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第 3 編 総長式辞 

凡 例 

１． 本編には、西島安則総長、井村裕夫総長、長尾真総長、尾池和夫総長、松本紘総長、山
極壽一総長、湊長博総長の入学式・卒業式・修了式・学位授与式における式辞を収録し
た。ただし、湊総長の式辞は、2021 年度入学式までを収録した。 

２． 本編の構成は次の通りである。(1)第 1 章西島安則総長、(2)第 2 章井村裕夫総長、(3)
第 3 章長尾真総長、(4)第 4 章尾池和夫総長、(5)第 5 章松本紘総長、(6)第 6 章山極寿
一総長、(7)第 7章湊長博総長。 

３． (1)(2)については、『京大広報』から収録した。(3)(4)(5)(6)(7)については、京都大学
ホームページから収録した。 

４． 各式辞の表題及び本文の表記は典拠資料に従った。編集した際に付した注記は〔注〕で
示した。 

５． 2000 年 5 月 23 日博士学位授与式が執り行われ、長尾総長が式辞を述べているが、3. 
に表示した典拠では確認できなかったため収録しなかった。 
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修士学位授与式〔1985 年度〕 
1986（昭和61）年３月24日 

本日ここに、名誉教授の先生方の御臨席を賜りまして、部局長並びに教職員の皆様方と共
に、昭和60年度修士学位授与式を挙行し、文学研究科60名、教育学研究科17名、法学研究科
19名、経済学研究科12名、理学研究科145名、薬学研究科35名、工学研究科574名、農学研
究科127名、合計しますと989名の諸君に修士の学位を授与することができましたことは、
京都大学にとって大きな慶びであります。諸君がそれぞれの専攻分野を攻究して、修士論文
を完成し、修士の学位を取得されましたことを、まず、心からお祝いを申し上げます。今、
諸君の一人一人が修士課程において経験されたいろいろなことを思い出し、新しい出発に
当たって、決意を固めておられることと思います。ここで、「専攻分野を攻究し」と申しま
したが、この「攻究」の「攻」という字は、のみを打って物を作るということを意味すると、
以前、教えられたことがあります。私は、この「攻究」という言葉が修士課程での若々しく
て積極的な学問をする姿勢に、大変ふさわしい言葉であるとかねてから思っております。 
 戦後、わが国の高等教育の改革によって、修士課程が生れ、昭和29年度本学の第1回の修
士課程修了者は、285名でありました。今回は、第32回目に当たり989名でありますが、こ
の間、実に3.5倍に増えております。本学で修士の学位を取得された方は、今回の諸君を含
めて21,925名になりました。国際的にみても極めて水準の高いこれだけの本学の修士が、わ
が国のみならず世界の学術の進歩に大きな力となっていることを、誇りに思います。そして、
この学問の府において諸君が今日まで成熟することを支えていただいた総ての方々に、こ
の機会に改めて諸君と共に、厚い感謝の気持ちを表したいと思います。 

 諸君が完成された修士の学位論文は、それぞれが現在のいろいろな専門分野に於ける最
先端に関するものであります。それは、諸君がこれから更に深く学問の道を進む場合にも、
あるいは、より広い社会のいろいろな領域で活躍されるうえでも、大変大事な出発点にもな
るものです。感受性の最も鋭い、そして充実したこの時期にやった仕事、悩み、苦しみ、そ
してそれを乗り越えた喜び、これは、たとえ諸君のこれらの活躍の場が今までとは違った別
の分野になったとしても、いつまでも、ものを考え、事を進めるうえでの大事な柱となりま
す。 
今日、修士の学位授与式に当たり、諸君一人一人に改めてじっくりと考えてほしいことが
あります。それは、学問の流れ、人類の歴史の中での自分の位置づけ、更にいえば、この不
可逆な時の流れへの一体感とでもいいますか、そういうものを考えてほしいのです。諸君が
思索を深め、あるいは、日夜、実験を重ねるうちにいつも意識し、あるいは無意識に感じ考
えてきた自分の仕事の意義というものを、ここで今一度、思い返してほしいのです。何かを
求めて没頭しているとき、直感的なひらめきとでもいいますか、そういうもので飛躍し、更
に何かを見い出し、そして新しい考えに展開していく、このようなことは、人生において、
そう度々経験できるものではありません。若い時代につかみ得たこの喜び、これは、これか
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ら諸君が人生の本当の宝として大切にしてほしいものです。このような直感的なひらめき
とは何でしょう。ひらめき、それ自身が、我々一人一人の中に受け継がれた人類の知的遺産
のあらわれではないかと私は思うのです。一人一人が受けついでいる人類の長い歴史の知
的遺産、そんなものが、自分では意識しないでも、何かのときに、何かを一所懸命考えてい
るときに、ひらめきとして出てくるのではないかと、私は思っています。 
もう30年近くも前になりますが、南フランスのLascauxを訪ねたことがあります。あそこ

には、大きな洞窟があり、その中に一万何千年も前に我々人類の祖先の画いた壮大な壁画が
あります。私はその洞窟の真中に立って、その壁画に囲まれた時、心を打たれて、動けなく
なってしまいました。大きな洞窟の回りの壁には、その天井まで届くように、生き生きとし
た動物の群が、そして、動物と闘う人間が画かれているのです。それは、人間が自然の中で
生きて行くこの「生命」というものを神としてまつった神殿の絵であるかのように、私は感
じました。本当に鮮やかな黄や赤そして茶色の顔料を、その時代の人々は苦心して作り、力
強い黒い線で動物などを画いています。そこに現代と何万年の昔とを結びつける人類の歴
史の凝縮を感じました。我れに返ったとき、その洞窟の隅におもしろいものを見ました。そ
れは自然の石にへこみ

．．．
を作った、乳鉢のようなものです。そこは実験室であり、研究室であ

り、学校であったのでしょう。そして、それは人類に生命の尊さを教える神殿でもあったの
だろうと思います。 
思索を深め、あるいは、実験を重ねるなかで、もしも安易に役に立つと思われる結果と立

たないと思うことを振り分けて行ったのでは何も生まれてこない、何の知的創造にも至ら
ない。何かに行き詰ったとき、予想どおりに行かなかったとき、あるいは、それまで考えら
れていたこととどうにも合わないことに遭遇したとき、そんなときにこそ新しいものを生
み出す何かが、そこに潜んでいるということを経験されたことと思います。 
 
 大学、この学問の府という集団は、分野を超えて、そして年代を超えて、このような知的
創造の喜びを分かち合うという絆で結ばれてこそ成り立ち、その伝統を保ってきたのです。
そして、諸君は、この修士課程での攻究の中で、指導教官、先輩、そして後輩と一緒に、と
もに学問の歴史の中での今を経験したのです。 
学問の歴史を遡ってみますと、確かに専門に分れて深化し、それがまた総合され、結合さ

れて新しく展開して行くことが分かります。そして今が、新しい総合による変革の時代とも
言われます。しかし、本当に学問の進み方というものを考えてみますと、それは、そのよう
な形式的組織によって効率よく展開してきたのではありません。学問することは、本来は個
人的な営為であり、新しい総合の原動力は、一人一人の個人の中にある自由な思索の力であ
るということを見失ってはならないと思います。自由のない総合、組織化というのは、一見、
効率がよいようにみえても、それは進歩を停滞させるものです。推進力は、自由のない組織
化によって減衰します。諸君がこの修士の課程を終え、これから出発されるときに、本当の
意味で人類の進歩につながる変革とは何だろうか、そしてその中で、我々一人一人がどう生
き、何ができるかということを考えていただきたいのです。 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第１章西島安則総長

2700



 今日の修士学位授与式では、お祝いを述べながら、課題を出したようなことになりました
が、これからも、ずっと共にこの課題を考えていきましょう。そして、京都大学が諸君にと
ってすばらしい母校であり、自由な思索を進め、そして知的創造の喜びを分かち合えるすば
らしい学問の府であり続けるように我々も努力します。諸君も元気で頑張って下さい。 
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卒業式〔1985 年度〕 
1986（昭和61）年３月25日 

 
 卒業生諸君、おめでとうございます。 
本日ここに、名誉教授の先生方の御臨席を得て、部局長、並びに教職員の皆様と共に昭和

60年度卒業式を挙行いたしました。ただ今、合格証書をお渡ししましたように、文学部199
名、教育学部52名、法学部383名、経済学部204名、理学部286名、医学部119名、薬学部84
名、工学部830名、農学部275名、合計2,432名の諸君がめでたく京都大学を卒業されたこと
は、京都大学の最も大きな慶びであります。 
今日、ここに新しい学士となられた諸君は、この最高学府を卒業するまでの勉学の道を思

い起こし、そして京都大学で心ゆくまで学んだ日々を自ら顧みて、この門出に当たり、新た
な決意を固めておられることと思います。 
諸君の、一人一人の今までの道程をこれまで支えてくださった御家族の皆様をはじめ、関

係者の総ての方々に、今日のこの日に諸君と共に、改めて深く敬意と感謝の気持ちを表した
いと存じます。 
 
 諸君は、希望に燃えてこの京都大学の門をくぐってから、今日、学士号を得られるまで、
京都大学の学風を味わい、身につけて、今日の日を迎えられました。京都大学の卒業生とし
て、自信と誇りを持って第一歩を踏み出してください。諸君は今、ちょうど、硯に向かって
墨を静かにすり終えて新しい紙に書を書こうとするときの、あの心の安らぎと、そして緊張
感、それらが重なり合ったすばらしい気持ちでおられると思います。この気持ちは大変大事
なことであり、いつまでも大切にしてほしいと思います。 
諸君の中にはこれから更に学問の道に進んで研究者になろうと志している方もおられま

すし、あるいは、これから社会の広い分野で、思いきり活躍しようと考えている方もおられ
ます。しかし、たとえ研究者となるにしても、社会人として進むにしても、今までの学生時
代とはずいぶん異なった人の集まり、あるいは組織の中で、諸君は新しい立場で仕事をする
ことになります。また、この中には、言葉や習慣の違った外国へ行って、これから仕事を始
める人もおられるでしょう。諸君がこれから入って行く社会、これは今、何か大きな変換期
にきていると言われております。諸君は、それぞれの学部において専門の教育を受け、学士
試験に合格されました。この「専門」という言葉の意味が、ずいぶん変わりつつあるように
みえます。「専門」とは、はたして何だろうか。 
新しく、大きく変わりつつある社会へこれから巣立って行く諸君に、今日、「専門」とは

何だろうか、そして、何を大切にしなければならないのかを考えてほしいと思います。私自
身のことで恐縮ですが、私の専門は自然科学の中の、高分子と呼ばれている分野です。京都
大学に入ってもう40年になりました。この高分子という巨大な分子は、ずいぶん長い間、物
理学、化学、生物学といった自然科学のいろいろの分野で議論されてきたものです。最初に
議論されたのは1850年代で、今から100年以上前になりますが、それまで考えられなかった
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ような巨大な分子があるんだということを言い出した何人かの科学者がいました。しかし、
昔から皆が信じている小さな分子でいいのではないか、それが集まって、あたかも、巨大な
分子であるかのような振る舞いをするのだろう。別にそんな大きな分子を考える必要はな
く、集まり方を考えればよいのだ、という考えが長い間大勢を占めていました。1920年頃か
ら1940年頃までの間に、いろいろな研究方法で、それは、小さい分子が集合しているだけで
はなく、結合しているのだということが、段々にわかってきました。 
幸いなことに、ちょうどその頃、私は大学に入ってこの分野の勉強を始めたわけです。そ

の頃は、高分子の専門分野はまだ生まれたばかりで、これからというときでした。私は指導
教授から、その巨大な分子の形や姿を、もっとしっかり確かめる方法について研究するよう
にという、卒業論文のテーマを与えられました。それは簡単な、しかし大変大きなテーマで
した。それで私は卒業後しばらくして、その頃高分子研究の中心であったアメリカのブルッ
クリン工科大学の高分子研究所へ行くことにしました。そこには、世界の国々から研究者が
集まっていました。そして、いわゆる専門もいろいろで、数学者も、物理学者も、化学者も、
生物学者もいました。それぞれ違った学問的背景をもった研究者が、決して立派とはいえな
い古いレンガ造りの建物の中で、高分子の研究をしていました。毎週熱のこもったセミナー
が開かれました。研究者達の年齢も、私のように大学を出て間もない若者もおれば老大家の
先生もおられました。特別に、国際的とか、学際的とかいった意識は全くなく、国を超え、
専門分野を超え、年代を超えて、一人一人が一人前の研究者としてお互いを尊敬し合えるす
ばらしい集団でした。やがて、高分子という専門領域が生まれました。それが今、この10年
程の間に、また大きく変わってきています。高分子の研究者達は、いろいろの新しい学問の
総合に深いかかわりをもちつつ大きく広がってきました。生命に関する科学の領域、あるい
は、情報科学の分野、またエネルギーの研究分野、新しい材料の研究分野というように、100
年程前にできたその小さな渦が、段々と大きくなって、今、その渦がまた次の新しい渦を生
みながら、いわゆる「専門」というものがどんどんダイナミックに広がってきています。 
 
 今、私は、学問研究におけるダイナミックな総合の姿を、私の経験を通して、自然科学の
ごく一部の面から見ましたが、これは、人文科学、社会科学の分野でも同じことが言えると
思います。そして文科系と理科系というような、分類は適当でなくなりつつあります。 
それらを総て包含した自然と人間との関わりについての新しい見方も今、生まれつつあ

りますが、こういう時に大切なことは何でしょうか。私は今こそ、京都大学の学風とか、味
わいとかいうものを身につけた諸君が、本当に活躍してくれる時だと、大きな期待を持って
おります。基礎のしっかりしていない者がいくら集まっても、それは本当の意味のダイナミ
ックな総合にはなりません。そのような集まりの力は直ぐに減衰してしまいます。それから、
もう一つ大切なことは、一人一人の自由な発想がないと、これもダイナミックな総合にはな
らないのです。しっかりした基礎的な力と自由で活き活きとした発想、この両者が必要です。 
さらに、私が諸君と同じ歳ぐらいの頃に経験した、小さな研究所ですばらしいと思いまし

たのは、皆、バックグランドが違うのですが、お互いがお互いを本当に尊敬し合い、それぞ
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れの専門を尊重し、年代を超え、分野を超えて、同じ目的で取り組む喜びを、素直に分かち
合う心のふれ合いとでも言える雰囲気が自然とできていたことです。基礎をしっかりする
こと、伸び伸びとした、活き活きとした、自由な発想を持つこと、そして、お互いを一人の
人間として尊敬し、素直に心を開き合うこと、これらの三つが揃ってこそ学問の大きな渦を
作るような最初の渦になるダイナミックな総合ができるのです。これはそのまま、先程申し
ましたとおり、京都大学が伝統的に誇りとしている学風であります。そして京都大学ではそ
ういう伝統的な学風が大切にされて、これを次の時代に伝えて行こうとしているのです。 
諸君がこれから、ダイナミックな総合の時代、ダイナミックな変換の時代にいろいろな分

野で活躍されるに当たって、諸君が学部で学んだ基礎学問は、本当に重要なものです。これ
は、いつまでも、ますます磨いてください。もうこれで済んだというようなものではありま
せん。基礎はますます深め、そしてそれがもっと大きな広がりの中で、どんな位置を持って
いるのかということをよく考え、学問の歴史に踏み込んで、自分の基礎の位置付けをしっか
りと固めてほしいと思います。 
 
 これから諸君の出て行く社会は厳しい社会であると言われます。このごろよく“Scrap and 
build" というようなことが言われております。あたかもこれが、何か進歩の前提でもあるか
のように使われていることがあります。学問の世界で“Scrap and build"を標語にするような
風潮が広がることに、私は深い危惧の念をもっています。学問の広がりと進歩は、今、言い
ましたような学問の歴史の中で渦が渦を呼び、新しい総合を創りながら今日まできたので
す。決して短かい時間尺度で、これは役に立つ、これは役に立たないと振り分けて、片方を
スクラップして、またビルドするというようなやり方で先祖から受け継ぎ、今日の人間の文
化が形成されてきたのではありません。厳しい社会と言われている中で、諸君はこれから決
して“Scrap and bulid" というような安易な考え方で物事を進めることはしないでほしいと
思います。本当の進歩とは何かをじっくりと考えてほしいと思います。これは学問の世界だ
けではありません。今の一歩が人類の将来のための正しい道に進むものであり真の意味で
の人類の進歩につながるものでなければなりません。諸君は、これまで学んだ基礎を踏まえ
て、自由な開かれた社会と人類のためになるような時代を造るために進んでほしいと思い
ます。 
京都大学は、諸君と共に、いつまでもこの重要な間題に一所懸命取り組んでいこうと考え

ております。これからいろいろな分野で活躍される諸君が、これからもいつでもこの母校を
訪れ、先輩や後輩と共に語り合いそれが大学の中に、また新しい活気を生み出して行くこと
を願っています。 
 
 今日は、昨日までの春の嵐がやんで、すばらしい天気となりました。天が諸君の卒業を祝
っているかのようです。本当におめでとうございます。元気でしっかりやってください。 
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学部入学式〔1986 年度〕 
1986（昭和61）年４月11日 

 
入学生諸君、おめでとうございます。 

本日ここに、名誉教授の方々の御臨席を仰ぎ、各部局長、教職員の列席のもとに、昭和61年
度学部入学式を挙行し、2,705名の潑溂とした諸君を迎えることができたことは、京都大学
の大きな慶びであります。 
諸君は、京都大学に学ぶことを志し、これまで努力を重ねて、めでたく本学の一回生とな

りました。今、いよいよ始まる京都大学学生としての生活に、大きな希望に燃えていること
と思います。これは諸君の勉学の意欲によるものでありますが、それとともに今日の日を心
待ちにして、諸君の勉学を支えられた、御家族、諸君を教え導かれた先生方、いつも励まし
てくれた友人、周りの方々に、諸君と共にここであらためて心からのお礼を申し上げたいと
思います。 
 
 諸君が京大生として、晴れてくぐられた時計台前の正門は、明治26年（1893年）旧第三高
等中学校の表門として建てられたもので、その後明治30年（1897年）京都大学が創立され
たとき譲り受けて本学の正門となりました。この90年の問、この正門は諸君のような英才を
年々迎えてきたのです。 
京都大学が学問の府として創立された明治30年は、多くの学問分野でたいへん大事な時

期でした。19世紀が終わり、20世紀が始まろうとしている時、ヨーロッパにおいても、高等
教育のあり方や、学術研究の体制に大きな改革が進められていました。わが国では近代化の
ための指導者養成機関として設置されていた唯一の国立大学であった東京大学に対して、
清新な学術の発展を促し、真に学問をする大学として、京都の地に京都大学が開学しました。
このことは、我が国の学術の発展のためにたいへん意義深いことでした。以来、この90年間
に京都大学は世界的に著名な大学として発展しました。これには、日本の文化の伝統の中心
としての京都のまちの雰囲気、また、京都大学に学ぶ我々に対する京都の人々の親愛の気持
ちに負うところが大きいことも、忘れてはならないことです。 
 京都大学の独自の学風といわれている味わいは、やがて100年を迎えようとしている本学
の伝統の中で培われ、熟成してきたものですが、その基本的な性格は、本学が生まれた時に
すでに打ち出されていたのです。明治30年本学の開学式に当たって、木下廣次初代総長は、
「大学生は自重自敬、自主独立を期すべく、従って指導に当たっては、細大注入主義は採ら
ぬところであり、自発自得の誘導に努めたい。」と訓示されました。京都大学では、入学生
を、学問を志し、自ら学ぶ意欲を持った人物として迎え、知識を詰め込む教育はせずに、自
分で学び進むことを期待し、そのように導こうということで、その精神は今日の京都大学に
も活き活きと受け継がれております。「自発自得」とは、自ら基礎学力を磨き、学問に対す
る姿勢を正し、謙虚に思索し、お互いに個人を尊重するとともに、共に学問をすることの喜
びを分かち合うことです。これが今日まで厳しい時代の変遷の中で、京都大学が学問の自由、
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大学の自治を堅持して、大きな学術的成果をあげるとともに、すばらしい幾多の人材を送り
出してきた基礎であります。 
 
 最近、76年ぶりのハレーすい星の再来が、世界中の人々の関心を集めています。このハレ
ーすい星の名前になっている天文学者 Edmund Halley（1656年～1742年）は、このすい星
の周期を予測した天文学者ですが、その研究の展開に大きなきっかけとなったのは、ハレー
が28歳の時、すなわち1684年にIsaac Newton（1642年～1727年）と出会ったことでした。 
ハレーはニュートンに、かねてから考えあぐんでいた、天体間に作用する引力と、天体の

軌道の関係について教えを請いました。ニュートンは、そのことについては、それから十何
年も前に、ケンブリッジから田舎へ帰っていた時（1666年）に計算した話をして、明確に答
えたのです。ハレーはそれを聞いて驚嘆し、ニュートンに是非その偉大な計算を書き上げて
本にするようにと勧めたのです。3年後の1687年に自然科学の歴史の中で最も偉大な業績の
一つといわれるニュートンの『自然哲学の数学的原理』（Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica）が出版されました。 
そして一方ハレーは、天空のアウトローともいえるすい星に、ニュートンに教えられた軌

道の計算が合うかどうか興味を持ち、これまでの記録を調査して、1682年のすい星が、
75~76年の周期であることを見い出し、次は1758年に来ることを予言した本を1705年に書
き著しました。もし彼が102歳まで生きていれば、自分の予言を確かめられたのですが、残
念ながら85歳で亡くなりました。このすい星は予言どおり、1758年に来て、それから1835
年、1910年そして今度の1986年に地球を訪れているのです。 

20歳代のハレーがニュートンに出会ったこと、それから学問をすることの喜びを分かち
合ってきた彼らの友情のこと、更に、人類の学問的遺産の継承がどんなに尊いものかという
ことを、ハレーすい星を見て、しみじみと感じます。 
 
諸君は入学すると、まず、教養部で勉学をします。そこでは各自の志望する専門分野を超

えた多くの友逹に出会います。Liberal Artsという考え方に基づく教育課程の在り方は、戦
後導入された新しい試みでしたが、その重要さが、この30年を経て今あらためて見直されて
います。最近、学問における総合ということが、よく議論されています。時にはこれはすで
にでき上がった専門分野を、新しい視点から総合することを意味しますが、学問の本当の発
展につながる総合は、人と人との出会いから始まる一人一人の思索の中に起こす刺激に基
づくものであると思います。 
諸君は京都大学へ入って、新しい環撹の中で、ある種のとまどいを感じるかもしれません。

先ほど「自発自得」ということを述べましたが、それでは何に打ちこんだらよいのか、すぐ
にはつかめないかもしれません。それでよいのです。教養部には人文科学・社会科学・自然
科学のさまざまな分野について興味をもち、またさまざまな志を抱いた友人達が集まりま
す。ちょうど諸君の年頃の時に、これほど広い分野で学問に志した者が出会うことは、誠に
得難い、人生に二度とない機会です。それぞれがお互いの個性を尊重し、自由に開かれた思
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索を行い、純粋な喜びを分かち合えるときです。すばらしい開放感の中に、一生語り合える
友人との出会いを期待します。 
この、一生で二度と来ない恵まれた時期を、充実感をもって過ごせるために諸君に「稚心

を去れ」という言葉を贈りたいと思います。大学は決してレジャーランドではありません。
自分を磨いて、自分の歩むべき道をしっかりとつかんでください。学ぶことの喜びは、決し
てたやすくつかまえられるものではありません。要領よく表面を滑っていくよりは、与えら
れたこの機会に何かを深く堀り下げてみることを心がけてください。一つのことに到達す
るために、ものごとを要領よく行うことのみを考えて進むと、結局、大事な一生から多くの
時を失うことになります。今日ここで、充実した日々を送る覚悟をしっかりと心に決めてほ
しいと思います。 
 
今日は、諸君の京都大学の入学に当たり、ハレーすい星に例をとって学問の継承というも

のを考えてみました。ハレーすい星が次に帰ってくるのは2061年です。たぷんその時は、諸
君はたくさんの子供や孫達に囲まれて、ハレーすい星に再会しているでしょう。その時に、
京都大学の入学式は、ハレーすい星が来た年であったことを思い出し、そして自分の一生を
顧みて本当に充実したものであったといえるようになっていてほしいと思います。 
諸君の京都大学における毎日が、諸君の一生にとってかけがえのない時であり、この時が

本当に充実したものになるよう、心から祈っております。これから諸君と共に京都大学がま
すます立派な学問の府として発展するように、力を合わせて進みましょう。 
おめでとうございます。諸君を心から歓迎します。 
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大学院入学式〔1986年度〕 
1986（昭和61）年４月11日 

 
本日ここに、名誉教授の方々の御臨席を仰ぎ、部局長並びに教職員の列席のもとに、昭和

61年度大学院入学式を挙行し、修士課程1,041名、博士後期課程206名、合計1,247名の諸君
を迎えますことは、京都大学にとって誠に大きな慶びであります。なお、博士後期課程への
進学者は、昭和61年度は300人ありますので、今年度新たに博士後期課程に入学、あるいは
進学する諸君の合計は506名になります。 
諸君はこれから、諸君がそれぞれ選んだ専門分野の研究科において、京都大学大学院学生

としてさらに研鑽を積み、研究を深めるわけです。諸君が希望する学問の道を進むことがで
きるのは、もちろん、諸君がこれまでに培ってきた学力と弛まぬ努力、そして何よりも学問
に対する強い意欲によるものであります。しかし、それとともに、諸君がこの大学院へ入学、
あるいは進学できたのは、御家族はじめ諸君の周囲の方々の深い御理解によることを、改め
て心せねばならないと思います。 
 
 京都大学は、これまでに、旧制の時代に9,651人に博士の学位を授与しました。そして、
新制になって課程博士3,528人、論文博士5,930人、合わせて9,458人に博士の学位を、また
21,925人に修士の学位を授与いたしました。 
大学院は高等教育の最終にして最高の教育課程であり、それとともに、学術文化の高度の

研究機関でもあります。大学院がもつこの教育機能と研究機能の二重性の意義は、誠に重要
なものであります。 
国際的に非常に高い評価を受けている輝しい研究成果を挙げてきた本学の活力の源泉と

して、大学院における高い水準の教育研究活動が大変大きな役割を果たしていることは言
うまでもありません。今日までの先輩諸氏の御努力に、我々は感謝せねばならないと思いま
す。 
この機会に、教育と研究の一体性について少し考えてみたいと思います。ちょうど京都大

学が創設されます19世紀の末頃には、ヨーロッパにおいては大学における教育と研究は一
体化されるべきものであるという考え方が、学問の世界では、ほぼ全面的に受け入れられて
いたようです。しかしながら、具体的にこの教育と研究とを一体化するには、多くの深刻な
困難がありました。 
 Joseph Ben-David『学問の府』（"Centers of Learning"天城勲訳）によれば、その頃、研
究はますます専門化して、研究者の養成と高度な研究を職業人の養成の副産物として行う
ことは、もはや不可能でした。また、逆に専門職につく人々の養成を基礎的な研究を行った
り教えたりする片手間に行うことも、もはや不可能でした。 
教育と研究が一体であるのが望ましいという考えにもかかわらず、実際には多くの分野

で、いろいろな問題が出てきました。そして、20世紀の初めのころには教育に直接関係しな
い専門の研究機関がヨーロッパに多く設置され、すばらしい成果を挙げ、特に自然科学の分
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野では、教育と研究を分離する傾向が強くなりました。 
その後、アメリカで、教育と研究の一体化の新しい形態として大学院が生まれました。こ

れはドイツ、イギリス、フランスなどの伝統が新しい形で発展したものですが、いわゆる国
家のためのエリート養成を目的とした教育機関でもなく、また、研究を志す学者とその弟子
のための象牙の塔でもないのです。特に戦後、この考え方は、わが国の新しい教育制度によ
る大学院の形成に大きな影響を及ぼしました。しかし今日までの30年間の大学院制度の発
展の中で、わが国の大学院は独特の道を歩んできたと思います。 
ヨーロッパやアメリカの大学・研究所と比べてわが国の教育と研究の一体化の内容にお

ける大きな特色は、日本の伝統的な師弟の人間関係がこの新しい大学院制度による教育と
研究の統合に独特の深さと強さをもたらしていることです。世代をこえた研究者の親密な
関係は、現代の社会においてもたいへん重要な要素となっています。長い間、高等教育の理
想として考えられてきたことが、京都大学の大学院において独自の具体的な姿に成熟しつ
つあることはまことに喜ばしいことです。 
 諸君は、この大学院へ入学されました。ここでは研究そのものが課程として教育と不可分
なものとなっています。研究において最も大切なことは、常に基礎を掘り下げる真摯で謙虚
な学問姿勢です。そして、その上にたった自由な発想、大きく羽ばたく知的な勇気です。自
分の考えの広がりを思いきり打ち出して指導教官や先輩と論議をして下さい。権威に縛ら
れたり、流行に流されるのは、研究を進める上で最も避けねばならぬことです。自分の目で
研究すべきことを見つけることが大事です。今日の社会の風潮の中で、諸君もつい研究の流
行が気になることがあるのは理解できますが、いつも自らの気持ちを引き締めて、特に若い
時は大きな渦の出発点となるような研究を自らこつこつ始める気慨を持って下さい。 
諸君は、研究室に入り研究しますが、そこで、指導教官はじめ同僚たちと研究の喜びを素

直に分かち合うことを心がけて下さい。これが、大学が学問の府としてしっかりと成り立つ
ための基本的な力です。大学の活力の源泉は諸君にあると私は確信し、期待しております。 
 
 諸君もよく知っているようにオックスフォード大学とケンブリッジ大学は長い間、英国
の高等教育機関の中心的な役割を果たしてきました。京都大学も、やがて100年を迎えます
が、この両大学の歴史は、12世紀にまでさかのぼります。両大学が今日の基盤を築いたのは、
13世紀の中頃からと聞いております。大学が、長い歴史を伝統として維持しうるのは、非常
に尊いことです。伝統は継承され、そして常に新しい学問的活力がその伝統に注入されねば
ならないのです。ケンブリッジ大学の伝統の継承ということについて、大変興味のある面白
いことを読んだことがありますので、この機会にお話ししたいと思います。 
ケンブリッジ大学は、Isaac Newton（1642年～1727年）の偉大なる業績を誇りとして、そ

れを教育研究の柱にしておりました。ニュートンの書いた"Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica"は1687年に出版されましたが、これは人類の自然科学の歴史の中で最も偉大
な出版物とも言えるものです。しかし、学問の宿命は、そして研究機関のもつ使命は、常に
その偉大なる先達を超えていってこそ、その伝統が継承されるのです。偉大なる先輩を祭り
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上げている間は、その大学の活力はむしろ減衰していくのです。ケンブリッジでは、ニュー
トンの原書を一所懸命に読み、その学問の真髄に触れようと努力しました。大学の教育課程
も自然科学では、それを中心に組まれ、誇りにして勉強しましたが、過去の栄光があまりに
も輝かしいので、長い間に次第に学問の進歩を担うという面では、むしろその力を弱めてい
った時代がありました。19世紀のはじめ、こうした中で3人の学生がケンブリッジのキャン
パスで出会いました。その3人は、John Herschel（1792年～1871年）、Charles Babbage（1792
年～1871年）そしてGeorge Peacock（1791年～1858年）です。3人ともまだケンブリッジに
入ったところで、皆、20歳代のはじめでした。3人はそれぞれ専門が分かれてはいましたが、
いつも学問のことを、将来の夢を語り合って、たいへん仲のいい友人になりました。学校で
は、もちろん、大ニュートンの"Principia"を一所懸命勉強し、彼の科学思想の真髄を学びま
した。ある日、彼らは一つの誓いをたてたのです。"To do our best to leave the world wiser 
than we found it."これは、この若者たちがニュートンの思想の真髄に触れ、そして単なる先
輩の学問的業績の信奉者になるのではなく、この先人の業績を越えることによって、ケンブ
リッジ大学にその伝統にふさわしい活気のある改革をしようというものでした。 
 その後、彼らが創ったAnalytical Society of Cambridgeの活躍は、やがてケンブリッジにお
ける数学の教育に大きな変化をもたらし、そして英国の自然科学を活性化していったので
す。自然科学を専門とする諸君は、この3人の若者がその後いかに大きな仕事をしたかを知
っていると思いますが、John Herschelは、天文学の新しい展開に大きく貢献すると共に、
光物理学のその後の発展の最初の出発点となったPhotoluminescenceの発見をし、世界の新
しい科学の進展の大きな渦を作った人です。Charles Babbageは今日のコンピューターの基
礎を築いた偉大なパイオニアです。百何十年も前にコンピューターの製作を試み、その計画
はどんどん大きくなり、亡くなるまでに完成はしませんでしたが、彼のアイデアはそのまま
今日に生きています。George Peacockも、数学者として立派な業績を残しました。 
 
 学問の府としての伝統は、歴史が古いということだけではないのです。大学に多くの偉大
な先輩をもつということは、たいへん有難いことで、我々はそれを誇りとします。しかし、
一番大事なことは、そのような偉大な先輩を生んだ大学の学問的な風土を、時代を越えて受
け継いでいくことです。教育と研究の一体となったこのすばらしい京都大学の大学院に入
学し、世界の学界に貢献しようと意気に燃えている諸君に、先ほどの3人の誓い、"To do our 
best to leave the world wiser than we found it."という言葉を贈りたいと思います。この3人
の若い学生がケンブリッジを再び立派な活気のある大学にしたことをお話しし、諸君に対
する本学の大きな期待を表現したいと思いました。 
京都大学の教育研究の場が一層活力に満ち、この学問の府での仕事がよりすばらしい世

界を作ることにつながることを念願して、諸君を歓迎し、激励します。 
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修士学位授与式〔1986 年度〕 
1987（昭和62）年３月23日 

 
本日ここに、名誉教授の先生方のご臨席を賜わり、部局長の先生方と教職員の皆様ととも

に、昭和61年度修士学位授与式を挙行し、961名の諸君に修士の学位を授与することができ
ました。まず、諸君に、心よりお祝いを申し上げます。 
本日、修士の学位を取得されましたのは、文学研究科63名、教育学研究科11名、法学研究

科13名、経済学研究科14名、理学研究科122名、薬学研究科36名、工学研究科581名、農学
研究科121名、合わせて961名であります。 
 
 戦後、昭和28年（1953年）に新制大学院が設置されて以来、本日修士の学位を取得されま
した皆様を含めて、京都大学は22,886名に修士の学位を授与することができました。京都大
学大学院修士課程の最初の宣誓式が行われたのは昭和28年でありますが、当時の服部峻次
郎総長は、その式において、「新教育制度では、その半ばは一般教育に当てられたため学問
的に豊かな基礎がつちかわれた長所はあるが、一面、専門教育の分野においては、旧制度に
比して一日の短あるは、否めない結果と言わねばならない。この短を補い、この長をますま
す展開して、学問水準の維持昂揚を計るのが、このたび設けられた大学院の目的である。」
と述べておられます。 
それから34年間、今日は第33回目の修士学位授与式に当たります。この間に、本学の大学

院は、京都大学の伝統的な学風を受け継いで新しい学術の展開に寄与しつつ、充実してまい
りました。そして、国際的にみても極めて高い水準の大学院となっております。本学の修士
の諸君が社会において果たしている大きな役割を思いますとき、学問の府としての誇りを
感じます。 
諸君がこの修士課程において攻究された学問は、それぞれの専門における現在の学術の

最先端にあるものです。諸君は、若々しい感受性と勇気をもって、それぞれの道を拓いてき
ました。これから後、さらに研究室に残って研究を深める場合にも、あるいは、より広い社
会のいろいろな分野で活躍される場合にも、諸君がこの修士課程において研究されたこと、
そのなかで身に付けられた考え方は、大きな意味を持っています。それは、諸君が今、諸君
自身で考えているよりはもっと重い意味を持っていることを、これから後いろいろな機会
に感じることと思います。 
 
 京都大学は、その学風として「自由」を大切にし、そして常に「基礎」を掘り下げて学問
をすることを強調してきました。この「自由」と「基礎」ということは、人類の知的遺産を
継承し、それを発展させるうえで最も大事な二つの柱であります。例えば「生命」というこ
とについての学問の流れを考えてみましょう。生物の世界で、なぜ子は親に似るのか、なぜ
生物は同じ種類の生物しか産まないのかという生物の遺伝の本質について、古くから人々
は考えてきました。ギリシアの哲学者アリストテレス（Aristotelēs, 384 B.C.~322 B.C.）は、
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この遺伝の現象について、「遺伝するのは形質そのものではなく、むしろその発現に関する
潜在能力である」という卓越した見解を述べています。このアリストテレスの見解が自然科
学のなかで学問体系を創りはじめたのは二千年以上の年月を経て19世紀になってからであ
ります。しかし、この長い間、この生命の神秘を見極めようとする知的な営みは、ずっと受
け継がれていたのです。17世紀には、光学顕微鏡によるミクロの世界の探求が始まりまし
た。フック（Robert Hooke, 1635~1703）やフォン・ルーエンフック（Antoni von Leeuwenhoek, 
1632~1723）らの初期の顕微鏡を用いた学者逹は、数多くの新しい観察をしました。しかし
ながら、生命の神秘はまだまだ深い霧の彼方にありました。 

19世紀になって自然科学の新しい展開が始まりました。しかしながら、物理学的な諸科学
の分野と、生物学的なそれとの間には、なお大きな隔たりがありました。人類の知的遺産の
継承のなかで、知識の伝逹とともに夢の引き継ぎが大事な役割を果たします。19世紀の後半
になって物理学と生物学の学問分野の間の接点が次第にできてきました。物理化学者グレ
アム（Thomas Graham, 1805~1869）によるコロイドの研究は、有機化学者ケクレ（Friedrich 
August Kekulé, 1829~1896）の巨大な有機分子の存在の可能性を示す研究と重なり合いなが
ら、生命に関係するタンパク質などの高分子のその後の研究の発端となりました。ちょうど
その頃、メンデル（Gregor Johann Mendel, 1822~1884）は遺伝に関するメンデルの法則を
発見していたのです。 
しかしながら、これらの学問分野が結合して新しい発展を遂げたのは、20世紀に入って

1930年以降のことと言えます。生命の科学は20世紀の学問です。遺伝の現象について言え
ば、一つはいかにして遺伝情報が伝わるのかという問題を解くために単純な生物の遺伝・増
殖を中心とした研究が進められました。一方、生命に関係のある分子の構造についての研究
は、タンパク質についてのX線回折を中心として著しい発展を見ました。この分野で、ポー
リング（Linus Carl Pauling,  1901~）がタンパク質分子等がらせん構造（helix）をとるこ
とを見出したことは、分子生物学の展開の重要な出発点となりました。その後、遺伝情報を
担うのがDNA分子であり、それが二重らせん構造（double helix）をとっていることを、ワ
トスン（James Dewey Watson, 1928~）とクリック（Francis Harry Compton Crick, 1916~）
が見出しました。これが遺伝の現象を解く重要な鍵となっていることは諸君もご存知のこ
とと思います。このことは、普遍的な物理学の法則が生命に関する科学をも支えることを示
したものです。ここで物理学科学と生命科学との結合がなされました。 
 
このような劇的な生命についての科学の展開のなかで、極めて重要な基礎研究を行い、分

子遺伝学の中心となるDNAの二重らせん構造の発見への途を切り開いたのはシャルガフ
（Erwin Chargaff, 1905~）であります。シャルガフは、クロマトグラフィーという分析方法
を駆使して、いろいろの生物のDNAを丹念に分析しました。それは骨の折れる地味な研究
でした。そして彼はDNAに含まれる四種類の塩基の比は、同一生物種のいろいろな組織に
よって変わらないが、生物種によって特異性をもち、このDNAという分子が遺伝物質の特
異性を担うものであることを初めて指摘したのです。すなわち、DNAという分子には、こ
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の四種類の文字で遺伝の情報が、書き込まれているということを見出したのです。今、この
四種類の文字をそれぞれの塩基の頭文字をとってA、T、G、Cとしますと、おもしろいこと
に、いろいろな特異性をもつDNAで、常にAとT、そしてGとCはいつもそれぞれ同じモル
比であることを見つけたのです。この素晴しい基礎研究の成果が、ギリシアの昔のアリスト
テレスの考えを20世紀の科学にうつす鍵となったのです。 
シャルガフは、このようにして化学から生化学の分野へと仕事を進めていったのですが、

彼が70歳になって書いたエッセイのなかで、その動機について次のような述懐をしていま
す。—自分が化学を好きなのは、化学という学問が明らかに解明された中心を持ちながら未
知の暗黒に囲まれている（its clarity surrounded by darkness）からであり、また化学からた
めらいながらも次第に生物学に心を惹かれていったのは、生物学が未知の暗黒を中心に持
ちながら生命の神聖さという輝しい光に囲まれている（its darkness surrounded by the 
brightness of the givenness of nature, the holiness of life）からである。 
 このような真理の明るさと未知の世界の暗黒との間を行き来することは、研究者に与え
られた、より広い意味で人間に与えられた最大の喜びではないでしょうか。それぞれの学問
分野において研究を進める中で、諸君はこのような喜びをすでに経験したことと思います。
また、これからの人生においても経験することでしょう。 
 
 学問はより綿密な探究を求めて細分化、専門化してきました。しかし、また一方で、その
ような専門分野の結合をとおして新しい地平が拓けつつある現在です。美しいつづれ織り
の糸を一本ずつほぐしてそれを詳しく調べるなかでも、一方では、それらの糸が織り成す全
体の美しさを忘れてはならないのです。 
今日は、生命科学の展開のなかに見られる何千年にもわたる壮大な人類の知的遺産の継

承と発展のことをお話しました。しかし、このような学問の歴史も、それを支えるのは一人
ひとりの「自由」な思索とそれを裏づけるしっかりとした「基礎」なのです。 
諸君、いつまでも雄大な夢をもって、それぞれの道に精進してください。 
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卒業式〔1986 年度〕 
1987（昭和62）年３月24日 

 
卒業生諸君、おめでとうございます。 
本日ここに、名誉教授の先生方のご臨席を仰ぎ、部局長の先生方並びに教職員の皆様と共

に、昭和61年度卒業式を挙行することができました。文学部206名、教育学部53名、法学部
347名、経済学部222名、理学部249名、医学部126名、薬学部77名、工学部854名、農学部290
名、合わせて2,424名の諸君が、学士号を取得され、京都大学をめでたく卒業されました。
これは、本学の最も大きな慶びであります。本学の卒業生は、旧制時代に49,712名、新制に
なりましてから71,365名、合わせますと121,077名となります。 
 
 この門出の日に当たりまして、皆さんはこれからの人生に対して決意を固めていること
と思います。今ここで、皆さんが子供の頃から大学を卒業する今日まで、生きるということ、
そして、学ぶということを教えてくださった方々のことをしっかりと思い起こしてくださ
い。そして人間の生きるということの美しさと知ることの喜びを受け継いできたことの尊
さを思い、人生の師に感謝しましょう。そして今日まで皆さんを育て、勉学を支えていただ
いたご家族の皆様に、またこれまでの日々を楽しく実り多いものにしてくれた多くの友人
たちに、ここで改めて愛と感謝の心を表わしてください。 
私はかねてから“教える”ということは“学ぶ”ということであると考え、また、これまで教

官としての歳月を過すうちに、ますますその感を深くしています。今、こうして卒業してい
く皆さんの活き活きとした顔を見るとき、そこに師弟の間に交わすことのできた共感の連
鎖を思い、嬉しさというよりはありがたさで胸がいっぱいになるのです。 
 
ジャン＝ジャック・ルソー（Jean-Jacques Rousseau, 1712~1778）は「人生のそれぞれの

時期、それぞれの状態には、それ相応の完成というものがあり、それぞれに固有の成熟とい
うものがある。」と『エミール』（Emile, 1762）の中で述べています。 
皆さんは初等教育、中等教育、そして高等教育へと進学し、京都大学で卒業研究を行い、

学士号を授与されました。卒業研究の大詰めになる頃、研究室で徹夜の実験を重ねたり、あ
るいはまた、机に向かって思索を深められたりしたことでしょう。教官として、卒業研究の
発表会において、卒業生が堂々と学問の流れにおける自分の仕事の位置づけと、そして若々
しい考察を学問の将来に向けて行うのを見るとき、そしてさらに、卒業祝いの会において
「京都大学で最も嬉しかったことは、自分で自由に考え、そして思いきり自分なりの仕事が
できたことである」と、晴れ晴れと語ってくれるのを聞くとき、いつも私はこのルソーの言
った “人生のそれぞれの時期における完成と固有の成熟” という言葉を思い出しながら、喜
びを共にするのです。 
 教育の場においては、常に現在を尊重し、未来のために現在を犠牲にしてはならない。大
人としての幸福のために、子供の時の幸福を儀牲にしてはならないと、ルソーは力説してい
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ます。 
ルソーが『エミール』を書いたのは、1762年、彼が50歳の時ですが、この本は焚書とな

り、彼に対する逮捕令が出ました。それからルソーは孤独な遍歴の中に迫害と戦いつつ、新
しい時代に向けて人間の最も基本的な問題を提起し続けました。彼が最後に『孤独な散歩者
の夢想』（Rêveries du promeneur solitaire, 1782）を書きながら、静穏な心境の中にこの世
を去ったのは、1778年でした。ルソーは18世紀のヨーロッパに生きましたが、彼は我々に
とって決して過去の人ではありません。彼の提起した問題は、なお今、我々の問題でありま
す。 
京都大学の人文科学研究所で、ルソーについての共同研究が進められたのは戦後間もな

い頃です。共同研究をまとめるに当たって、桑原武夫先生（現名誉教授）は、次のように述
べておられます。「人類の思想の歴史をかりに大河の流れにたとえるならば、それはところ
どころによどみを形成すると同時に、ところどころ峡谷をなして急湍ないし瀧を生ぜしめ
ている。そしてその瀧を経過することによって思想の流れは、同じ人類の思想でありながら、
その性格を変えるのである。」そしてこの瀧にも比すべき人物の一人として、ルソーを挙げ、
「瀧ができるのはその流域の地勢によるのと同じく、すぐれた人物の出現もまた時代と社
会によるが、しかも偉大と言いうる人間は社会に限定されつつ、しかも以後の社会を規制す
る力を発揮するのである」と論じておられます。（『ルソー研究』、1951年）。今日、我々
はいわば瀧の時代にあるのではないでしょうか。ルソーは人類にとって最も基本的な問題
を提起した人でありますが、その問題は今日の社会においてより深刻な課題として受け止
めるべきでしょう。 
 
 皆さんは、それぞれの学部でそれぞれの専門領域を学ぶと同時に、総合大学としての京都
大学において、その伝統の中で自由を大事にする学風をしっかりと身につけたと思います。
一人ひとりの個性を磨き、固有の成熟の域に達して、今日、卒業の日を迎えたのです。 
人間の社会は今、その歴史の中で今までにないほど人間自身の賢明さを必要としていま

す。これからの社会で皆さんの果たすべき役割を考え、一人ひとりが今、持っている心の自
由を大切にして、勇気をもって歩んでください。ルソーも「習慣の魅力は人間の自然的な怠
惰から生じる」と言っています。皆さんの中には研究室に残って、さらに深く学問研究を進
める人もあります。また、社会に出てより広い分野で活躍する人もいます。人類がその将来
について希望を持てる時代を創るために、これから「何が可能であるか」というよりは、「何
を為すべきか」ということを、まず考えねばならない時であると思います。これから皆さん
はそういう意味でのリーダーとなるのです。今の皆さんの心の中に、その「何を為すべきか」
があると思います。今の心をずっと大切にしてください。 
 
 京都大学は今年の6月で創立90周年を迎えます。今後さらにダイナミックに人類の知的遺
産を継承し、発展させる「学問の府」として、力強く進んで行きたいと考えています。その
京都大学の意義ある発展のための大きな原動力は、京都大学に学び、京都大学を愛する者の
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世代を超えた絆の中にあると思います。卒業後もいつまでも、母校の伝統の担い手として積
極的に母校のために力を寄せてください。 
皆さんのこれからの人生が、真の意味での生きがいのあるものであることを祈っており

ます。 
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学部入学式〔1987 年度〕 
1987（昭和62）年４月11日 

 
入学生諸君、入学おめでとう。 
本日、ここに、名誉教授の先生方のご臨席をいただき、各部局長、教職員の皆様とともに、

昭和62年度学部入学式を挙行し、2,802名の第1学年入学者、それに第3年次への編入者33名
を加えると、2,835名のはつらつとした諸君を迎えることは、京都大学の最も大きな慶びで
あります。 
この度は、国立大学の入学試験制度が改革され、受験機会が複数化されたなかで、諸君も

いろいろ悩み苦労も多かったと思います。大学も、昭和54年度に国立大学の共通第一次学力
試験の実施とともに二次試験の試験期が一本化されて以来の大幅な入学者選抜方法の変革
のために、未知の要素も多く、いろいろ苦心をしました。より個性的な高等教育の発展を目
指したこの入試制度改革の趣旨が、社会の現実のなかでどれだけ生かされたかは、これから
解析評価されるところであります。 
このような中で、諸君は京都大学に学ぶことを志し、努力を重ねてきました。そして、本

学は諸君を共に学問をするのにふさわしい人物として選び、そして、諸君はこの京都大学を
これから学問をする大学として選んで入学したのです。本学が諸君を選び、諸君が本学を選
び、ここに相まみえるこの意義深い出会いの場である今日の入学式、誠に感慨深いものがあ
ります。 
京都大学は、諸君をこの大学の伝統の新しい力強い担い手として心から歓迎します。本学

が諸君に期待するところは、大変大きいものがあります。そのような期待のあらわれとして、
今日は数多くの名誉教授の先生方がこの晴れの入学式にお越しくださいました。 
諸君は今、これから始まる京都大学の学生としての日々に意欲を燃やしていることと思

います。今日の日を心待ちにしつつ、これまでに諸君を育み励まして下さったご両親、ご家
族の皆様、諸君に人生の大きな希望をもって自ら学ぶことを教えられた先生方、生き生きと
した日々を楽しく実り多いものにしてくれた友人逹、そして陰になり日向になり諸君をい
ろいろの面で支えてこられた方々、これらの多くの方々に、諸君とともに改めて心からお礼
を申し上げたいと思います。 
 
 京都大学は、明治30年（1897）に創立されました。今年で創立90周年を迎えます。京都
大学が創設された時期は、19世紀が終わり20世紀が始まろうとするときで、学問の歴史に
おいて大変大事なときでありました。それは、人文科学、社会科学そして自然科学のあらゆ
る分野において、奔流のような勢いで新しい学問の展開が始まろうとしているときでした。
それから90年、今日までわが国のたどってきた道、そして世界の情勢は決して平坦なもので
はありませんでした。しかしそのなかで、京都大学はこの京都の地、日本文化の古い伝統を
保ちつつ、そして常に新しい創造を育んできたこの恵まれた環境のなかで、大きく成長し、
世界のなかの学問の府として発展してきたのです。 
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諸君が京都大学の正門を入りますと、正面に時計台の建物が建っています。この建物は、
当時京部帝国大学の工学部建築学科創設時の教授武田五一先生（明治5年～昭和13年、
1872~1938）が中心になって設計され、大正14年（1925）に竣工したものです。この60余
年、京都大学のシンボルとしての建物であるとともに、日本の近代建築史上、大事な時期を
象徴する建物でもあります。正面に立つ樟をまわって時計台の正面玄関の石段を上がると、
入口の上に大きなブロンズの浮彫りが飾られているのに気付くでしょう。それは、斎藤素巖
（明治22年～昭和49年、1889~1974）という彫刻家の『空』と題された作品です。何時の頃
からかこれは『雲』とも呼ばれています。流れるような雲のイメージのなかに、何人かの男
女の像が浮き彫りにされています。若々しい、そして自由と風格とをそなえた作品です。そ
の彫刻の原型は、時計台の西側に新築された附属図書館の一階の奥の壁に掛かっています。
諸君もこれから図書館へ行ったときには静かに鑑賞してください。時計台正面のブロンズ
のレリーフは当時わが国の鋳造界の第一人者であった阿部整美によって鋳上げられたもの
です。この彫刻家斎藤素巖は、ロンドンのロイヤル・アカデミーで彫刻を学び、帰国して個
性的な深い味わいのある作品を制作してこられました。若い頃、なかなか世に受け入れられ
ず、苦しい生活の中でただ彫刻に打ち込んでおられました。この『空』あるいは『雲』と題
する作品は、大正13年（1924）の作です。帝展に出品され、多くの人々の注目をあつめた名
作です。時計台の建物の完成時に京都大学はこの彫刻を求め、正面玄関に飾ることになりま
した。当時の総長（第7代）は荒木寅三郎先生であります。大正14年5月14日の朝、2台の牛
車がこの原型とブロンズで鋳造されたレリーフをそれぞれ積んで、京都大学に来ました。作
者の斎籐素巖氏もその取り付けに立ち会っておられたという記事が、その頃の新聞に載っ
ています（京部帝国大学新聞第3号、大正14年5月15日）。この作品は京都大学にふさわしい
名作であります。そして、この60年余りの間、幾度かの嵐の時代を超えて、あの『空』の若々
しい自由な美しさがこの京都大学の雰囲気のなかで大事に守られ、ひき継がれてきたこと
を嬉しく思うのです。 
 
 京都大学の学風は「自ら学ぶ」ことにあります。それは、一人ひとりの個性の尊重であり
ます。そしてお互いに個性を尊重しあうこの学問の府には、おのずから自由の気がみなぎっ
ております。この学問の自由も、そして、それを確かなものにする大学の自治も、学問の質
の高さによってこそ真に保たれるものであります。 
京都大学は、教育と研究の一体性を重んじてきました。教官と学生が学問をすることのよ

ろこびを共にする気風が学問の府としての本学の特色であり、また活力でもあります。ここ
では常に学問の基礎を重視し、個性的で先導的な学問を展開しています。 
 
 彫刻家の本郷 新（明治38年～昭和55年、1905~1980 が次のように書いています。「石
と木と粘土とを素材として比べてみると、誰しも石を彫ることは一番難儀だと考える。とこ
ろが、彫刻する側からいうと、石が一番楽で、それから木、粘土が一番むつかしい。石も固
ければ固いほど相手にしやすい。固ければ固いほど、石の抵抗は強い。その抵抗があればあ
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るほど、石は人に向かって、ここを彫れ、ここを刻め、ここを削れ、と石の方から教えてく
れる。石の方に自由（主張）が存分に与えられて、彫る人間には自由を微量にしか与えられ
ない。その不足分は、石の方で責任を負ってくれる。即ち、彫りすぎることなく、彫った分
だけ、その素材の抵抗の勝利を石は目の前で誇示する。だから、石の彫刻の完成度は、この
抵抗力によって早められる。少なくとも、いつでも完成の姿体を示すことができる。彫刻家
が、石が一番楽だというのはこの意味である。 
これに引きかえ、粘土をもって形を造る方は、粘土という抵抗のない素材の故に、自由は

作者の側に存分にある。大きさも形も自由自在である。だから、抵抗力は造る側の人間の内
部に積り積って、一切が作者の責任となる。抑制も、誇張も、勇断も、逡巡も、意識も、無
意識も、すべて形のなかに証明されて、作者は責任を問われるのである。」（『彫刻の美』） 
学問との取組み方に照らして、大変味わい深い言葉であると思いました。 
私は、以前に、フランスのロダン美術館へ何度も通ったことがありますが、そこには、粘

土による数えきれないほど多くの人物の習作がありました。そのひとつひとつのなかに、彼
の制作の苦悩、混乱、苦闘を見て、この芸術家の人間性にじかに触れる思いをしたものです。 
これから諸君が京都大学で「自ら学ぶ」ということのなかには、大きな固い岩のような対

象もあるでしょう。また、美しい木目をもった木のような素材もあるでしょう。あるいは、
粘土のような材料をもって何かを創り出す場合もあるでしょう。これは決して学問分野に
よる違いのことをいっているのではないのです。それぞれの分野で、学間と相対するなかで
自覚される自分の状態のことです。学問も芸術も、そこにあるのは人間であります。 
 
 諸君はこれからいよいよ諸君自身の「とき」をもつのです。ある時には巨大な岩壁に思い
切って垂直に力強く鑿を打ち込んでください。またある時には美しい木の肌を心いくまで
愛でるのもよいでしょう。またある時には、柔らかい粘土を前にしてじっと黙って考えるの
もよいでしょう。京都大学とは、そのような所です。 
この学問の府には、11,000人以上の学部学生と、4,000人近くの大学院学生、それに、5,500

人を超える教職員がいます。そして、世界の諸国から京都大学へ研究、勉学に来ておられる
学者、研究者、留学生を合わせると、1,000人を超えます。学問のあらゆる分野で最高水準
の教育研究がなされています。こんなに恵まれた出会いの場、こんなに素晴らしい自分を磨
く場、そして、自由に自分を見つめることのできる場は今日の世界のなかでも数少ないもの
と思います。これからの学生生活、スポーツも芸術も、その他あらゆる活動を含めて、京都
大学での楽しく充実した日々を送ってください。学生生活は諸君の人生のこの次の「とき」
のための準備ではないのです。京都大学で諸君自身が何を得るかが問題なのです。思い切り
自分を磨いてください。 
 
 悠久の大河のごとき、人類の知的遺産の継承と発展ということをじっくりと考え、しっか
り自分を見つめ、また語り合える友を得て、この京都大学で大きく育ってください。そのこ
とが、京都大学の伝統をさらに輝かしいものにすることになるのであります。 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第１章西島安則総長

2719



大学院入学式〔1987 年度〕 
1987（昭和 62）年４月 11 日 

 
 本日ここに、昭和62年度大学院入学式を挙行し、修士課程入学者1,083名、博士後期課程
入学・進学者合計439名の諸君を迎えますことは、京都大学にとって大きな慶びであります。 
諸君が研鑽を積み、学問の道に強い意欲をもって京都大学大学院に入学・進学されました

ことを心からお祝いし、歓迎いたします。 
この度、最高の教育研究機関である本学大学院へ諸君が進むことができましたのは、諸君

の学問への強い意欲とたゆまぬ努力によることは言うまでもありませんが、同時に諸君の
家族の方々はじめ、諸君のまわりの多くの皆様の深い理解と支援によるところが大きいと
思います。この機会に諸君とともに感謝の気持ちを表したいと思います。 
 
 大学院は教育と研究が最も強く重なりあった活発な知的活動の場であります。新制大学
院が発足したのは昭和28年（1953）であり、それからすでに34年がたちました。20世紀後
半の目ざましい学問の展開の中で、京都大学大学院の各研究科は充実し、優れた成果をあげ
てきました。昭和28年の本学における新制第1回の大学院入学者は414名でした。本日の入
学式において修士課程・博士後期課程に新たに迎える入学・進学者の総数は1,522名であり
ます。もちろん、この間の大学院の充実は数の問題ではなく、その質にあります。京都大学
の大学院は現在81の専攻から成り、国際的に高い評価を受けている研究が教育と一体にな
って行われております。そこでは大学院学生は指導教官、研究室の先輩とともに学問研究の
よろこびを分かち合っております。このことは学問の府としての京都大学の活力の源であ
り、我々が誇りとしているところであります。「教師は、自分という実例を通してしか教え
られない」と、私は思っています。諸君もまた、自分の個性を充分に発揮して、心ゆくまで
学問を攻究してください。そして、人生で最も大事なこの時を実り多いものにしてください。 
 
 大学院における教育研究活動は、それぞれの専門分野の最先端を追究するものであると
同時に、次の時代の学問の発展のため、学問分野の新しい結合の場を用意するものでありま
す。それは、次の時代の人間社会を作っていく力が湧き出る泉とも言うことができます。 

17世紀から18世紀を経て19世紀の終わりにかけ、学間の諸分野は次第にそれぞれの構造
を形作ってきました。人間の自然観においても、また人間社会の見方においても、学問体系
がしっかりと構成され、それが、今日の自然と人間との関係、そして社会機構のあり方を作
りつつ、一つの文明とも言えるものに成熟しています。学問の体系がこの期間に形成される
につれて、一方では、学問分野の細分化と専門化が整然と進んできました。これらのことは
確かに大きな進歩であり、人類の知的な営為の歴史における輝かしい成果であったと言う
ことができます。 
 しかし、人間の知的活動は、常にダイナミックなものであります。整然とした体系化が進
むのと並行して、19世紀においては、すでに次の時代への胎動が始まっていました。より全
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体的な理解を求めて学問分野の新しい結合が内在的な力でもって生まれていたのでした。
そのような動きが20世紀に入っていろいろな面で顕れてきました。自然科学の分野におけ
る物理学と化学の結合も、大きな第一歩を踏み出しました。量子論の発逹が、この両分野を
結合する基盤となったことは言うまでもありません。 

20世紀の後半にかけて、このような自然科学の展開は、さらに広範囲に進みました。一つ
の典型的な例は、「生命の科学」であります。そのなかで行われつつある物理学と生物学の
結合は、画期的なものと言えます。これらの二つの分野は、自然科学の歴史のなかで随分違
った考え方をもって、それぞれ発展してきた領域です。この二つの領域の結合は、人間の自
然観そのものに大きな変革をもたらすのみならず、それは、人文・社会科学の分野へも影響
を与えております。 
このような大きな流れのなかで、より基本的な変化は、例えば、「必然」と「偶然」の考

え方、さらにそれらのかかわり合いのあり方についての学問の展開でしょう。このような側
面に限って言えば、すでに、人文・社会科学と自然科学の境界といったものは、ますます薄
れてきております。 
「秩序」から「混沌」へ、そして「混沌」からさらに新しい高いレベルの「秩序」の形成

へと、学問の体系はダイナミックに変わりつつあります。今ちょうど、そのような大事なと
きに、そして誠に楽しいときに、諸君は学問の攻究にたずさわるのです。 
このような変革のときは、ある意味では学問の分野における「閉じた系」から「開かれた

系」への発想の転換の時期とも言うことができましょう。一時、学際領域ということがよく
言われました。しかし今や、学問領域における単なる総合ではなくて、基礎の結合による新
しい学問体系の形成が進みつつあるときです。こういうときにこそ、学問の基礎ということ
が重要であります。 
 
 最近よく、基礎研究を重視しなければならないと言われています。異口同音に叫ばれるこ
のような主張には、しかしながら、いろいろの意味があると思います。例えば、基礎と応用
といった使い方をするとき、この基礎は、そこから生まれるであろう有用な応用を期待した
もので、basicとでも言えるものでしょう。また一方、全く有用な応用への期待を持たない、
いわば無用の学とも言うべき基礎学問もあります。この場合の基礎を表わすために、pureと
いった形容詞を用いることがあります。 
大学における基礎学問には、このbasicなものも、pureなものも両方が含まれています。私

は、あえて、それらを区別する必要はないと思っています。むしろ、大学でなければできな
い基礎学問があると思うのです。これは、例えば、academicとでも言えるものでしょう。京
都大学のように、総合大学として高い水準の幅の広い、また層の厚い教育研究機関において
は、独特のこのacademicな基礎学問が育たなければならないと思います。京都大学は学風と
して常にこの基礎を重んじ、多くの先達が世界に誇りうる成果を挙げてこられました。この
ことは、京都大学がacademicな基礎の育つ独特の恵まれた場であることを示しています。 
特に大学院において諸君は、この恵まれた研究環境を十二分に味わって欲しいと思いま
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す。時の流行に流されず、心ゆくまで掘り下げるという研究姿勢を大切にしてください。 
 
 ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749~1832）が『形態学論考』（1807）を書き始
めたとき、そのなかの「計画の動機」において次のような意味のことを言っています。“自
然を追究していくと、やがて人間は自然の偉大さに限りない敬意を払うようになる。そして
そのとき、研究者は無限に拡がる二つのものを認めるようになる。その一つは、対象である
自然の側における存在と生成の多様性であり、また、その存在と生成が織り成す多様に拡が
る関係である。他の一つは、自然を観察する人間自身の側にある無限に拡がる認識である。
それは、研究者自身のもつ感受性と判断力に、新しい受止め方や新しい反応の仕方を絶えず
習得させながら、研究者を限りなく完成していく可能性である。このような、学問をする上
での高度な喜びこそ、人生のしあわせを決定するものである。” 
 諸君は、いよいよ、自ら決めた研究課題で研究を始めます。私がこれまで会った多くの立
派な学者のお話や、あるいは学問の歴史のなかで重要な貢献をされた方々のエッセイを読
んでいつも感じるのは、ほとんどすべての方々にとって、その人の一生の知的活動のなかで、
無意識のうちにも一番大きな位置をしめているのが、ちょうど今の諸君の年頃に最初に打
ち込んだ研究であるということです。これから諸君の始める研究のあり方は、諸君自身の一
生における大事な心棒になるというだけではなく、学問においても、そして人間の社会のあ
り方においても大きな変革を成しつつあるこの時代に、次の時代の人類の命運をも左右す
るものにつながっているのです。 
 
 研究は、その水準が高ければ高いほど個性的であります。京都大学の自由な学風のなかで、
自分を磨いてください。諸君の大学院での学問の攻究が、人類の将来に真の希望をもてる喜
びにつながるよう、心から期待しております。 
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修士学位授与式〔1987 年度〕 
1988（昭和 63）年３月 23 日 

 
 本日ここに、名誉教授の先生方のご臨席を賜り、部局長の先生方、教職員の皆様とともに、
昭和62年度の修士学位授与式を挙行し、 1,009名の諸君に修士の学位を授与することがで
きました。 
新しく修士の学位を取得された諸君、おめでとうございます。諸君の門出を心よりお祝い

します。 
 本日、修士の学位を取得されましたのは、文学研究科63名、教育学研究科11名、法学研究
科12名、経済学研究科17名、理学研究科155名、薬学研究科32名、工学研究科573名、農学
研究科146名、合わせて1,009名の皆さんであります。 
 
 昭和28年（1953年）に新制大学院が設置されて以来、本日新たに修士となられた皆さん
を加えて、この35年間に、京都大学大学院修士課程は、23,895名の修士の諸君を世に送り出
しました。 
この修士課程において、諸君が攻究された学問は、それぞれの分野において現在の最前線

に深い関わりをもつ、極めて高い水準のものであります。諸君がこの間に培った「基礎」と、
若々しい感性が打ち出した新しい「発想」は、今後、研究を更に続ける場合にも、また、社
会に出て、より広い分野で活躍する場合にも、必ずや大きな意義を持つものであると信じま
す。修士の学位論文はその荒削りな所にこそ力があり美しさがある様に私は思っています。
諸君が、この攻究の中でやり遂げ得たこと、そして、それよりもやり遂げ得なかったもっと
多くのことに大変重い意義のあることを、諸君は、これから後、改めて気づくようになると
思います。これで済んだのではなくこれから始まるのです。 
今日の修士学位授与式で諸君にはなむけのことばを贈るに際して、私は特別の感慨をも

っています。それは、私が総長に就任した最初の大学院入学式において諸君を迎え激励のこ
とばを述べたからです。それから2年、今日、こうして諸君に、はなむけのことばを贈るこ
とになりました。 
諸君を迎えることばにおいて、私はまず、大学院における「教育」と「研究」の一体性に

ついて話しました。そして、諸君が研究室において、指導教官、先輩、同僚と研究の喜びを
素直に分ち合うことが、大学の学問の府としての活力の源泉であり、それがあって初めて学
風は受け継がれると述べました。 
大学の学問の伝統の継承と発展について、ケンブリッジ大学におけるIsaac Newton 

（1642~1727）とその後のことについて話しましたことを記憶している諸君もあると思い
ます。17世紀に Newton は学問上の偉業を成し遂げました。それはケンブリッジ大学の大
きな誇りであるとともに、それを越えることがまた大変難しいことであったのです。19世紀
に新しい科学を17世紀の科学の伝統の基礎にたって切り拓こうと、若い三人の仲間、John 
Herschel（1792~1871）、  Charles Babbage（1792~1871）、そして、George Peacock
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（1791~1858）が学生のときに誓った言葉 "To do our best to leave the world wiser than we 
found it."について話しました。そして、今日の日を迎えて、ここに諸君の輝く眼の光を見
て、私は諸君が立派に修士課程で学問を攻究することの喜びを知り、それを分かち合うこと
の楽しみを充分味わったことを知りました。 
先日、私は1,009名の皆さんの研究課題を記した分厚い書類に目を通しながら、その一つ

ひとつに籠もる想いをひしひしと感じることができました。皆さんの修士論文の課題は皆
さんが、これからどんな分野で活躍するにしても、決して忘れることのない課題となるでし
ょう。それは、これからの諸君のいろいろな活躍にとって皆さんの思索の一生の古巣のよう
な懐かしい思い出を持って、いつも思い出す課題です。 
 
 今日、皆さんに最後に一言言っておきたいことは、「古典を読む」ということです。 
皆さんは、修士課程でそれぞれの専攻分野を攻究してきました。改めて、古典をじっくり

読むのに十分な素養を備えています。 
いろいろな見方があると思いますが、20世紀の学術は、17、18、19世紀の土壌の上に咲

き乱れた花とも言えます。極度に専門化、細分化された最先端を求めるのみでなく、ここで
改めて古典を読んで、より根源的な意味において、人類の将来のための学術の総合に寄与せ
ねばならないことを諸君に強調したいのです。 
人文科学、社会科学、自然科学それぞれの分野で、革命的転機を画した仕事というものが

あります。学問の分野によって “古典” ということの意味に違いがありますが、“書物” であ
れ “論文” であれ、著者が心血を注いで書き、時には堂々と、また、ある時には、おずおず
と世に問うた仕事があります。その時代背景に立って、その著者の書いたものを読み込んで、
著者の感激を少しでも感じることができれば、それは、時代を越えた共感であれ、友情であ
れ、師弟のちぎりであれ、本当に素晴れらしいことではないでしょうか。“古典” は自分で
探して自分で出会うものだと思います。 
古典は一人ひとりが、心して求め、そして楽しんで、いつの間にか諸君の仕事の幅を深め、

基礎を固めて行くと思います。 
そこで、せめて一週間のうちに一晩は、あるいは、ひと月のうちに一日は、 じっくり古

典を読み耽る時を持ってほしいと思うのです。 
自分で古典を求め、見つけ、そして、じっくり読んで楽しんで下さい。より広く、よりし

っかりした基礎を固めることを常に心がけて下さい。 
 
 最後に、ここまで、諸君がひたすらに学問の攻究を続けることができたことを、それを支
えて下さった多くの方々に、諸君と共に深く感謝したいと思います。 
諸君の門出に当たり、ますますの健闘を心より期待するものであります。 
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卒業式〔1987年度〕 
1988（昭和63）年３月24日 

 
 卒業生諸君、卒業おめでとう。今日は、諸君の卒業を祝うかのように、明るい春の光が差
しています。 
ここに、名誉教授の先生方のご臨席を賜り、部局長の先生方、教職員の皆様とともに、昭

和62年度の卒業式を挙行することができました。 
そして、文学部215名、教育学部53名、法学部370名、経済学部211名、理学部298名、医

学部119名、薬学部80名、工学部858名、農学部272名の諸君が京都大学をめでたく卒業し、
ここに新しく2,476名の学士が生まれました。これは本学の最も大きな慶びであります。 
京都大学の卒業生は、旧制の時代に49,712名、新制になりましてから、本日卒業された諸

君を加えて、73,892名となりました。本学創設以来の卒業生の総数は、123,604名となりま
す。これまで、それぞれの時代に、卒業生の皆さんは京都大学の学風を身につけ、自由と創
造のたくましい力をもって、広く各分野で活躍してこられました。そして今日の世界の中の
学問の府としての京都大学が作られてきたのであります。 
 
 今日は、諸君の門出に当たって、日本の近代芸術の創造に大きく貢献した国際的な巨匠で
あり、また京都大学にゆかりの深い富岡鉄斎のことを述べて、はなむけの言葉としたいと思
います。 
鉄斎は天保7年12月19日、太陽暦になおしますと、1837年1月25日に当たりますが、京都

の三条室町に生まれました。京都の町をあちこち散策した諸君はよく知っていると思いま
すが、このあたりは、今も、京都の古い呉服問屋が集まっている所です。鉄斎の父、十一屋
伝兵衛、富岡維叙

これのぶ
は、その地で老舗の法衣商を営んでおりました。彼は維叙の次男で、幼少

の頃から学問を志し、国学を学び、儒学を修めました。時は幕末、新しい時代への激動の時
でした。 
鉄斎は太田垣蓮月尼（1791~1875）の所で若い時を過ごしましたが、南画を小田海仙

（1785~1862）に、また、大和絵を浮田一蕙（1795~1859）に学びました。また、春日潜庵
（1811~1878）や梅田雲浜（1815~1859）について学問を修めました。 
安政5年（1858年）の安政の大獄では、彼の師事した梅田雲浜、春日潜庵、浮田一蕙、頼

三樹三郎（1825~1859）など、彼の先輩、親しい友人の多くが捕えられ、また獄に没しまし
た。時に、鉄斎23歳でした。この頃から、鉄斎の旅が始まりました。南は鹿児島から北は北
海道まで、彼の旅は50年間続きました。長崎に滞在した時には、清国の文人とも交遊しまし
た。こうして、鉄斎は、南画、大和絵、浮世絵そして明・清の文人画からも、幅広く吸収し
ながら、自由に奔放に彼自身の芸術を作り上げていったのです。 
その頃、ヨーロッパでは、鉄斎と同年代の画家たち、マネ（Edouard Manet, 1832~1883）、

ドガ（Hilaire Germain Edgar Degas, 1834~1917）、セザンヌ（Paul Cézanne, 1839~1906）、
モネ（Claude Monet, 1840~1926）、ルノワール（Pierre Auguste Renoir. 1841~1919）等が
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新しい芸術の流れを作りつつありました。新しい時代の空気が東西の芸術家の鋭い感性に
刺激を与え、彼等の芸術に表現されていった時でした。 
鉄斎は、彼の内なる生命を自由奔放に画きつつ、古典を読み、内なる人間性を豊かに高め

て、年と共にますますみずみずしい画境を進めたのです。 
桑原武夫名誉教授は、幕末・明治・大正を生きた巨匠鉄斎を評して、「改まった空気が敏

感な知識人に鋭い刺激を与え、その思想と感情の強度をたかめたことは間違いがない。その
ことが、激動する社会での主体性の堅持を困難にした面はたしかにあったが、これを乗り越
えて成功した場合、かえって巨大な達成がそこにありえたのである。……彼は古い世界に毅
然として自立しえただけに、新時代にいささかもすねるそぶりはなく、誠実に生きえたので
ある。」と言っておられます。 
鉄斎の長男、富岡謙蔵氏（1873~1918）は京都帝国大学文科大学（現在の文学部）の東洋

史学科創設の翌年、明治41年（1908年）にその第一講座の講師に就任されました。鉄斎73
歳のときでした。 
鉄斎は京都大学の東洋学研究の基礎を樹立した狩野直喜（号は君山）教授、内藤虎次郎（号

は湖南）教授らと親しく交わり、東洋学を更に攻究し、一方、謙蔵氏は度々中国に調査研究
に赴き、中国書画の真髄を父鉄斎に伝えました。 
鉄斎はこうして、70歳から80歳以降の晩年に至るまで彼の画境をさらに醇化させ芸術的

人間性を深めて行ったのです。 
 
 今、総長室に、鉄斎の水墨画「菜根図」が懸っています。 
 大胆な構図で野菜が画かれており、その墨の濃淡が、葉のみずみずしい緑とその根元の丸
味をもった白の冴えを感じさせます。まさに、雄渾な墨の造形ともいえる生気に満ちた作品
です。大正4年（1915年）とありますので鉄斎かぞえ年80歳のときの作品です。 
これは、当時の京都大学総長山川健次郎先生（第6代）が、鉄斎を訪れて執筆を依頼され

たものです。 
鉄斎は常々「わしの画を見るなら、まず賛を読んでくれ」と云っていたということです。 
この画の賛は 
「人常に菜根を咬み得ば、即ち、百事做す可し」と読めます。 
前に、名誉教授の竹内 実先生にこの賛について伺ったことがあります。 
これは、宋の人、汪革（字は信民）の言ですが、朱子はこの言葉を「小学」に集録してい

ます。そして、「いまのひとのなかには、菜根を咬むことができないため、本心とはちがっ
た生き方をしている人間が多い、自戒すべきである。」と注記しています。 
「菜根を咬む」とは食べにくいもの、あるいは食べたいと思わないものを、口を動かし、

歯で噛み砕くことであり、積極的でダイナミックな動作であります。 
「百事做す可し」は、何事であれ困難なことも一大勇猛心をもって、着手し、完成するこ

とが出来るという意味にとれます。 
80歳の鉄斎が、京都大学の学生のために書いてくれた賛 
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「人常に菜根を咬み得ば、即ち、百事做す可し」をこの卒業式において、諸君へのはなむ
けの言葉とします。 
大きく動きつつある時代に門出する諸君に、幕末、明治、大正の激動の時を、自由に生き

自らの芸術を創造した鉄斎の事を語り、これからの諸君の健闘を期待するものです。 
この画は今総長室に懸っていますが、近く、学生諸君がいつでも見られる所に出すつもり

です。母校に帰って来た時はそれを見て、今日の卒業式を思い出して下さい。 
 
 最後になりましたが、今日、京都大学卒業の日を迎えるまでの長い道程、諸君の学問の途
を支え、いつも励まして下さった御家族はじめ皆様に諸君と共に厚く感謝したいと思いま
す。 
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学部入学式〔1988 年度〕 
1988（昭和63）年４月11日 

 
 入学生諸君、入学おめでとう。 
 本日ここに入学式を挙行するに当り、歴代総長のご来臨をいただき、また多くの名誉教授
の先生方のご臨席をいただくことができました。お越しいただきました最もご高齢の名誉
教授は松田長三郎先生であります。先生は、明治26年（1893）のお生まれで、74年前の大
正3年（1914）に京都帝国大学の工科大学に入学され、今年95歳になられます。このように
多数の来賓のご臨席をいただき、部局長の先生方、教職員の皆さんとともに、昭和63年度の
入学式を行い、2,960名の入学者、そして30名の第3年次編入学者を加えますと、2,990名の
潑溂とした諸君を迎えますことは、京都大学にとって最も大きな喜びであります。 
 
 諸君は京都大学で学ぶことを志し、努力を重ね研鑽を積んで、晴れてここに京都大学の学
生となったのであります。諸君の一人ひとりの眼差しの輝きの中に、これから京大生として
過ごす毎日への意欲を感じます。この慶びの場で、これまで諸君を育み励まして下さったご
両親をはじめご家族の皆様、そして諸君が幼い時から通ったそれぞれの学校で、諸君に「如
何に生きるか」と、人生の意義を語りかけ、また、「学ぶということ」を教えて下さった先
生方、そして、今日まで楽しい日々を実り多いものとし、苦しい時には励まし合った諸君の
親しい友人たち、さらに、陰になり日向になって諸君を今日まで支えてくれたその他の多く
の人びとに、諸君とともに心からお礼を申し上げたいと思います。 
 
 昨日、 4月10日、本州―四国連絡橋の児島―坂出ルートが瀬戸内海の島々を6つの橋で優
雅につないで完成開通しました。昭和53年（1978）10月10日の着工から9年6か月、本格的
な研究・調査の段階からですと、30年近くの歳月を経て、新しい材料、新しい工法の数々を
開発しつつ、科学・技術の粋を集めて完成したのであります。これは、また、自然と人間の
関係という永遠の課題に対する現代の学術総合の一つの表現と云うこともできましょう。
これより先、今年の3月13日には青函トンネルが開業し、津軽海峡の海底深く、長さ53.8km
のトンネルを列車が通りました。これは、昭和39年（1964） 5月に調査斜坑の掘削に着手
して以来、異常出水など度重なる障害を克服して、24年間の歳月を経て完成したものです。
昭和11年（1936）に着工し、昭和17年（1942） 6月に最初のトンネルが完成した関門トン
ネルとともに、これで日本列島の北海道、本州、四国、九州の4つの島が陸路で結ばれ、道
路と鉄道のネットワークで結合された意義は大きく、記念すべき春といえましょう。 
 本州―四国連絡橋の開通が、20世紀の一つのモニュメントとしますと、丁度100年前の春
には、19世紀の大事業がその完成に近づいていたのです。それは、琵琶湖疏水であります。
児島―坂出ルートが海を越えて橋で結び陸路を通じたのに対して、琵琶湖疏水の当初の計
画は、琵琶湖から京都までトンネルと運河によって水路を開き、水を導くことでした。 
ペリー（Matthew Calbraith Perry, 1794~1858）の率いる、2隻の外輪型蒸気船と2隻の帆
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船からなる、アメリカ艦隊がアメリカ東部から出港し、大西洋を越え、アフリカの南端の喜
望峰を回り、インド洋を横切って、ついに浦賀沖に現れたのは嘉永6年（1853）の初夏のこ
とでした。こうした開国を迫る諸国の外圧が約200年にわたり鎖国政策をとってきた徳川幕
府の基を揺るがしました。時代の動きは急でした、この「黒船来航」から僅か14年で明治維
新となったのです。京都の町は、静的な伝統文化の中心から、急に動的な政治の渦の中心と
なりました。元治元年（1864）の蛤御門の戦火は、市中の3分の1を焼失する「どんどん焼」
の大火となりましたが、やがて「御一新」を迎え、京都は新しい政治情勢の下で政治的中心
になるとの期待に一時急激な賑わいを見せたものです。しかし、明治2年（1869）皇居東遷
の結果、京都の町は急に灯の消えたような状態になりました。 
 京都では、「日ニ衰微ニ趣ノ地」になるのを「挽回繁盛ナラシムル」ために明治4年（1871）
には河原町御池のあたりに勧業場を設けて新しい産業の振興をはかり、舎密局では、レモネ
ード、ラムネ、ビールや石けんなどを製造し、オランダ人化学者を招いて、理化学の研修を
行い、また、養蚕場、製糸場、製紙場も出来ました。また、度々博覧会も催され大きな気球
も揚りました。「文明開化」の大きな波が押し寄せたのです。 
明治14年（1881）に北垣国道（1836~1916）が知事に着任しました。この状態を見て、

「小刀細工の西洋の翻訳の産業政策では危ない、百年の計をもってやらねばならない」と呼
び掛けて、明治15年（1882）にまず琵琶湖疏水計画の策定に取りかかりました。琵琶湖の豊
富な水を水路で京都へ導き、多くの水車を回して工業を興し、また、大阪湾へ通ずる運輸を
便利にすることを計画したのです。優れた測量技師 嶋田道生に、琵琶湖から京都までの地
形の精細な測量を依頼しました。この嶋田道生の測量技術がこの大プロジェクトの基礎に
なりました。 
 
 丁度その頃、田辺朔郎（1861~1944）は工部大学校の学生でした。工部大学校は、明治6
年（1873）に開校した工学寮からはじまり、明治10年（1877）に工部大学校と改称した学
校で、若いイギリス人教師 ダイアー（Henry Dyer）の方針で理論学習と実地教育とを結
合した高度の工学教育を行っていました。6年制で特に最後の2年間は実地教育に重点を置
いて学生は具体的な構想についての卒業論文を書いて卒業試験を受けることになっていま
した〔「東京大学百年史 通史一」東京大学、昭和59年（1984）〕。明治14年（1881）、 
田辺朔郎は卒業論文のテーマとして、琵琶湖疏水計画を選び実地踏査と測量にあたり、「琵
琶湖疏水工事の計画」という卒業論文を完成しました。当時のことを彼は「自分は工部大学
校の生徒として、学術研究のため東海道ならびに京都、大阪へ出張を命ぜられ、もちろん東
海道線などは未開通の時代とて、草鞋がけにて約十日を要して京都へ来た。これが京都を訪
れた最初である。京都では、たまたま疏水事業が計画されていたので、自分も一学徒として
独自の立場からその計画を行ってみることとし、大津京都間の疏水線路を踏査し、また種々
の調査を行った上、これを主題として卒業論文を認めることとした。」と語っています。卒
業証書には「工部大学校ニ於テ土木学ヲ修メ定規ノ如ク其業ヲ卒へ試験高点ヲ得テ第一等
ノ科第ニ登ル乃チ授クルニ工学士ノ位ヲ以テス」とあります〔西川正治編「田辺朔郎博士六
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十年史」大正13年（1924）〕。後に、田辺朔郎は琵琶湖疏水についての著書のはじめに、
「試みに比叡山の絶頂 四明嶽に登って見るとこの地方全体の地形がよく了解される、即
ち東山の連山は蜿蜒南方に走ってはいるがその形極めて低平で大文字山如意ヶ嶽なども脚
下の一小丘に過ぎない、その東西の両側は近江盆地と京都平野とが広く展開しておって連
山は僅かにこの二大平野の境界を画している土手のようにしか見えないのである。従って
古来この山に登って此の形勢を大観したものの中にはどうかしてあの豊富な湖水の水を京
都に引く事が出来はしまいかと想像をなしたものも決して少なくはなかったであろう。結
局天然の地形が専門的知識を俟たないで誰人にも水利の可能を悟らしめるやうな暗示を
黙々の裡に与へて居るのである。」と書いています〔「京都都市計画第一編 琵琶湖疏水誌」
大正9年（1920）〕。この文章を読むと私には、彼が最初の実地踏査の時の感激を思いおこ
しているように感じられます。その時、彼は自ら学習した基礎的知識をもって、この夢を実
現するのだと若い胸中に期する所があったのでしょう。 
 北垣知事が工部大学校の校長 大島圭介に、琵琶湖疏水計画の相談に行った時、大島校長
は彼に田辺朔郎を紹介し推薦しました。時に田辺朔郎21歳、北垣国道は46歳でした。やが
て、北垣知事は、かねて測量調査に当っていた嶋田道生と田辺朔郎にこの大プロジェクトの
推進を任す事にしました。その計画は、琵琶湖の大津三保崎から三井寺の下までを掘割とし、
長等山をトンネルで貫き、山科の山の縁に沿って運河を通して、日ノ岡山を再びトンネルで
通して京都蹴上まで出るものでした。蹴上から夷川を鴨川へ通じる本線と、一方蹴上から北
へ向い東山から京都の北を通り堀川に注ぐ支線は、京都に水路のネットワークを形成する
ものでした。しかし、これが実施に移されるまでには、この青年の理想と政治社会の現実の
中には大きな開きがありました。田辺朔郎は著書の中に「その起工について一言して置きた
い事がある、凡そ一新事業を創出するには、少なからざる反対が起こるのは世の常であるが、
此の疏水工事では中央政府の中にも賛否があり、隣府県に反対がありこれに政治上のコン
ガラガリもあり……」と書いています。非常に几帳面な文章で書かれた著書の中にこの「コ
ンガラガリ」だけはカクカナで書いてあるのが目立ち、複雑な事情を物語っているように思
えます。 
 
 工事に着手したのは、明治18年（1885） 6月2日であります。その年に近畿に大洪水があ
り、大阪の大川の木の橋は殆ど流れて疏水工事を中止すべきであるという運動が起りまし
た。技術面でも、治水、治山の専門のお雇い外国人であったオランダ人技師のヨハネス・デ・
レイケ（Johannis de Rijke） はこの大計画を批判して、この計画には長大トンネルの掘削が
必要であり「その地質たるや大約皆岩石にして之を掘削するは為し得べからざるにはあら
ざれども工費多額を要し容易の業にあらず、その他水路中には水門水堰などを設置すべき
を要し、経済上より論ずる時は余は之を完全無欠の策と云いがたきものの如し」と書いてい
ます。ただ、この計画にある等高線を以って精細に作成された地図については「測量者は実
地製図のために大いに名誉を得るなり…。」と地図だけは見事であると云っているのであり
ます。 
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 田辺朔郎は当時を回顧して「当時お雇い外国人の勢力はすばらしく、其の言論には政府も
重きを置き、書生上りの著者がこれを説破するのは容易なことではなかったが、然し、誠意
は岩をも透すと云うのであろう。」と書いています。若い技術者の理想に燃えた夢、そして、
学習した基礎に立った確固たる信念、これが困難な現実に勝って、この工事は続けられたの
であります。 
起工したものの、ダイナマイトもセメントも殆ど輸入しなければならず、しかもその量は

僅かなものでセメントは “薬” のように大事に使われました。煉瓦も当時、堺で年産200万
枚程度しか出来なかったのでこれでは間に合わず、山科に1,000万枚年産出来る煉瓦工場を
建設しました。田辺朔郎も現場ではじめは‘‘青二才’' と嘲笑されることが多かったようです。
しかし彼は、夜は現場で働く人々に講義をして人材の養成に当り、昼は熱意を持って率先垂
範奮闘しました。そのうちに坑夫たちもいつしか彼を尊敬するようになったのです。そうし
て掘られた長大な長等山トンネルは2,436mで当時の最長記録を一挙に1,100 mも更新する
もので、随分新しい工法も使いました。大変苦心をしましたが、やっとトンネルの目鼻が付
いた頃に、京都の西陣で綴れ錦を織っている川島甚兵衛と云う人がアメリカヘ行き、マサチ
ューセッツ州のホリヨークの都市計画に水力発電を組み入れている事を聞いて、水力発電
の有望なことを伝えました。田辺朔郎は、琵琶湖疏水の水力エネルギーを水力発電に用いる
事の優位性を見抜いて、トンネル工事の完成近く、急きょ明治21年（1888）10月アメリカ
ヘ視察に行きました。当時アメリカでもまだ150馬力の小さな水力発電が稼働したばかりで
した。彼は帰国後すぐ琵琶湖の水面が京都の市街地よりも40m高いことを用いて、その頃世
界で最新、最大の2,000馬力の水力発電施設を作るように計画を変更しました。鹿ケ谷の階
段的な運河と水車工場の建設をやめて、船はインクライン（傾斜鉄道）によって南禅寺の横
に降ろし、そこから夷川を鴨川の方に通じる運河を作り、水は鉄管で水力発電所へ送ること
にしました〔「琵琶湖疏水及水力使用事業」、京都市電気局 昭和15年（1940）〕。 
これで大きな変更も無事済んで、やっと工事が終りかけた時、明治22年（1889）に今度は

近畿でコレラが大流行いたしました。遂に着工以来4年10か月で工事を完成して、水を通し
て完成を祝ったのが明治23年（1890）4月9日でした。本州―四国連絡橋の児島―坂出ルー
トの完成の丁度98年前の事であります。 

 
 京都の町は、今丁度桜が奇麗です。ここから銀閣寺へ、そして、疏水に沿って哲学の道と
云われている桜並木を永観堂、南禅寺へと散策しますとそこに自然と人間との調和が100年
の歴史を経てしっくりと作られているのが感じられると思います。岡崎公園の京都会館の
あたりでは、 桜と交互に植えられた柳が美しい緑の新芽をつけてゆたかな疏水の水面に垂
れています。田辺朔郎は後に、「あの辺りは初め幅20間（約36m）にしようという考えであ
ったのです、兎に角、京都という所は水がない、だからあそこを20間にすれば相当京都にい
い水の面が得られる、それをやろうと思ったのですが、そんな贅沢なものは要らんというの
で10間にしたのです」と語っています〔「疏水回顧座談会速記録」京都市電気局、昭和14年
（1939）〕。 
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田辺朔郎博士は明治30年（1897）京都帝国大学が設置されて最初に開設された理工科大
学の土木工学教室へ明治33年（1900）に教授として着任、大正12年（1923）の退官まで主
として鉄道工学を講義されました。その間、大正5年（1916）から大正7年（1918）までは
工科大学学長（現在の工学部長に当る）の任に就かれました。先生が停年を迎えられる数年
前に、ヒマラヤ杉の苗木を教室の中庭に植えられました。そのヒマラヤ杉は、今、大木に成
長しております。その根元に「大正元年生レ ヒマラヤ杉」、「田辺朔郎寄附」と刻まれた
石柱があります。この石柱は、埋められていたもので、 先生はこれを地中にそっと埋めて
おきたかったのではないかと云われています〔「近代土木技術の黎明期」土木学会、昭和57
年（1982）〕。 
幕末から明治への文明開化の波の中で、西洋文明に学びつつ我が国古来の文化に若々し

い創意が加わって、今日の日本の基礎が築かれてきたのであります。 
 
 入学式に当りまして、歴史を顧み、そしてこれから先の日本、これから先の世界、人類の
将来のために、大学という学問の府がいかにあるべきかということをしっかりと考えたい
と思います。自然と人間との調和、そして人々がよりよく幸せに生きる人間社会の真の成熟
のために、今、しっかりとした基盤を築くべき時であると思います。京都大学の自由の伝統
の中で諸君一人ひとりが自ら学ぶことを身につけるよう期待します。諸君の輝かしい眼差
しを見ながら、私は京都大学の伝統が諸君によってますます活き活きと将来に引き継がれ
て発展して行くのを感じます。京都大学が世界の中の、人類の歴史の中の学問の府としての
意義がここにあると思います。しっかりと学んで下さい。理想を高く、夢を大きくもって自
ら学ぶということをしっかりと考えて下さい。 
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大学院入学式〔1988 年度〕 
1988（昭和63）年４月11日 

 
 今日ここに、名誉教授の先生のご臨席をいただきまして、研究科長、部局長、教職員の皆
さんとともに、昭和63年度の大学院入学式を挙行し、研究と教育の一体となったこの学問の
府にたくましい活力を加える諸君を迎えることは京都大学にとって誠に慶ばしくめでたい
ことであります。 
諸君が、この度、最高の教育研究の場である本学の大学院へ進むことが出来ましたのは、

いうまでもなく諸君が学問の道への強い意欲をもって、たゆまぬ努力を重ね、研鑽を積んだ
ことによるものではありますが、同時に、諸君の家族をはじめ、諸君のまわりの多くの方々
の深い理解と暖かい支援によるところが大きいと思います。この機会に諸君と共にこれら
の皆様に感謝の気持を表わしたいと思います。 
 
 大学院研究科は、最も活発な知的活動の場であります。新制の大学院が発足しましたのは、
昭和28年（1953）のことで、今年で35年の年月が経ちました。今年度は修士課程への入学
者1,074名と博士後期課程への入学・進学者504名の諸君を新たに、京都大学大学院に迎える
ことが出来ました。 
先日、3月23日の修士学位授与式では、1,009名の諸君に修士の学位を授与することができ

ました。新制大学院発足以来、本学の大学院修士課程修了者は23,895名になります。また、
同日の博士の学位授与式では、138名の諸君に課程博士の学位、また117名の諸君に論文博
士の学位を授与しました。博士の学位授与式はひと月おきに行っていますが、昨年度は250
名の諸君に課程博士の学位を、また、325名の諸君に論文博士の学位を授与しておりますの
で、新制大学院発足以来の課程博士の総計は、4,035名であり、論文博士の6,552名を合わせ
ますと、新制になって京都大学は、10,587名の諸君に博士の学位を授与したことになります。 
 京都大学の大学院での教育研究の質と水準は、国際的に極めて高い評価を受けておりま
す。本学の大学院における教育研究の成果が人類の知的活動に大きく寄与し、人間社会の将
来のために貢献しているということを我々は誇りとし、また、その伝統を受け継いで、ます
ます立派な学問の府を充実していきたいと思うのであります。特に大学院の課程では、研究
室で教官も先輩も後輩も皆が一緒になって自由な学風の中で学問をすることの喜びを分ち
合うことができます。 
 
 学問をすることの喜びということに関して、今日は、マイケル・ファラデー（Michael 
Faraday, 1791~1867）のことについて話しましょう。 
 彼は、 19世紀の初期1813年に英国の王立研究所（RoyaI Institution）の研究室の助手とし
て採用されました。その時、彼は22歳でした。昨年の秋、私は、この王立研究所に招かれて
講演をした折りにマイケル・ファラデーの生涯について、いろいろ聞き、また、ゆかりの品々
を手にとって身じかに感じることができました。それは、まず、ファラデーの椅子に腰を掛
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けることから始まりました。王立研究所の所長である私の友人ジョン・トーマス（John M. 
Thomas）教授は所長室で私にマイケル・ファラデーと書いたブロンズの名札のついた椅子
を勧めてくれたのです。 
  マイケル・ファラデーは、1791年9月22日に鍛冶屋の三男として生まれました。父は家族
を連れて、あちこち旅をしながら、それぞれの宿場で、馬の蹄鉄を打つ鍛冶屋でした。マイ
ケルが5歳の時、彼の一家は、ロンドンのマンチェスター広場（Manchester Square）の馬車
宿に移り住みました。マイケルは普通の子供の生活を送りよく遊んでいましたが、13歳の時
に近所の製本屋へ奉公に出ました。彼はそこで7年ほど一所懸命に製本の修業をしました。
素睛らしい製本職人になり、主人にも大変に重宝がられ、大事な本の製本を任されるように
なったのです。しかし、彼は単に製本をしているだけではなかったのです。その頃マイケル
は、製本をしている間に本の中身に興味をもって読むようになったのです。 
 彼は、こんな風な追憶を書いています。「そこで働くうちに私は、ブリタニカ百科事典
“Encyclopaedia Britannica"の電気に関する項に大変興味を持って、仕事の合間に一所懸命に
読み出しました。僅かの小遣いをはたいて、いろいろの物をあつめて手作りの装置を作って
電気の実験をするようになりました。」 
 店の主人はそういうマイケルの科学好きなのを見て、その頃ロンドンで行われていた公
開講演会などを聴講に行くことを勧めてくれました。また、鍛冶屋のあとをついだ彼の兄は
マイケルのために聴講料などを援助したのです。これらの講演会で彼は沢山の科学好きの
友人と出会いました。 
その頃、ロンドンでの科学の中心は王立研究所でありました。そこの所長は当時ハンフリ

ー・デイビー（Humphry Davy, 1778~1829）でした。この王立研究所は、単に研究をする
だけではなしに、科学の成果をいろんな人に知らせる市民講座のようなものを行うのも大
事な目的の一つでした。実際に素晴らしい科学研究の発見や、科学技術の興味ある応用がい
ろいろと工夫をこらして市民講座で発表されていました。デイビー所長は電気分解によっ
て種々の金属の単離に成功し、さらに塩素を発見するなど輝かしい成果を挙げた実験化学
者ですが、彼の講義は特に有名でいつも多くの聴衆が集まりました。 
 マイケル・ファラデーの勤めていた製本屋は、たまたま王立研究所の本の製本も引き受け
ていました。そんな縁もあって、1812年に所長のデイビーの講義を聞く機会に恵まれまし
た。それまで自分で製本をしながら独学でいろいろな本を読んで、自分なりの実験をしてい
ましたが、きちっとした教育は受けていなかったので跳び上がって喜びました。 
 ファラデーはデイビーの化学の講義を几帳面にノートにとり、また実験をスケッチし手
書きで丹念に図示しました。そして彼は、科学への心を押え難く所長のデイビーに手紙で何
とか実験室助手にしてもらえないかと懇願しました。デイビーはファラデーを呼んで“今、
王立研究所には助手の空席が無いので、採用は無理だ。つらい助手になるより君は製本の素
晴らしい腕をもっている、その仕事で立派な製本屋になった方がいい“と話したのです。し
かしファラデーの意志は強かったのです。ファラデーはその時、所長のデイビーに彼の講義
録を製本し、差し出したのです。 
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 私もこのファラデーが書いた講義のノートを見せてもらいましたが、その字は実に丁寧
で、苦心して書かれた挿絵にも、彼の学問に対するひたむきな情熱をひしひしと感じたので
あります。表紙には“The Elements of Chemical Philosophy"と表題が美しくレタリングして
ありました。デイビーはそれを読んで感じ入り、やがて空席ができて、ファラデーは晴れて
王立研究所の実験助手になることができました。 
 その翌年1813年の秋、所長のデイビーはフランスヘ講演旅行に行くことになりました。
当時はまだ、イギリスはナポレオンと戦争中ではあったのですが、デイビーはフランスの学
士院の会員に推挙され大歓迎を受けたのです。まだ勤めて間のないファラデーが幸いにも
お伴をすることになったのです。これは彼にとって素晴らしいことでした。パリで、アンぺ
ール（André Marie Ampère, 1775~1836）、ゲイ・リュサック（Joseph Louis Gay-Lussac, 
1778~1850）、アラゴー（Dominique François Jean Arago, 1786~1853）等、当時の代表的
な科学者と会っていろいろと話す機会が持てたのです。これまでロンドンから10マイルも
外へ出たことがなかったファラデーは、一挙に国際的な場で科学者の仲間入りをしたので
す。 
 彼が最初の学術論文を書いたのは、25歳（1816年）の時です。34歳の時に王立研究所の実
験主任になっております。ここの実験主任というのは大変に大事な役でした。王立研究所で
の講演は必ず何か実験をして示すのが普通です。魅力的な、しかもものごとの本質を突いて
いるような立派なデモンストレーションを準備するのがこの実験主任の役でありました。
彼は、毎週金曜日の講話の責任者となり、また、ファラデー自身も多くの講話を担当しまし
た。 
 ファラデーの科学者としての業績は、ファラデー効果、ファラデー定数、ファラデーの法
則などと呼ばれるように自然科学の広い分野にわたっております。1831年に電磁誘導現象
の画期的発見をしました。彼の手記によりますと、彼はその時代のこの分野の科学者とは違
った考えをもっております。それは電気、磁気、光、熱、そして化学結合の力も皆何か一つ
のものの違った表われ方ではないかと考えていました。彼はそのような考え方をあくまで
も彼自身でまず実験的に証明しようと、それに没頭しました。それは当時の科学ではまだ無
理で、失敗続きでした。しかし、ついに1831年に手作りのコイルで電気と磁気との関係を発
見しました。丁度その時、王立研究所には非常に強力な電池があったことが幸いしたのです
が、彼は、「将来完全な説明を開くと思われる鍵を私は手に入れたと思う」と書いています。
確かにそのとおりなのです。その実験に用いた手作りのコイルは、今も王立研究所に大事に
残されていました。導線を巻いた武骨なそのコイルは150年以上の年月を経てなおファラデ
ーの意欲を伝えています。 
 彼はこの研究成果を多方面に拡げて実験しました。発電機や電気モーターの発明の基礎
はファラデーの実験にあったのです。そして彼が行った電気と磁気との相互作用について
の実験的研究は、マクスウェル（James Clerk Maxwell, 1831~1879）の電磁理論に導いたの
であります。マクスウェルがこの電磁気学の基礎方程式を完成したのは1867年、ファラデ
ーの亡くなった年です。彼が電気と磁気の基本的な関係を市民講座で見せ、電流が磁場を作
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り磁場が電流を作りだすという相互作用を実験的に明らかにしてから35年の年月が経って
いました。 
ファラデーが王立研究所が行う市民講座の中で、この実験をしてみせたとき、前の方に座

っていた貴婦人の一人が、“今、そこで示された実験は何かの役に立つのですか”と質問した
のです。彼は、“奥様、生まれたての赤んぼうが何かの役に立ちましょうか”、と答えたとい
う逸話が残っております。この彼の発見は、後に世界を変える巨人に成長するのです。 
 
 諸君、大学院では、大いに攻究に努めて下さい。 
大学院は真の学問の生まれる所であります。京都大学は諸君に大きな期待をもって、諸君

を歓迎します。 
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修士学位授与式〔1988年度〕 
1989（平成元）年３月 23 日 

 
 本日ここに名誉教授の先生方の御臨席を賜り、部局長の先生方、教職員の皆様と共に、昭
和63年度の修士の学位授与式を挙行し、文学研究科78名、教育学研究科17名、法学研究科
15名、経済学研究科32名、理学研究科153名、薬学研究科41名、工学研究科598名、農学研
究科141名、合計1, 075名の諸君に修士の学位を授与することができました。新修士諸君、
おめでとう。 
昭和28年（1953）に京都大学に新制度による大学院が開設され、昭和30年（1955）3月に

大学院修士課程修了者の第1回の修士学位授与式が行われて以来、今日新たに修士の学位を
取得された諸君を入れまして、本学はこれまでに24, 970名の修士を世に送り出しました。 
 
 諸君はそれぞれの研究科において、専攻分野の基礎を学び、そして一人ひとり研究課題を
もって、研究の楽しさ、学問の探さを十分に味わって課程を修了しました。2年前に諸君を
迎える大学院入学式におきまして、私は 
「研究は、その水準が高ければ高いほど個性的であります。京都大学の自由な学風のな
かで、自分を磨いてください。諸君の大学院での学問の攻究が、人類の将来に真の希望
をもてる喜びにつながるよう、心から期待しております。」 

と言って、歓迎の言葉を結びました〔京大広報、No.331〕。そしてそれから早や2年、今日、
諸君を送り出す日を迎えました。 
 
 今日はフレデリック・サンガー（Frederick Sanger, 1918~）のことを少し話したいと思い
ます。サンガーのことは知っている諸君も多いかと思いますが、彼はインシュリン（Insulin）
の中のアミノ酸の配列をはじめて完全に明らかにし、生命科学の分野の発展における分子
生物学の基礎をしっかりと固めるという大へん重要な役割を果した学究の人です。昨年彼
は「SEQUENCES, SEQUENCES, AND SEQUENCES」と題する巻頭論文を*『Annual 
Review of Biochemistry』に書いています。彼は1918年生れで満70歳です。彼の40数年の研
究生活を振り返っているこの論文は、研究の先達としてはいうまでもなく、さらに一人の学
究の人の文章として大へん味わい深いものがありますので、それを引用しながら諸君のこ
れからの活躍に対するはなむけの言業にしたいと思います。 
  
 私は、今日この修士の学位授与式において生化学（Biochemistry）の歴史を講義するつも
りはありませんが、ごく簡単にサンガーに至るまでのこの分野の学問の背景を述べておき
ましょう。 
 
 生命の仕組みを化学をもって攻究しようとするこの学問が緒に就いたのは、19世紀の中
頃です。 
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タンパク質のことをプロテイン（Protein）と呼びますが、その語源はギリシャ語のproteios
（=primary）です。生体の生命現象において第一義的な大事な役割を担っているものとし
て、スウェーデンの化学者べルセーリウス（Jöns Jakob Berzelius, 1779~1848） によって、
このように命名されたのです。それは、1838年で、今から150年前のことでした。 
 それからまもなく、ヨーロッパでの化学の勃興のときを迎え、リービヒ（Justus Freiherr 
von Liebig, 1803~1873）や、ヴェーラー（Friedrich Wöhler, 1800~1882）、そしてケクレ
（Friedrich August Kekulé, 1829~1896）らによって有機化学の基礎が、主としてドイツの
大学を中心として固められました。そしていよいよ、生命を支える物質、また、生命現象へ
化学者の研究の目がむけられるようになったのであります。19世紀の末になって1899年に、
エミール・フィッシャー（Emil Fischer, 1852~1919）はタンパク質の化学の研究を本格的に
始めました。それから20年、彼はこの生命科学の未知の世界へ大きな一歩を踏み出しまし
た。タンパク質の化学構造はアミノ酸が結合してつながっている分子鎖であるということ
を解明したフィッシャーは、1906年にその基本的化学構造にポリペプチド（Polypeptides）
という名前をつけ、これが植物、動物すべての生物系で重要な役割をする分子であることを
明らかにしました。しかし、このタンパク質の分子は、それまでの化学者が扱ってきた化合
物に比べて、大へん複雑で多様な構造をしており、また、不安定で、その頃までに確立され
た化学の伝統的な研究方法では、それ以上その構造を明らかにし、また、さらに生命の仕組
みの中での役割を研究することは極めて困難でした。 
  一方、ちょうどその頃ロシアの植物学者ツヴェート（Mikhail Semenovich Tsvet, 
1872~1919）はワルシャワの大学で葉緑素（chlorophyll）などの植物色素の研究をしていま
したが、1906年にクロマトグラフィー（Chromatography）という色素分子の分離方法を見
出しました。クロマトグラフィーとは‘‘色で描く’'という意味のギリシャ語から彼が命名し
たものです。吸着剤の入った円筒（カラム）に植物色素を溶かした溶液を流し込むと、それ
ぞれの色素が層に分離して文字通り色で成分を分別して見ることが出来るという新しい方
法の開発でした。この研究方法の有効性を積極的に評価したのは、ドイツの有機化学者ヴィ
ルシュテッター（Richard Martin Willstätter, 1872~1942）でした。1940年代になって、こ
のクロマトグラフィーは、ケンブリッジ大学の化学者マーチン（Archer John Porter Martin, 
1910~）とシンジ（Richard Laurence Millington Synge, 1914~）らによって、ろ紙の上に展
開することで少量の試料でも精密に分離できるペーパークロマトグラフィーとしてさらに
開発されました。 
 このように有機化学の基盤が充実し、また、新しい研究方法の開発が進んだちょうどその
頃に、サンガーは生化学の分野を志してケンブリッジで研究を始めたのです。ケンブリッジ
大学の学部へ入学した時、自然科学の学生は主専攻、副専攻をあわせて3つの科目を選ばね
ばなりませんでした。彼は2つ半（two-and-a-half subjects）の科目を選んだ後で、あとの半
科目（half subjects）のリストから何にしようかと探しておりました。ふと生化学
（Biochemistry）という科目が目に止まりました。彼はそれまでにBiochemistryという科目
名を耳にしたことがありませんでした。しかし、生物学（Biology）を化学（Chemistry）に
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よって攻究する分野という説明に興味をもって、彼はこれを半科目として取ることにしま
した。1935年に学部を卒業して博士課程へ進学しました。そして1940年から1983年に退官
するまで、40余年間この分野の研究に没頭することになったのです。 
 彼のエッセイ「SEQUENCES, SEQUENCES, AND SEQUENCES」は、こんな具合に始
まっています。 
「この分野の長老が、巻頭論文を書く場合、普通は研究（Research）、教育（Teaching）、
そして学術行政（Administration）の3つの分野での経験を書くのが習わしになっている
ようだが、私にとって後の2つ、教育と学術行政については大へん簡単である。というの
は、自分がこの2つについてはほとんど何もしなかったし、また、したくなかったからず
っとそれらを避けてきたのである。考えてみれば私はこれまで、研究だけに没頭し、ま
たそれを楽しんできた。」 
そして、彼は研究についてこのように言っています。 
「およそ科学の研究というものには3つのアクティビティがあると思う。すなわち、考え
ること（thinking）、話すこと（talking）、そしてやること（doing）である。私はこの
中で最後の doing が大好きである。そしてたぶん doing ということが私にとって一番
よくあっていた。 Thinking もまあ悪くはないが、talking はあまり得意ではなかった。
化学者として私は doing すなわち実験をすることに没頭してきたのである。」 

 
 1940年から研究者として研究を始め、10年以上かかって1955年に彼は膵臓（pancreas）
から分泌されるホルモンタンパク質であるインシュリンの51個のアミノ酸の並び方を完全
に決定することに成功しました。そしてこの仕事はベルセーリウスがタンパク質を命名し
てから115年、そしてエミール・フィッシャーがそのポリペプチドという有機化学的構造を
研究し始めてから50年を経て、はじめてタンパク質がきちんと定まった分子構造を持つポ
リペプチドの分子鎖であることをしっかりと証明したものです。これが戦後の分子生物学
の大きな発展の端緒となりました。 
ときにサンガー37歳でした。彼はペーパークロマトグラフィーなどの最新の分別方法を

用い、また酵索（Enzymes）を使ってポリペプチドを特定の所で切断するといったような新
しい手法などをいろいろ活用しましたが、しかし、基本的には構造決定は19世紀の有機化学
から伝統的に確立された方法でこつこつと進め、この仕事を完成するのに10年かかったの
です。 
この偉大な仕事を完成しつつあったサンガーに、人々はよく「この大仕事が終わったら次

に何をしようとするのか」と聞きました。彼は「構造が決定されるということはまだまだほ
んの入口で、次の仕事はその構造が何を意味するのか、そしてそれがどう機能するのかとい
うことであり、これからそれを攻究するのだ」と返事していました。彼は分子生物学のその
後の展開について、確固たる考え方と展望を持っていました。しかし、それにもかかわらず、
その道はまだまだ遠いものでした。彼は研究生活を振り返って、インシュリンの配列を完全
に決定した1955年以降の数年を不作の年（The Lean Years）と言っています。諸君もこれか
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ら研究をしたり、あるいは何か事業に没頭して、それが一つの大きな成果を収めた後に、こ
の不作の年を経験することがあると思います。彼はこのように言っています。 
「一番大事なことは、そういうときにはずっと先の展開をいつも考えることだ。」 

 事実、彼はこの彼の言う不作の年の間にその後の大きな研究へのエネルギーの蓄積をし
ました。RNAやDNAの研究への準備を着々と進めています。そしてそれは1960年代になっ
て大きく展開しました。 
 彼は彼自身の研究人生を振り返ってみて、 
「研究者自身にとっては、そんなに突然のブレイク・スルーや、あるいはある日、急にイ
ンスピレーションが湧いて大きく研究が進むものではなくて、一つひとつのステップを登
って、一歩一歩その目標に進んでいくもので、自分はその一歩一歩の喜びが研究の楽しみ
であった。私にとっては急な大きな飛躍よりもその一歩一歩の喜びがもっと大事なものだ
と思っている。」 
と述懐しています。 
 最近、独創的な研究ということで何か急に生まれる画期的な成果のみを期待する傾向が
あります。外から見れば画期的な成果が急に現れたり、あるいはスランプが続くといったよ
うに見えるかもしれませんが、研究者自身の内的な知的営為は、不断に続けられているので
す。そしてそれでこそはじめて真の学究の人ということができるのです。 
「40数年の間、私は本当に素晴らしい研究の機会を与えられました、私には私の “wildest 
dreams" のいくつかを実現するチャンスに恵まれました。」 
とサンガーは彼の文章を結んでいます。 
 
 今日、諸君の門出のときに当って、一人の真摯な研究者、フレデリック・サンガーのこと
を話しました。彼は決して派手な成果を求めた研究者ではありません。学問の大きな流れの
中で、若い彼自身が、まず固めるべきであると考えた基礎課題に、勇猛心をもって地道に一
歩一歩立ち向って行きました。そして、彼が到逹した研究成果はこの分野の基盤を固め、顕
著な分子生物学の発展への強いインパクトとなりました。彼が若いときからもち続けた 
“wildest dream" が、彼の研究遂行への勇気の源ではなかったかと思います。この wildest 
という表現の中に、野生的ともいえるほど強烈な、人間の本性である純粋な真理への探求心
を読むことができます。 
諸君、自分の心中に wildest dream を抱き、勇気をもって、これからの人生を力強く歩ん

で下さい。諸君の充実した輝かしい人生を心より期待しています。 
 
* Annual Review of Biochemistry, Vol. 57, 1~28 （1988） 
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卒業式〔1988 年度〕 
1989（平成元）年 3月 24 日 

 
 諸君、卒業おめでとう。 
ここに名誉教授の先生方の御臨席を賜り、部局長の先生方、教職員の皆様と共に、昭和63

年度の卒業式を挙行することができましたことは京都大学の最も大きな慶びとするところ
であります。 
ただ今、文学部182名、教育学部55名、法学部346名、経済学部233名、理学部278名、医

学部114名、薬学部73名、工学部858名、農学部281名、合わせて、2,420名の諸君に合格証
書を授与いたしました。諸君は最高学府、世界の学問の府である京都大学を立派に卒業しま
した。ここに諸君と慶びを共にするとともに、これまで永い年月にわたり諸君の学業を支え
てくださった多くの方々に、諸君と一緒に心から感謝いたしたいと思います。 
 京都大学の卒業生は、旧制の時代に49,172名、新制になりましてから、本日卒業された諸
君を加えて76,359名となりました。明治30年（1897）の本学創設以来卒業生の総数は126,071
名であります。それぞれの時代、それぞれの分野で本学の卒業生は、自由の学風を身につけ、
個性的でたくましい創造の力を持って活躍してこられました。92年の本学の歴史は、決して
坦々たるものではありませんでした。しかし、本学におけるたゆみない基礎的でかつ極めて
水準の高い研究の遂行、自由な発想による学問の展開とそしてその総合、その中で研究と一
体となった教育の伝統、さらに、卒業生の方々の世界の学界、国際社会での活躍、それらが
一体となって、世界の中の学問の府としての今日の京都大学が作られてきたのであります。 
 
 今日、諸君の門出に当たって、「陽の当たるところに群がるな」ということをはなむけの
言業としたいと思います。おめでたい卒業式でのお祝いの言業としては、いささか厳し過ぎ
る言葉かとは思いますが、学問の将来、そして人間社会のこれからの時代を担う諸君に、こ
の上ない親愛の情と大きな期待をもって、あえてこの言葉を贈りたいと思います。 
 
 京都大学の歴史はまだ百年に満ちません。来る1997年、あと8年後に本学は創立百周年を
迎えます。しかし、学問の府としての京都大学の学風は、もっと長い日本の文化、そして世
界の文明の流れの中で培われてきたのです。 
 
 諸君が京都で学ぶ間に、京都のまちをあちこち散策したと思いますが、大学のすぐ近くに
ある慈照寺の銀閣は15世紀の末1483年から89年、今からちょうど500年前に建立されまし
た。その頃、イタリアではルネッサンスの最盛期でした。レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo 
da Vinci, 1452~1519）が活躍したのはその頃です。そして、やがて自然を客観的に観察し、
そして数学を言語として記述するという自然科学の思想が自然を見る人間の目を大きく変
えました。コペルニクス（Nicolaus Copernicus, 1473~1543）が『天球の回転について』と
題する本を刊行したのは1543年です。ケプラー（Johannes Kepler, 1571~1630）、ガリレイ
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（Galileo Galilei, 1564~1642）、そしてニュートン（Issac Newton, 1642~1727）らの、新し
い宇宙観によって、天空と地上を統一した力学体系の確立へと進みました。学問の流れにた
とえるなら、私はこの時代を瀧の時代と名付けたいと思います。新しい自然観が大きな統一
と総合によってその基盤を固めると同時に新しい科学の基本的課題を明確に打ち出した時
代でした。 
 
 この瀧の時代を経て人間の自然観は大きく変わりました。その次に来た時代は、淵の時代
とたとえられると私は思います。ラグランジュ（Joseph Louis Lagrange, 1736~1813）やラ
プラス（Pierre Simon Marquis de Laplace, 1749~1827）らの数学者によって数学は著しく
進歩し、瀧の時代の成果である力学的宇宙観は、18世紀の終りから19世紀にかけて、完璧な
までに研ぎすまされたのであります。一方、物質の構造と変換についての学問にも永い混沌
とした歴史を越えて最初の扉が開かれました。200年前のフランス革命に散ったラヴォアジ
ェ（Antoine Laurent de Lavoisier,1743~1794）からドールトン（John Dalton, 1766~1844）
へと、この淵の時代に物質の構造と性質について新しい化学的原子の概念が確立されてき
ました。 
 
 この淵の時代にその深い底で渦巻きながら蓄積された人類の知的エネルギーは、19世紀
になって激しい勢いで流れだしました。私はこれを急湍の時代と名付けたいのです。それま
で深い神秘のベールの奥にあった生命の秘密も、19世紀の中頃過ぎには、顕微鏡下での細胞
分裂の観察から、ミクロの世界での生命の仕組みが次第にわかり始めました。また、ダーウ
ィン（Charles Robert Darwin, 1809~ 1882）の『種の起源』（1859）が社会に衝撃を与えた
のもこの頃でした。 
化学はこの間に大きく進歩し、それまでの物理学と化学の境界を越えた学問領域を生む

ことになりました。生物と無生物が共通の化学的原子や分子の言葉で語られる時代に入り
ました。また、それまで手で触れたり目で見たりする物質に加えて、光や熱、電気や磁気な
どが研究対象になり、17世紀の瀧の時代から続いてきた光の本性についての学問を軸とし
て、新しい物理学の展開が見られました。このような中で、基礎学問は技術への結合を深め
てきたのです。エネルギーの転換の科学と技術は、新しい工業化社会への原動力となり、人
間社会のあり方、人の生き方、そして考え方を激しく変えつつありました。まさに急流が岩
を噛む急湍の時代でありました。 
 
 19世紀から20世紀へ、この急湍はさらに勢いを強め流れを急激に拡大しつつ、奔流の時
代に入ったと言えると思います。京都大学が創設されたのは、そのような奔流のほとばしり
始める19世紀の末であります。 
 
 藤澤令夫教授（文学部哲学科）は、*『哲学の基本的課題と現実的課題』と題する文章に、
現代の状況を次のように述べておられます。 
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 “さしあたって注目せざるをえないのは、この自然科学の現状が示している二つの側面で
ある。すなわちその一つは、自然科学が専門的細分化の道を進んできたその先で、「物質」
「生命」「人間」といった古来の伝統的主題について現在到逹しつつある知見そのものの
新たな内実と動向であり、もう一つは、科学の技術的応用―いわゆる“科学技術”―という
別の側面がいま呈している、独得の様相とその波及効果である。” 

さらに、 
“とくにこの半世紀たらずの間に際立って顕著になった事態は、……科学技術の開発とい
うことが、産業社会の強固なメカニズムの中に基盤装置として完全に組みこまれて体制
化され、その動きは経済成長という至上のポリシーによって加速されつつ運動量を増し、
巨大な奔流となってとどまるところをしらずに進行していることである。” 

そして、 
“自然環境から人工的環境へのこの大がかりな変化は当然、たんなる外的な環境のことだ
けにとどまらず、そのなかに生きて行動する人間の仕事の質を改変し、人間関係のあり方
を改変し、そして人間そのものを改変しようとしている。” 
 
諸君の卒業に当たり、あえて「陽の当たるところに群がるな」と言いましたのは、諸君が

本学で学び身につけた、純粋でそして自由な、知を愛する学問の心と美を楽しむ感性を大事
にして、しっかりとした専門的基礎知識をこれからより拡がりのある、より全体的な知性へ
と磨いてほしいと切に望むからであります。今の社会の、特に日本がそうであるかと思いま
すが、社会全体に拡がっている最先端至上主義的な風潮の中で、ややもすれば、短期的な目
先きの価値評価によって、いわゆる脚光を浴びている陽の当たるところに人々が群がる傾
向が強いように思います。今、諸君が持っている清新な意欲を、諸君自身がこれからの生き
方の中でいつまでも大事にして、いかに生きるべきか、何をなすべきか、ということを自分
でしっかりと考え、行動してほしいのです。私は、17世紀から20世紀への科学の流れを、瀧
の時代、淵の時代、そして、急湍の時代を経て奔流の時代というようにたとえましたが、今、
人間社会はこれまでの歴史の中で最も切実に真の知性を必要としていると思います。奔流
の時代が、やがて人々がよりよく生きることを大事にする時代、悠々たる大河の時代に成熟
するには、まだいくつもの基本的な問題が横たわっています。しかし、私は自由なる知性こ
そが人間の社会の将来に真の成熟を約束しうるものと思います。 
京都大学を卒業する諸君の一人ひとりの力強い、しっかりとした生き方を心から期待し

ております。 
 

＊藤澤令夫；「哲学の基本的課題と現実的課題」, 新岩波講座 
哲学 1『いま哲学とは』, 岩波書店, 1985. 
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学部入学式〔1989年度〕 
1989（平成元）年４月11日 

 
 諸君、入学おめでとう。 
 本日、ここに、元総長 奥田 東先生（第17代総長）、前田敏男先生（第18代総長）、そ
して、渡邊庸一郎先生（昭和36年名誉教授）はじめ多数の名誉教授の先生方の御来臨を賜り、
各部局長、教職員の皆さまと共に、平成元年度学部入学式を挙行し、2,864名の第一学年入
学者、25名の第三学年編入学者の諸君を迎えますことは、京都大学の最も大きな慶びであり
ます。 
 
 諸君は、京都大学で学ぶことを志し、努力を重ねて、入学試験に合格し、晴れて本学に入
学しました。皆さんの輝く目に、京都大学の学生としてのこれからの日々に対する潑溂とし
た意欲を感じます。本学の学風の新しい担い手としての頼もしい諸君を全学あげて心から
歓迎します。 
 
 今日のこの日を迎え、これまでの年月、諸君の勉学を支えて下さった御家族の方々、いつ
も励まし導いて下さった先生方、共に楽しく日々を送り力づけ合ってきた諸君の友人たち、
そのほか、かげにひなたに諸君を見守って下さった周りの多くの方々に、ここで、諸君と共
に、改めて御礼を申し上げたいと思います。 
 
 京都の吉田のこの地に第三高等中学校が開校して、今年はちょうど100年になります。明
治22年（1889）の9月11日にその開校式が挙行されました。そして、ここに、世界の最高学
府の礎が最初に築かれたのです。その第三高等中学校は明治27年（1894）6月に第三高等学
校となりました。そして、京都大学は明治30年（1897）6月に真の学問の府を目指して、こ
の地に創立されました。 
 

 今日は、その京都大学の創立前後の時代を生きられた物理学者、村岡範爲馳
は ん い ち

（1853~1929）
先生のことを通して、本学の生まれた頃をしのび、そして、「学ぶ」ということの意義を諸
君と共に考えたいと思います。 
 
 村岡範爲馳は、ぺリー（Matthew Calbraith Perry, 1794~1858）が黒船艦隊を率いて浦賀
沖に来航し、日本の開国を迫った年、嘉永6年（1853） 6月10日に、鳥取で生まれました。
それは黒船来航のひと月前でした。幼名は半之丞と呼ばれました。明治11年（1878）に、村
岡範爲馳は「師範学科取調ノ爲メドイツ国へ差遣候事」との辞令を受け、ドイツのシュトラ
ースブルク（Strassburg）大学へ留学しました。1） 
 このシュトラースブルクは、ライン川の流域にあり、その名の示すように「道路の町」と
して古くローマ時代よりヨーロッパの交通の要として盛え、中世には自由都市として繁栄
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しました。大学は 16 世紀の中頃、 1567 年に創設されました。町は 17 世紀の末にフラン
ス領となりました。1870 年のフランスとプロシアの戦いの後、第一次世界大戦（1914~1918）
の終末までは、ドイツ帝国領で、その後、再びフランス領となりました。中世風の木造建築
が美しい街です。このような波乱の歴史を越えて、ここの大学は、ヨーロッパの学術の一つ
の重要な中心として、現在に至っています。 
 
 村岡はシュトラースブルク大学のクント（August Adolph Eduard Kundt, 1839~1894）教
授の研究室に入りました。クント教授は、現在、物性物理学と呼ばれる学問分野の先駆的研
究者で、すでに、種々の固体や気体中を伝わる音波の速度（1866年）や、光の屈折率の波長
による変化と、その異常な分散と光吸収との関係（1871年）などについて、顕著な研究成果
を挙げていた気鋭の物理学者でした。そのクント教授の研究室には、レントゲン（Wilhelm 
Conrad Röntgen、1845~1923）助教授がいました。彼はクント教授がチューリッヒ（Zürich）
大学の物理学の教授のとき（1869年）から、同教授の助手をつとめ、クント教授と共に、ヴ
ュルツブルク（Würzburg）大学を経て、シュトラースブルク大学に来て、助教授となりま
した。時に、クント教授は39歳、レントゲン助教授は33歳、そして、村岡範爲馳は25歳でし
た。実に素睛らしい出会いでありました。 
 村岡は、このクント教授の研究室で、炭素の電気伝迎率の温度による変化という基礎的な
素晴らしい研究をし、学位論文をまとめ、博士の学位を取得しました。明治14年（1881）、
27歳のときです。彼の仕事は"Ueber das galvanische Verhalten der Kohle von Hanichi 
Muraoka aus Japan"という見出しの13ページにわたる論文が、その頃この分野で最も権威あ
る学術誌 Annalen der Physik und Chemie に掲載されています。これは、国際的な学術誌
に発表された日本人による物理学の最初の論文であろうと言われています。2） 
 
 帰国後、村岡は明治15年（1882）東京大学医学部にて物理学の教授となり、そして、第一
高等中学校の教官などを経て、明治24年（1891）に東京音楽学校の第2代校長に就任しまし
た。そして、明治26年（1893）第三高等中学校の教官になりました。この間、彼は音響学の
研究、グラファイトなど炭素の物性の研究、そして日本魔鏡の研究など、極めて多彩な研究
を続けました。 
 
 この入学式式場の体育館の真向かいの京都大学文学部博物館では、今日から、椿井大塚山
古墳から出土した青銅の鏡など、邪馬台国の歴史の謎を秘めた鏡が沢山展示されています。
そして、来月からは、日本の古代国家の成立過程についての公開講座も開かれます。 
日本魔鏡と呼ばれたものは、日本の青銅の鏡で、裏面にはいろいろの紋様があり、表面は

磨いて鏡になっているものです。この鏡の面に顔を映すと、普通の鏡のように顔が映り、特
に変わったことはありません。しかし、この鏡の表面に日光を反射させて、その反射光を白
壁に投影させると、鏡の裏面の紋様の像が壁に映るというもので、当時ヨーロッパで日本の
魔鏡と呼ばれ、多くの物理学者が興味を持って研究したものです。村岡がなぜこの魔鏡に興
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味を持ったのかは特に述べられていませんが、当時の Annalen der Physik und Chemie、
Annalen der Physik などのドイツの学術誌や、我が国の学術誌『東洋学芸雑誌』あるいは
『学芸志林』などの村岡の学術論文を見てみますと、彼が最初に鏡に興味を持って研究した
のは、音響学に深い関係があります。彼は、その頃音色写画という新しい研究方法を発見し
開発しました。3、4） 
彼の見出し名付けたこの音色写画とは音色を画に写すと書きますが、青銅の鏡の縁に、例

えば、胡弓の弦をあてて音を出しながら、鏡に当たる日光の反射を白い壁に映すと、音色に
応じた紋様がその映像の中に写し出されるというものです。たぶん、このような研究を進め
るうちに、日本魔鏡の研究にも入って行ったと思います。彼はこの日本魔鏡についての論文
をドイツの学術雑誌に発表しております。村岡はこの日本魔鏡の研究で、明治24年（1891）
に我が国の理学博士の論文博士第一号の学位を授与されました。5、6） 
 
 明治27年（1894）第三高等中学校が第三高等学校と改称され、村岡は物理学教授として
また教頭を勤めました。その頃、村岡の古い友人であるレントゲンは、ヴュルツブルク大学
の物理学教授として陰極管による研究を始めていました。レントゲンがX線を発見し、それ
についての第一報の原稿を書き上げたのは1895年（明治28年）12月28日でした。そして、
翌1896年（明治29年）1月4日には、物理学会50回記念大会がベルリン大学物理学教室で開
催され、そこではじめてレントゲンの最初のX線写真が公開されました。このX線の発見は、
直ちに世界に伝わり極めて大きな反響を呼びました。7、8） 
 その年の夏のはじめには、レントゲンのX線についての最初の論文が日本に到着しており
ます。村岡は友人レントゲンにこの素晴らしい発見に対して、早速お祝いの手紙を送りまし
た。彼の手紙は今も、レントゲンの生地であるドイツのレネップ（Lennep）にあるレント
ゲン博物館に大事に保存されているということです。1） 
 
 村岡は、レントゲンの発見したこのX線の本性に大変強い興味を持ちました。早速、レン
トゲンの実験の追試のために、実験に着手しました。彼は当時第三高等学校の物理教室の助
手であった 糟谷宗資

かすやむねすけ
（1869~1926）と共にその実験にかかりました。実験設備も不十分で

したが、島津製作所の実験室で二代目島津源蔵（1869~1951）とその弟の島津源吉、それに
島津製作所の工員の藤木栄太郎が共同して実験にあたりました。時に、村岡43歳、糟谷27
歳、島津源蔵27歳、源吉19歳、藤木21歳でした。 
島津製作所の実験室で、日夜、X線の発生装置を作っていた村岡らのグループは、源造の

作ったウィムズハースト型（Wimshurst）起電機を直流500ボルト1馬力のモーターで回転し、
高圧電源を得て、ついにその年の秋、明治29年（1896） 10月10日の夜明けに、我が国で最
初にX線の発生とX線写真の撮影に成功しました。9、10、11） 
 村岡は実験を進めると同時に、物理学者としてX線の本性について考察を進めています。
当時、京都市内の市立龍池尋常小学校の講堂で、「レントゲン氏の X 放射線の話」と題する
公開講演を行っております。彼はこの講演をまとめ、『波動論一般、陰極放射線、X 放射線』
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として、明治 29 年（1896）の 8月に出版していますが、これは我が国での放射線に関する
最初の科学書と言うことができます。 
 翌明治30年（1897）6月に、京都帝国大学が創立され、まず理工科大学が設置されました。
村岡範爲馳は京都帝国大学の物理学科の教授に就任し、物理学第二講座を担任し、音響学を
創始し、またX線の本性についての研究を進めました。大正2年（1913）、60歳で退官し、
名誉教授となりました。この物理学第二講座は、次に玉城嘉十郎教授が昭和13年（1938）ま
で担任し、その後を湯川秀樹教授が担任して、理論物理学の研究の中心として幅広い本学の
物理学の学風を築き上げ、やがて日本の物理学は世界の物理学の中で大きな役割を果すよ
うになったのです。12、13、14） 
 
 「学ぶ」ということ、これは「知る」ことの楽しみから始まり、そして、知ったことを結
びつけながら次第にその中で自分自身の「理解」を進めます。こうして、自分の「考え」を
形づくり、またそれを「確かめ」て、さらに広く深い「理解」へと進んで行くのです。その
中に研究者の個性的な独創が成熟します。 
個性的独創と言いますが、それは決して突然生まれるものでなく、知ったことの結びつき

を作りつつ自分としての理解を深める一歩一歩の中にこそあります。学問の成熟には長い
歴史の蓄積がありますが、それは、その歴史の流れの中の一人一人の理解の成熟のつながり
によってつくられたものです。 
 
 私のことになりますが、私が本学に入学して2年経ち、いよいよ卒業研究を始めることに
なり、指導教授の堀尾正雄先生（現名誉教授）から「高分子が巨大な分子であることを確か
めるために何でもよいから、思う存分やれ」という御指示をいただきました。もう40年も前
のことです。血気盛んとでも言いますか、それまでに習い、調べた事を超えて、自分で何か
新しい研究方法を見出して画期的な実験をしたいとひそかに考えていました。その頃はま
だ、高分子の特性については、確かめられた事実と、想像され仮想された像とが、混沌と入
り混じっていました。 
 その当時、堀尾先生の先生であった喜多源逸名誉教授は時々私の研究室へお立ち寄り下
さいましたが、喜多先生が孫弟子である私に、ある日、ふと、ぽつりと、「“まなび”は“まね
び”だ。まずまねることから始めるのだ」と言われました。喜多先生のなされた多くの素晴
らしい研究を知っており尊敬していた先生から、この言葉を聞きましたとき、実のところ私
は、心の中のどこかである種の失望と反発に似たものを感じたのです。喜多先生はそんな私
の心の中を見てとられたのか、じっと私の顔を見ておられました。温かい眼差しで、しかし、
それ以上何も言われませんでした。先生はその時、学ぶことの厳しさを諭して下さったので
した。 
 恥ずかしいことですが、先生のおっしゃった意味が次第にわかってきたのは少し時が経
ってからでした。しかし、その時の情景は今も脳裏に焼き付いています。最新の最先端の論
文ばかりを読み、それが表層的にわかったとしても、真の独創的な仕事はそこからは生まれ
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てはきません。こうして私は学問の深さをしっかり味わうことを教えていただきました。そ
して学問の歴史の大きな流れの中で、一人一人の研究者が何をどう考え、悩み、どのように
未知の世界へ歩みを進めたかを自分なりに理解しようとするようになりました。そして、次
第に「学ぶ」と言う事の意味がわかってきました。 
 
 本学に入学し、諸君はいよいよこれから真に学び、そして自分を磨いていくのです。学問
の大きな歴史も、その中にその時代時代に生きた一人一人の中の学の成熟によってつくら
れてきたのです。諸君、真に学び、その中で個性を磨き、本当に知ることの楽しさというも
のを味わえるような素晴らしい学生生活を送ってくれることを期待しております。入学お
めでとう。皆共にしっかり学びましょう。 
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大学院入学式〔1989 年度〕 
1989（平成元）年４月 11 日 

 
本日、ここに、元総長奥田 東先生、そして、小堀 憲先生はじめ名誉教授の先生方の御

来臨を賜わり、部局長・教職員の皆様と共に平成元年度の大学院入学式を挙行し、大学院修
士課程入学者1,099名、大学院博士後期課程入学者・進学者539名の諸君を迎えますことは、
誠に慶ばしく、ここに、諸君の大学院への入学・進学を心よりお祝いし、歓迎の気持を表し
たいと思います。諸君、おめでとうございます。 
 
 諸君が、学をさらに攻究する意欲と情熱をもって、この度めでたく大学院へ入学・進学さ
れました事は、もちろん諸君の日頃の研鑽のたまものでありますが、それにはまた、諸君が
研究の道にひたすら進む事に対するまわりの方々の深い理解によるものでもあると思いま
す。この入学のときに当り、それらの方々に改めて、諸君と共に厚く感謝の気持を表したい
と思います。 
 
 大学院研究科での勉学・研究は、学部での学業とは大いに異なります。諸君は、自ら深く
研究する対象を決め、あるいはまた、ある研究室や研究グループの先輩たちの人柄や仕事内
容、研究環境に心ひかれて、自分もその中に加わって、研究する事を志望し入学しました。 
これから諸君の過ごす大学院の時代、これは諸君の人生にとって最も大事な時になると

思います。これから進むそれぞれの人生の道で、ほほえみをもって想い起すことになるであ
ろう充実の時であります。世代・分野を越えた知的な刺激の中で、自分自身をだんだんに見
出しつつ成熟する時です。こんなに恵まれた時は、人生に二度とないと思うような時も必ず
あると思います。 
 
 京都大学の大学院で諸君が加わる研究の水準は、国際的に見ましても極めて高く、またそ
れであるが故に大へん個性的であります。この事が、時には、外から賞賛の意をこめて“京
都学派”と呼ばれることがあります。それは有難い事です。しかし、私は敢えて「“京都学派”
という事にこだわるな」と諸君に言いたいのです。 
 
 私は、「何々学派」と呼ばれるような研究の生まれる、そういう「学風」をこそ大事にし
たいと思います。「学派」にこだわる事なく、この「学風」を諸君と一緒に大事にしていき
たいと思います。それは自分自身をその中で磨いていく自由な学風であります。 
学問をするには謙虚さが大事です。しかし、それと同時に、自分自身の底から湧き出る勇

気が必要です。京都大学の大事にすべき学風は、一人ひとりが自由なる発想を伸ばす勇気を
身につけることにあると思います。そうあってこそ、学問の歴史に一つの時代を画す「学派」
と呼ばれるものが生まれるのです。もし、「学派」にこだわり、それを守ることのみを考え
るなら、その知的集団の学問は、いずれ衰退して行きます。 
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 京都には文化の伝統があると、よく人は言います。たしかに、町を歩けば、あちこちで、
歴史を持った建物、美しい庭園、味わい深い仏像に出会うことのできる、限りなく奥の深い
文化のまちです。しかしまた、これらをただ観光の対象として眺めるだけでは、たとえば、
ある建物の構造や庭のたたずまいが何時代を象徴するものであると説明されたとしても、
かえってそこに外面化しつくされた文化の空しさを感じることすらあります。私は文化の
伝統という時、そこに脈々と流れ承け継がれた人々の情熱を感じてこそはじめて、文化に接
する事ができるのだと思います。 
 
 今日は、京都大学の迎賓館「清風荘」の庭園の作者、小川治兵衛（1860~1933） のこと
について少し話したいと思います。 
 
 話は遡りますが、今から390年前の慶長4年（1599）の春のこと、吉野の山の満開の桜の
下で、利休の霊を花の下に鎮める宴が催されておりました。千 利休（1522~1591）は、そ
の8年前に豊臣秀吉（1536~1598）の命によって自刃し、その秀吉もその前年に世を去って
いました。その宴で古田織部（1544~1615）が太鼓を打ち、その楽に合せて舞をまっていた
のが、作介、若い時の小堀遠州（1579~1647）でありました。千 利休、古田織部、そして
小堀遠州の三人は、教えるものと教えられるもののかたい師弟の絆で結ばれておりました。
しかし、三人が三人ともそれぞれ極めて個性的で特徴ある文化・芸術の源となった人です。
戦国時代から安土・桃山、そして江戸へと文化を継承した三人ですが、そこには生と死のき
びしさの中に生まれた美の意識、また、豪華絢爛の時代の力に対する、わびとさびの深さ、
動と静、自然の中の人間、そういった日本文化の根底に伝わるものを悩み求め究めた三人で
あります。 
 
 庭にはそれぞれの時代に生きた作者の気持がよく現われます。京都のあちこちの庭をま
わられた諸君が多いと思いますが、京部には遠州流と言われる庭がたくさんあります。大徳
寺の孤篷庵、そして南禅寺の山門を入った右の金地院の庭などの遠州の作庭には、いわゆる
利休好みとは異なった個性を、その空間設計の中に見ることができます。そして、小川治兵
衛はその遠州流の奥義を現代に極めた作庭者とも言われています。 
 今年の春は暖かく、いつも入学式を祝うように満開になる学内の桜も大分散ってしまい
ました。今は、平安神宮の庭の紅枝垂が実にあでやかに花の傘を形づくっております。あの
庭を設計したのは小川治兵衛です。今から96年前、明治26年（1893）、彼がまだ30代の初
めにあの庭の設計を任されました。あの中には極めて大胆な空間設計があります。若々しい
治兵衛の独自性があちこちに見られます。確かに、90数年という年を経て、あの庭にはしん
みりとした雅びが感じられますが、しかしそのあでやかさの中に、治兵衛の30代の若々しく
激しい意欲がいまだに見られます。 
 その治兵衛が清風荘の庭園を造営したのは昭和5年（1930）、70歳のときです。若いとき
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から数々の庭をつくり、まさに円熟の境地に至って作った庭です。清風荘の庭には平安神宮
の庭には見られない、深く落ち着いた透明さが感じられます。私は諸君が大学院を修了して
京都大学を去るまでに、何かの機会に清風荘の庭を見てもらえるようにしたいと考えてお
ります。一度にたくさん入って味わえる庭ではありませんが、いろんな機会に比較的小人数
で希望者に見てもらえるようにしたいと考えております。 
 
 門を入って両側の背丈ほどの高さの細い黒竹の茂みの間を、曲がりながら庭へ導く細道
を行くと、急に明るい視界が開けます。芝生の柔らかな曲面が池の端へと広がっています。
縁側に腰掛けて庭を見ると、正面の池の中の島のかえでの古木の脇、石灯籠のあるあたりは
少し薄暗く、それがかえって芝生の明るさを際立たせています。池の向こうに目をやると、
くす、けやき、かし、いちょう、えのき、まきなどの木々が背景の空と庭の間にくっきりと
した輪郭をつくり、大自然の中の小さな宇宙をつくっております。左の方の梢の切れ目には
大文字山が望見され、そこには借景という語感より、もっと自然に山を庭の中に惹きつけた
技のさえの面白さがあります。 
 私は平安神宮の庭から、この清風荘の庭に至る40年間の彼の作庭の軌跡の中に、庭師小川
治兵衛のひたすらな個性の琢磨を感じます。世の人は治兵衛をついに遠州流の奥義をきわ
めた現代の庭師であると賞賛しております。しかし、治兵衛の言薬に「庭に定まった好みな
どない、一に地形によるのみだ」と言うのがあります。彼は決して何流何派を守ろうと努力
したのではない、ただ、謙虚に先逹の足跡を学びながら、しかし、その中に自分の個性を、
自分を表現しようとして、数々の勇気ある創造を重ねて、そして、ついにこの清風荘の庭に
見られるように、人が彼は奥義を極めたと言うような庭に造ることができたのだと思いま
す。何好みとか、何々派によるのではなくて、自然との調和の中に真の人工空間を追求し、
ひたすら自分の庭を、黙々と造ってきたのではないでしょうか。 
 
 学問の道も、てらうことのない一人ひとりの攻究の日々の中でこそ脈々とした伝統が継
がれ、「学風」が自然に培われていくものだと思います。謙虚に、しっかりと先人の足跡を
学び、そして、勇気をもって自らの道を拓いて進んで下さい。学問の道は長い。それぞれの
道で自分の全力を尽して、攻究してほしい。そしてまた、これからの大学院学生としての
日々を、折角、京都で過ごす日々を、文化の表面に触れるだけでなく、その時代時代の背景
の中で、一人ひとりの作者の一生をかけて表現しようとした情念を感じ取りつつ、生きた文
化の伝統に接してほしいと思います。 
 諸君に、大学院入学にあたって、学問の心得をいろいろ言う必要はないと思います。諸君
は、燃えるような意欲を持って大学院へ入学しました。これから、研究を通して自分を見つ
め、人生を楽しみ、歴史を味わい、自らの成熟が実感できるような充実した大学院学生生活
を送ってほしいと思います。 
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修士学位授与式〔1989 年度〕 

1990（平成２）年３月 23 日 

 

 本日ここに名誉教授の先生方の御臨席を賜り、各研究科長、部局長の先生方、教職員の皆

様と共に平成元年度修士学位授与式を挙行し、文学研究科62名、教育学研究科18名、法学研

究科15名、経済学研究科21名、理学研究科161名、薬学研究科36名、工学研究科584名、農

学研究科143名、合計1,040名の諸君に修士の学位を授与することができました。 

 新修士諸君、おめでとう。 

昭和28年（1953）本学に新制度による大学院が開設され、大学院修士課程が開講しまし

た。昭和30年（1955）3月にその第1回修士学位授与式が行われました。そのとき修士の学

位を授与されたのは285名でした。その後、新制大学院は成熟し、特に修士課程への進学は

年々増加し、今日のわが国社会で極めて重要な高等教育課程として定着、充実いたしました。

今日新たに修士の学位を取得されました諸君を加え、これまでに26,010名の修士の諸君を

本学は社会に送り出しました。 

 

 2年前の春（昭和63年4月11日）、諸君を大学院に迎える入学式におきまして、私はマイケ

ル・ファラデー（Michael Faraday, 1791～1867）のことについて話しました〔『京大広報』 

No.351, 1988.5. 1〕。彼が英国の王立研究所（Royal Institution）の研究室の実験助手として

採用されたのは1813年で22歳の時でした。私はその王立研究所で彼の作ったいろいろの手

作りの実験装置や実験ノートを見た時の感激を話し、学ぶ意欲について述べました。ファラ

デーが1831年に電磁誘導現象を実験によって発見し、電気と磁気の相互作用についての画

期的な手がかりをつかんだとき、彼は電気、磁気、光、熱というものが本質は一つで、ただ

違った現れ方をしているのではないかということを直感的に感じて、「これで将来その完全

な理解に導く鍵を私は手に入れたと思う。」とノートに書きました。 

 

 今日は諸君の修士学位授与式で、私は諸君に2年前の大学院入学式でお話しした続きを話

してみたいと思います。もちろん、ここで電磁気学や電磁波の講義をしようというのではあ

りません。今日は、ファラデーが電磁誘導現象を発見した、その年、1831年に生まれ、半世

紀後にファラデーの持っていた夢を立派に完成したジェームス・クラーク・マクスウェル

（James Clerk Maxwell, 1831～1879）について語りたいと思います。 

 

 マクスウェルは1831年（天保2年）スコットランドのエディンバラ（Edinburgh）に生ま

れました。彼は小さい時から数学、特に幾何に天才的な才能をあらわしました。また、自然

現象に強い興味を持っていろいろの実験をしていました。しかし、天才といわれる人がよく

そうであるように、子供のなかでは多少変わった所があったのでしょう、仲間からはダフテ

ィー（“Dafty”）とあだ名されていたということです。 

 いろんな楕円を描くのに二つの点に糸の両端を固定して鉛筆の芯をその糸にかけて回す
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ときれいに描けることを、みんな知っていると思います。このダフティーはそれを15歳にな

るまでに自分で発見しました。「卵形線並びに複焦点を持つ曲線について」という論文を書

き、エディンバラ王立協会に提出しました。それは“Proceedings of the Royal Society of 

Edinburgh”に掲載されました。このような方法は、それ以前にすでにデカルト（René 

Descartes, 1596～1650）によって見出されていたということが後になってわかりましたが、

15歳の少年が全く独自にこのような方法を案出したことは、当時、アカデミーの大変な評判

になりました。 

 

 16歳の時にマクスウェルはエディンバラに住んでいる老物理学者ウィリアム・ニコル

（William Nicol, 1768～1851）先生のお宅へ連れて行ってもらう機会がありました。ニコル

先生は有名な“ニコルのプリズム”を発明した物理学者ですが、その時はもう80歳になろう

としていました。ニコル先生はこの少年を自分の自宅の実験室に招き入れて、偏光プリズム

（ニコルのプリズム）を使ったいろんな光学実験をして見せました。知っている諸君も多い

と思いますが、偏光を使うと無色透明のものもその内部の歪みなどによって美しい色模様

（偏光色）が見られます。マクスウェル少年は光の不思議さにすっかり魅了されました。さ

らに彼を有頂天にしたのは、それから数日後、ニコル先生から一対の貴重な“ニコルのプリ

ズム”を小包で受け取ったことです。老物理学者ニコルは、このマクスウェル少年の目の輝

きに、この少年が将来この不思議な光の本性を解明してくれる人物であることを予見して

いたのかもしれません。 

 

 マクスウェルは早速“ニコルのプリズム”を使ってガラスやゼラチン膜の観察をし、そこに

現れた偏光色を水彩画で図表に書き、変形と偏光色の関係を論文にまとめてエディンバラ

王立協会で発表しています。それは「光弾性法」であります。エディンバラ大学（University 

of Edinburgh）を経て、1850年、19歳の時ケンブリッジ（Cambridge）へ進みました。そし

てトリニティー・カレッジ（Trinity College）に学ぶことになりました。恥ずかしがりやで、

多少変わった所のある学生でしたが、彼の数学における才能は間もなく多くの学者仲間で

認められました。彼は数学、物理だけではなく、ありとあらゆる分野に強い興味を持ち、そ

の頃に彼はアンダーグラヂュエイトの中の天才と認められていました。面白いことに、彼は

視覚にうったえるような幾何学的方法で考察を進めることが得意で、抽象的な解析的方法

は不得手でした。 

1856年、彼の父の病気が重くなり、故郷へ帰り、25歳でアバディーン（Aberdeen）のマ

リシャル・カレッジ（Marischal College）の自然哲学の教授になりました。その頃、土星の

環についての論議が盛んでした。彼は土星の環を一体のものではなくて、多くの粒子からな

るとして、それらが異なった速度で回転し、土星本体との相互作用によって全体として安定

にこのような環を形作っているための条件を導き出しました。これは当時の数理物理学の

顕著な成果であります。 
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 1860年、ロンドンのキングスカレッジ（King’s College, London）の自然哲学・天文学の

教授になりました。1865年にこの職を辞めるまでの5年間、29歳から34歳までの間が、マク

スウェルの人生の中で最も学問的に実りの多い時期となりました。この間に、色の混合と光

学についての研究を進め、「三原色理論」を完成しました。また、ファラデーの電気と磁気

についての実験的研究の理論的発展に没頭し、「電磁場の理論」を確立しました。さらに、

「気体分子運動論」の理論とその実験的証明に重要な成果を挙げました。1865年にスコッ

トランドへ帰って、家にこもって彼の電気と磁気についての大著 A Treatise on Electricity 

and Magnetism の執筆にあたりました。その初版は1873年に出版されましたが、この大著

によって電気と磁気、そして光と熱の全てが統一的に理解され、19世紀の物理学の大成を来

たしたのであります。 

 

マクスウェルのこの気体分子運動論に刺激され、彼と共にこの分野を開拓したボルツマ

ン（Ludwig Boltzmann, 1844～1906）は、マクスウェルのこの問題の解決への天才的な取

り組みを次のようにミュージカルドラマにたとえて表現しています。 

 “はじめにヴェロシティ（Velocities）のヴァリエィション（Variations）が荘重に登場す

る。そしてやがて舞台の一方から状態方程式が、そして反対の方から運動方程式が舞台の

中央へと進む。そして公式のカオスが高潮した舞台にみなぎる。すると、突然どこからと

もなく「n=5とせよ」という言葉が響きわたり、悪魔の精Vが消えて、それまで舞台を圧

倒して轟いていたバスのパートが急に静かになる。それはあたかも魔法使いの杖で、どう

しようもなかった全てをなぎ倒したような静けさである。そしてやがて次から次へと優

しい公式があらわれてきて、舞台は予想もしていなかったクライマックスへと展開する。

そこで熱平衡が現れて、そしてカーテンは降りた。” 

 

もう60年程前のことになりますが、l931年10月1日、2日の両日、ケンブリッジ大学でマク

スウェルの生誕100年の式典が催されました。その式典の詳しい記事がその頃の学術雑誌

“NATURE”に載っております。その式典にはJ.J.トムソン（Joseph John Thomson, 1856～

1940）、マックス・プランク（Max Planck, 1858～1947）、アインシュタイン（Albert Einstein, 

1879～1955）、ジーンズ（James Jeans, 1877～1946）などの20世紀の物理学を確立するの

に重要な貢献をした学者達が集い、マクスウェルの人柄について述べ、彼の業績を讃えてい

ます。これらの講演は“JAMES CLERK MAXWELL, A Commemoration Volume 1831～1931”

と題する本となって出版されました。マクスウェルの学問がどれほどその後の自然科学の

発展の重要な基盤となったか、また、彼の電磁波の理論が現代社会の形成にどんなに大きな

意義を持つものか、改めて強く認識されるところです。 

 

 この生誕100年記念の講演会で、例えばマックス・プランクはマクスウェルの業績につい

て次のように述べています。 

 “人間が自然を理解しようとして進んできた物理学は、二つの概念体系を基本的にもって
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いた。自然界が不連続で小さな粒子から成り立っているという考え方と、今一方では自然

界は連続した媒質によって成り立っているという考え方である。それぞれ発展してきた

二つの物理学の考えは、マクスウェルの時代に、はじめて、よりはっきりとそれぞれが特

徴づけられた。それらは、それぞれ大体において物質の物理学とエーテルの物理学に対応

すると言えるが、マクスウェルはその両方の分野で天才的な、新しくしかも大変意義のあ

る考え方を導入して素晴らしい成果を挙げた。” 

“一人の学者が思索によって、何世代も後になってやっと実験的に証明されるような自然

法則を予言するということは、その人の心の中で描かれる全く個性的な像そのものが自

然の法則と深い関係にあると考えない限り、理解することはできない。……この成果は人

間の知的営為の偉大な勝利として、いついつまでも輝き続けるものであろう。” 

 

1871年、マクスウェル40歳のとき、ケンブリッジ大学の実験物理学の教授に就任した最

初の講義で、彼は学生に次のように語りかけました。 

 “我々人間のする学問は、本来すべて人間についての学問である。理科系の学生がもし哲

学、文学などの分野に現れる人間の素晴らしい感性というものから距離をおいたのでは、

とっても自然の真理の探求などということはできないだろうし、また文科系の学生が歴

史について研究する時にも、人間が自然について探求してきた中で生まれたいろいろの

考え方、自然観のその時代への反映を抜きにして、人間の歴史は学べないだろう。” 

“どんな分野であろうとも、どんな専門からの思索であろうとも、真理を探求しようとす

る人の心が互いにふれあい通い合うとき、それぞれがより高い水準で真理に向かって近

づいていればいるほど、より強い心の結びつきが可能である。” 

 

マクスウェルは、また、エッセイの中で次のようにも書いています。 

“人々は法則を暗記し、指を折って計算する。一体そういう人々はいつ考え始めるのだろ

う。やがて実際の生活が始まる。その時それらの人々は何をすることができるのだろうか。

ただただ前例を重んじて、人の道のあとを追い、道しるべを頼りに進むだけなのだ。” 

本学の大学院のそれぞれの研究科において自由な研究と思索の日々を送り、修士の学位

を取得された諸君。さらに研究の道を進め、学者としての将来を目指す者もあり、あるいは

また社会に出てそれぞれの分野でこれまでの大学生活とは違った環境の中で第一歩を踏み

出す人もあります。しかし、いずれにしても今や自らの道を自ら歩むことになります。これ

から、一人ひとりの自由な考え方、個性的な行動こそが変動を進歩と成熟へと導く力となる

時代と考えます。諸君のそれぞれの道での生き甲斐のある充実した人生を心から期待して、

諸君を送るはなむけの言葉とします。 

 

参考文献 

“ JAMES CLERK MAXWELL, A Commemoration Volume 1831 ～ 1931”, Cambridge 

University Press, 1931. 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第１章西島安則総長

2756



“The Clerk Maxwell Centenary Celebrations”, NATURE, No.3232, Vol. 128, pp. 604～608, 

1931. 

James Clerk Maxwell; “A Treatise on Electricity and Magnetism”, Vol.I, Vol. II, Third Edition, 

Constable and Company Ltd., London, 1891; Dover Publications, Inc., New York 1954. 

カルツェフ著, 「マクスウェルの生涯」（早川光雄, 金田一真澄訳）, 東京図書株式会社, 1976. 

 

 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第１章西島安則総長

2757



卒業式〔1989年度〕 
1990（平成２）年３月 24 日 

諸君、卒業おめでとう。 
本日ここに歴代総長、名誉教授の多数の先生方の御臨席を賜り、部局長の先生方、教職員

の皆さんと共に平成元年度の卒業式を挙行し、意気盛んな諸君を京都大学卒業生として世
に送り出すことができるのは．本学の最も大きな慶びであります。 

 ただ今、文学部208名、教育学部72名、法学部332名、経済学部230名、理学部280名、医
学部115名、薬学部80名、工学部835名、農学部287名、合計2,439名の諸君に合格証書を授
与することができました。ここに、諸君は世界の中の学問の府、京都大学を立派に卒業する
ことができました。これまでの学習の年月を陰になりひなたになって支えてくださった御
家族、諸君の成熟の一つひとつの段階で、時に厳しく時に暖かく、諸君を導いてくださった
先生方、また諸君のこれまでの人生を楽しく豊かなものにし、励ましあった諸君の友人達に、
諸君と一緒に心から感謝したいと思います。 

 京都大学は明治30年（1897）に創設されました。今年は間もなく創立93周年の誕生日を
迎えます。この間、本日卒業される諸君を含めて、本学を巣立った卒業生の数は12万8,561
名となりました。この94年の歴史は決して坦々たるものではありませんでした。しかし、そ
の中で、本学は常に高い学問の水準を求め、自由な教育研究の場として独特の学風を培いつ
つ、社会の広い分野や学問の世界で活躍される多くの個性的な先輩の貢献によって、世界の
中の学問の府としての基盤を固め、やがて創立100周年を迎えることになります。 

諸君の中で医学部の諸君は6年の課程を修めましたが、その他の学部の卒業生の大部分は、
4年前、私が総長就任後の最初の入学式で迎えた入学生であります。その入学式（昭和61年
4月11日）で私は、ちょうどその年に地球に最近接して遠い宇宙へ去って行ったハレー彗星
のことから、天文学者ハレー（Edmund Halley, 1656～1742）とニュートン（Isaac Newton, 
1642～1727）の出会いと学問の継承について話しました。そして「稚心を去れ」という言
葉で諸君の京都大学での充実した学生生活のはじまりを激励しました〔『京大広報』No.310, 
1986. 4. 15〕。それから早や4年経って、今日は晴れの卒業式を迎えました。 

この4年間の世界の動きは激しいものです。諸君を迎えた1986年（昭和61年）の秋、私は
モスクワの大学とアカデミーを訪問し、その後、ポーランド、チェコスロバキアの大学やア
カデミーを訪ねる機会を持ちました。それはちょうどゴルバチョフ（1931～）がペレストロ
イカを本格的に表明した年でした。しかし、ペレストロイカという言葉自身が意味するもの、
そしてそのことがそれからどのような変化を引き起こすかということについても、まだ本
当にはわからない時でした。少なくとも、東欧の大学人との間での打ち解けた会話の中では、
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まだペレストロイカという言葉に明るい希望を一方で感じながらも、むしろその現れ方に
対する不安が多く語られていました。 
 
 そして、私はこの4年間にヨーロッパの国々を国際会議などの機会に訪れる度に次第に確
かな動きを感じました。最初は、少なくとも大学間の関係や国際共同研究の進め方という面
では、東と西のヨーロッパの関係よりも、1992年を目標とした西ヨーロッパでの統一がよ
り強い関心事であり、それに基づく具体的な構想が語られていました。 
 しかし、一昨年から、事態の動きは一段と加速されてきました。一昨年の秋イタリアのボ
ローニャ大学の創立900年を記念して開かれた大学長会議では、世界の大学が集まって改め
て学問の自由、大学の自治の宣言がなされました。昨年の秋、ドイツ、そして冬のはじめに
ノルウェーで国際会識があり、今年に入って2月のはじめにスイスで国際会議があり、それ
ぞれ出席しました。ベルリンの壁が取り払われ、さらに多くの人々の予想を超えた速さで東
西両ドイツの統一のスケジュールが論じられるようになった今日、これまでの東と西、とい
った図式で国際関係を論じることはできなくなりました。そしてヨーロッパでの変動、コン
チネンタル・ドリフト、あるいは地殻変動とも言われる大きな動きから生じたエネルギーは、
将来についての多くの課題に地球規模という言葉が自然に出てくる発想の転換を世界中に
生じさせています。 
 このような背景の中で巣立つ諸君に、ちょうど今から60年余り前、中国の将来に心を砕い
た詩人、魯迅（1881～1936）の詩について話してみたいと思います。 
激動の時代と呼ばれる時を生きる一人ひとりの人生は、希望と絶望の交錯であります。魯

迅の散文詩集『野草』に、次のような詩があります。 
 
  「絶望の虚妄なる 正に希望と相同じ」 

〔絶望之為虚妄、 正与希望相同〕 
 

 この詩は1927年（昭和2年）に出版された『野草』の中に収められている「希望」の一節
ですが、 魯迅は彼が愛好していたハンガリーの愛国詩人ペテーフィ・シャンドール（Petöfi 
Sándor, 1823～1849）の歌からとして、この詩を詠んでいます。このペテーフィは1840年代
にハンガリーの革命運動に入り、25歳で青年ハンガリー党のリーダーとなり、独立戦争に従
軍して若くして散った抒情詩人です。 
 
 吉川幸次郎先生（本学名誉教授、1904～1980）は、魯迅のこの詩「絶望の虚妄なる 正に
希望と相同じ」について次のように書いておられます。 
“希望はしばしばむざんにうらぎられる。希望によって生まれる幻影がそのままに実現す
ることはまずない。つまり、希望は虚妄である。 
絶望がそこに生まれる。 

  しかし絶望によって生まれる幻影もまた、そのままの形で未来の現象となることはな
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い。しからば絶望もまた虚妄である。その虚妄であることは、まさしく希望とあいひとし
い。 
 言葉そのものの意味は以上のように読める。” 
ここに、「虚妄」とは、実のないものを「虚」と言い、真に反するものを「妄」と言いま

す。 
魯迅が『野草』の中に収めた、この詩には1925年（大正14年）1月1日と日付がついてい

ます。今から65年前、魯迅44歳のときに書いたものです。 
 魯迅は1881年（明治14年）浙江省紹興府に生まれました。長江の下流、風光明媚の地で彼
は穏やかな楽しい幼年時代を送りましたが、その頃中国は1840年（天保11年）からのいわ
ゆるアヘン戦争以来、政治的に経済的に列強の侵略を受け、次第に窮迫した状態はその限界
に近づいていました。 
 彼が12歳のとき（1893年）、彼の家庭にも急変があり、楽しい幼年時代はたちまち窮乏の
生活の中に終わりました。そして間もなく（1894年）、彼の父が突然吐血をして病床に倒れ、
彼は毎日質屋と薬屋に通うことになりました。当時のことを後になって彼は次のように述
懐しております。 
 “私は私の背の倍の高さもある質屋のカウンターの上に衣服や首飾りを差し出し、侮蔑と
ともにいくばくかのお金を受け取り、今度は薬屋に行ってカウンターの上にそのお金を
出して、久しく患っている父のために薬を買いに行くのだった。しかし父の病いは結局、
日に日に悪くなって亡くなってしまった。” 
彼の父が亡くなったのは、彼が15歳の時でした。魯迅が漢方医に不信を抱き、後に日本に

留学して西洋医学を学ぼうと志した原因の一つは、ここにあったのです。 
 それから2年後、1898年、首都北京では戊戌政変が起こりました。その年彼は18歳で南京
へ遊学しました。立憲君主体制を目指し、維新を求めて熱気にあふれた100日間も、袁世凱
（1859～1916）の寝返りによる西太后（1835～1908）の反撃であえなく終わりましたが、
しかし時代はすでに大きく動いていました。清朝はその末期的な症状を呈していました。 
 
 1902年（明治35年）、魯迅21歳の時、彼は中国の国費留学生として日本に来ました。そ
して1909年（明治42年）まで7年余り、最も多感な時を日本で過ごすことになりました。 
 最初仙台医学専門学校で医学の勉強を志しました。その頃の日本は日清戦争以来、中国に
対する優越感の風潮が強く、彼には随分つらいことも多かったと思われます。また、当時、
東京周辺には清朝政府によって祖国を追われた康有為（1858～1927）、孫文（1866～1925）、
梁啓超（1873～1929）らが滞在し、中国革命の拠点の観がありました。魯迅はやがて医学
の勉強を捨ててこの革命運動の情勢の中にその身を置くことになりました。彼は1903年に
自ら弁髪を切ってその意思を表明しています。その頃の彼が親しい友人に送った手紙に、次
のような詩を書いて決意を述べています。 
  霊台神矢を逃るるに計なく 

風雨磐の如くして故国暗し 
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意を寒星に寄するも荃は察せず 
我、わが血を以て軒轅に薦めん 

 日本に留学して受けた激しい刺激、彼の心の痛み、そしてはるかに望む故国の風雨荒れ狂
う危機を憂い、そして故国の同志を期待するが、心の通じないのを嘆き、自分は漢民族の神
に自分を生け贄にしても故国を救い、革命を成就させようという心情を吐露した詩であり
ます。 
彼 22 歳の時です。 
 
 帰国後、教員生活に入り、傍ら文芸活動を行いました。彼は文芸を通して人々の性格を変
え、社会を改造することから始めるという希望を持っていました。やがて 1911 年（明治 44
年）10 月、武漢に上がった狼火は辛亥革命として全土に広がり、清朝政権は倒れ、中華民
国軍政府が成立しました。そしてその年の暮、孫文は臨時大総統に選ばれ、その翌年 1912
年（明治 45 年）1 月 1 日、中華民国が成立し、南京が首都となりました。中国人はこの辛
亥革命を「光復」と呼びました。しかしこの新しい希望を人々に抱かせた革命も、間もなく
孫文が袁世凱に追われて、3 月には袁世凱が大総統に就任しました。再び人々は希望の虚妄
なること、絶望を味わうこととなりました。 
 「絶望の虚妄なる 正に希望と相同じ」というのは、こういう状況の中で書かれたもので
す。 
 
 先程述べた吉川幸次郎先生は、まだ第三高等学校3年の時、中国文学を研究しようと中国
へ行かれました。1922年（大正11年）でした。中国で中国文学の研究者になる意志を固め、
京都帝国大学文学部に入学されました。魯迅がこの詩を発表した1925年（大正14年）には、
吉川先生は卒業論文を書いておられる頃でした。そして大学院へ進学して間もなく、北京に
留学し、長く中国におられましたが、その頃魯迅は文芸活動をしていました。『野草』が出
版された頃も、吉川先生は中国におられ、その時代の若者として時代の動きを身をもって感
じておられたと思います。 
 
 魯迅は『野草』をまとめるにあたって、「題辞」を書いていますが、その中に次のように
言っています。 
 “私は私の野草を愛する。だが野草を装飾とする地を憎む。” 
“地火は地中を運行し、奔騰する。熔岩ひとたび噴出すれば、一切の野草と、および喬木
とを焼きつくす。こうして腐朽するものさえなくなる。” 
 
“私は私の野草を愛する。だが野草を装飾とする地を憎む。”この言葉は胸を刺します。社

会の歴史の中で希望を持っていじらしく咲いた野草が、どれだけ焼きつくされてきたでし
ょう。また、幾度そのことが繰り返されてきたでしょう。 
 今また起こりつつある激しい世界の動きの中で、地殻変動にもたとえられるような大地
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の動きが、今度はその上に野草の希望を単に装飾として、やがて絶望へと焼きつくすことが
ないように念じます。そして、そのことは、力でなく、人間の知性によって為し遂げられる
真の変革によってのみ、はじめて成就できるのではないでしょうか。 
京都大学で身につけた自由の気風と、そしてしっかりとした知的営為の成果を、諸君がこ

れからのそれぞれの人生の中でさらに逞しく磨きあげていくことが、諸君の人生の真の希
望に、そして、世界の希望につながるものと私は信じます。諸君の充実した人生を心から期
待して、卒業をお祝いする私のことばを終わります。 
 
参考文献 
「野草」, 竹内 好個人訳, 「魯迅文集」第二巻, 筑摩書房, 1987。 
生島遼ー, 興膳 宏編, 「吉川幸次郎集」, 現代の随想14, 彌生書房, 1982。 
高田昭二著, 「魯迅の生涯とその文学」大明堂, 1982。 
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学部入学式〔1990 年度〕 
1990（平成２）年４月11日 

 
諸君、入学おめでとう。 
今朝は本当にすばらしいお天気になりました。学内のくすの木もその若葉を春の光に輝

かしています。ここに、歴代総長、奥田 東先生（第17代）、前田敏男先生（第18代）、岡
本道雄先生（第19代）、沢田敏男先生（第20代）、そして、渡邊庸一郎先生、小堀 憲先生、
満田久輝先生はじめ多数の名誉教授の先生方の御来臨を賜り、部局長の先生方、教職員の皆
さまと共に、平成2年度の学部入学式を挙行しますことは、京都大学の最も大きな慶びであ
ります。 
この春は、文学部222名、教育学部68名、法学部406名、経済学部265名、理学部307名、

医学部99名、薬学部89名、工学部1,048名、農学部335名、合計2,839名の新入学生諸君を迎
え、また、31名の第3学年編入学者の諸君を迎えることができました。 

 
 何事も始発のときの「意志」というものが大事です。諸君は、京都大学で学ぶことを志し、
努力を重ねて、本日晴れて本学に入学しました。皆さんの輝く瞳、引き緊った頬に私は京都
大学学生としての始発における潑剌とした意欲としっかりとした意志を感じます。本学の
学風の頼もしい担い手として、京都大学は全学をあげて諸君を心から歓迎します。 
 
今日、この慶びの時に、これまでの長い年月、諸君の成長の一日一日を、そして勉学の一

年一年を、見守り、励まし、支えて下さったご家族の皆さま、先生方、諸君の友人達、そし
て、諸君がお世話になった沢山の方々に、ここで、諸君と共に、改めて御礼を申し上げたい
と思います。皆さま、本当に有難うございました。 

 
諸君の入学に当り、京都大学の歴史について、少し話しておきたいと思います。京都大学

は今、世界の最高水準の学問の府として、まさに、意気旺んであります。しかし、ここに至
る90有余年の歴史を顧みるとき、その芯に一貫して継承されて来た本学のあり方について
の意志と、その芯のまわりにあたかも年輸の如く、その時代時代の状況の中で培われ、成熟
して来たこの学問の府の根幹を見ることができます。学風は決して一朝にして培われるも
のではありません。力強く太い幹が亭亭とそびえ、枝が大きいひろがりをもつとき、その大
樹ははじめて、学風とも呼べるものをもつことができます。 
諸君を迎えるに当って、諸君をこの学風の新しい担い手として、より高く、より広く、伸

びひろがる本学の将来を諸君と共にする思いを込めて、この京都大学の学風について語り
たいと思うのです。 

 
この京都の吉田の地で、本学の開学式ともいうべき第一回の宣誓式（入学式）が挙行され

たのは、明治30年（1897）9月13日でした。木下廣次初代総長は、次のような趣旨の訓示を
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述べて、本学の独自の資性、固有の特性を強調されました。 
「大学生は、自重自敬、自主独立を期すベく、したがって指導にあたっては細大注入主義

は採らぬところであり、自発自得の誘導に努めたい。」 
 この精神は93年経った今日も承け継がれています。その第一回の宣誓式で名を署して入
学した学生は、理工科大学の土木工学、機械工学両学科の学生53名でした。こうして、“政
治の中枢から離れた学都で、自由な学問の研究を盛んにすること”を目指した新しい京都帝
国大学が誕生しました。 
制度の上でも、当時としては、極めて意欲的なものが考えられました。それまでただ一つ

あった東京帝国大学では年級制（学年制）であったのに対して、京都帝国大学では科目制（単
位制）を採りました。年級毎に各科目の成績の平均点によって進級や落第を決めることはし
ないで、科目毎に合格を決めることにしました。従って、修学年限は、3年以上6年以内と最
短と最長の在学年限を定めました。この期間に全科目の試験に合格した学生は、論文を提出
して卒業試問を受けることになっていました。この制度は、“学生の人格を認め、個性を尚
び、真理愛好の精神を涵養せんとの深き意”によるものであると述べられています。こうし
て、独自の学風を築く、第一歩が踏み出されました。 

 
理工科大学の開設から、2年を経て、明治32年（1899）9月に法科大学と医科大学が開設

され、同年の秋には、附属図書館が閲覧業務を始め、また、医科大学の附属医院（附属病院）
も内科と外科の診療を開始しました。 
明治39年（1906）9月に文科大学が設置され、京都帝国大学はその最初の設置計画にあっ

た法、文、理工、医の4分科大学が揃い、総合大学としての形をやっと整えました。その当
時の本学の学生数は1,195人でした。現在の学生数は学部、大学院を合わせて17,000人を越
えています。 
このようにして、学問の府の理想をかかげた一本の苗木はこの吉田の地に根をつけ、成長

しはじめました。しかし、時代は、厳しい寒風と、暖かい日差しが交錯する近代化への途を
模索する困難なときでした。 
この時代の京都帝国大学の内なる自由の覇気を表現し、開かれた大学の実現に尽力され

た教授の一人、谷本 富
とめり

先生のことについて話しましょう。 
谷本 富は慶応3年（1867）10月17日香川県に生まれました。その年は10月14日には将軍

が大政を奉還し、11月15日には京都で坂本龍馬が暗殺され、12月9日には王政復古の大号令
が出るという、激しく時代の移る年でありました。 
高松中学、公立高松病院医学校に学び、医学、ドイツ語、漢学、数学等を修業して、15歳

で東京へ遊学、東京同人社で英学等を学び、明治18年（1885）18歳で東京大学文学部へ入
学、哲学、そして、教育学を学びました。卒業後、山口高等中学校教諭、高等師範学校教授
等を経て、明治32年（1899）32歳のとき文部省より教育学研究のため、3年間、英仏独三国
へ留学を命じられました。 
開学間もない京都帝国大学は、谷本 富のこの留学に際して、彼にヨーロッパにおける文
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科大学の学科及び組織を取調べ、新しく設置する文科大学の構想を練るようにお願いしま
した。今から90年前のことです。 
 谷本 富は、フランスで、ソルボンヌのパリ大学文科大学、コレージ・ド・フランス、ま
た、モンぺリエ大学に学び、また、ドイツのライプチッヒ大学に学びました。 
当時の文運盛んなフランスのソルボンヌでの大学公開講義などについて、次のように述

べています。 
“蓋此の如きは學術の興隆、智識の普及という上には最必要の事だと思われる。然るに翻

って我が國既往の状態を回顧して看ると、概して大學の障壁は徒に高く、校門は永く鎖され
て居るという按排で、僅少なる學徒の外は其處に近づく事がむづかしい様である。” 
学問は人々に愛され尊敬されてこそ、文化として育つのです。彼は日本にもっと開かれた大
学を創ることを考えていました。 
 
 明治35年（1902）の暮れに、英国、アメリカ合衆国を経て帰国し、高等師範学校を辞し
て、京都帝国大学文科大学開設のため京都へ居を移しました。明治36年（1903）春のはじめ
のことです。谷本 富はこの頃のことを次のように書いています。 
“家を携えて京都に卜居したが、文科大學は容易に開設せられそうにない。……當分は理

工科大學講師として、同科學生に教育學の一斑を授ける事とし、寧ろ専ら文科開設の計劃を
廻らすべく力を盡した。” 

 
 京都帝国大学理工科大学へ着任早々開講したその講義は、たいへんな人気を博しました。 
“斯かる次第で明治36年から7年に掛けては、理工科大學の中、主として理科學生の為に「教
育學の大意」を講じ、學長はじめ教官講師の傍聴する所となった。翌年には更にその規模を
擴張し、法科大學の手廣な教室に於て開校する事とし、大學生一般に随意聴講を許す事とし
たが、題目は「教育内容の改革」として、主として固陋の旧道徳、旧思想を一洗すベく、啓
蒙的に講演したから、非常の大人気で、毎回數百の聴衆押寄せ、真に立錐の地を見ずと云う
程であった。その中には理工科の教官講師は勿論、他科大学の職員も多く交はり、又、高等
學校や中學校、師範學校の教職にある者も、特に傍聴を乞はれたのが少くなかった。” 
と彼は書いています。まさに、新生の気に満ちた京都帝国大学の面日躍如たるものがありま
す。 
 
この時の谷本 富のこの講義は後に「道徳革新論」としてまとめられていますが、それは

次のように始まっています。 
“竊に惟るに凡そ人生社會は変動性なり、常に動きて未だ定まらず。然かもその際に立って
又習慣の固定性を逞くするあり、毎に社會の動揺に反抗すること少からず。但、最後の勝利
は固より変動にあるべし。……余輩の信ずる所を敢て明言すれば、社會変動する時未だ曽て
退歩はあらず、社會は動けば則ち進む。古今社會の凋落衰廃するは、唯だ其の固着不動にし
て停滞する際に讓さるるなり。” 
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さらに、 
“従って社會の改良を企つる者は、先づ何は措きても社會の固着を防がざるべからず。…

…元来目前の計を為す者と百年の大計を立つる者とは全然その観る所を異にすべき筈なり。
今日は世人兎に角に眼前刹那にのみ意を注ぎて大観達観を務めず、特に國務に鞅掌する者
亦動もすれば年々の議會を無事通過すれば足れりとし、弥〔注：原文は糸編に彌〕縫只だ是
れ事とし、以て一時を糊塗せんとするは、余輩の與みせざる所なり。” 
そして、 
“此の機會を利用して敢て道徳革新の方針を論述し、由って以て我が國教育の内容を改善

し真個國運振起の基を定めんとす。……蓋し個人活動の自由なくして、而して國家社會の隆
昌を望むは、木に縁って魚を求めるの識あるべし。” 
自由を力説強調し、自由こそ国家社会の成熟への原動力であるとし、まことに意気盛んなも
のがあります。 
 
 谷本 富が本学文科大学開設委員として尽力した文科大学は、日露戦争終結の翌年（明治
39年）になってやっと開設されました。彼は文科大学教授として「教育学教授法」の講座を
担当しました。そして、「欧州教育の進化」、「明治教化の起源」、「宗教教育原論」等を
講義しました。 
 
大正2年（1913）5月に、澤柳政太郎第5代総長が就任し、就任2カ月後の7月になって、帝

国大学の教育改善のためとして、7人の教授に辞表の提出を求め8月に依願免本官を発令し
ました。この7人の教授の中の一人は谷本 富教授でありました。谷本 富はこのことを次
のように書いています。 
 “〔文科大學は明治〕39年からいよいよ開講に決し、自分も文科大學教授に任命せられ教
育學、教授法の講座を担任する事に成った。爾来その職に在る事満7年、大正2年の8月初に、
病気の廉で依願免官の辞令を有難く頂戴した始末だ。” 
谷本 富時に 46 歳でした。 
 今では考えられないことですが、京都帝国大学文科大学創設の功労者であり、本学の学風
の形成に最も大事な時に、極めて顕著な貢献をされた谷本 富教授を本学はこのようにし
て失ったのであります。これは、大学の自治との関係で本学が直面した最初の大きな事件で
した。 
 当時、法科大学では、“学問の進歩は、学問の独立を必要とする。教授は、官権の干渉と
俗論の圧迫の外に立つことが必要である。”とし、“教授の任免にはあらかじめ教授会の同意
を得ることを要す”との決議をしました。しかし、総長との話合いで理解に達することが出
来ず、大正3年（1914） 1月、ついに連袂辞職を決定し、学生大会でも、教官の主張が容れ
られなければ、教官と進退を共にすると決議するに至りました。時の文部省もようやく事態
を重視し、結局、教官の任免について総長と教授会との協定が差支えなく妥当であることを
承認することで事件は落着しました。大学自治への一歩ではありましたが、創設以来の得が
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たい教授の方々を失ったことは京都大学の幹に消えない暗い年輪を残したのであります。 
 やがて、大正11年（1922）になり京都帝国大学は創立以来四分の一世紀を経ました。一つ
の成熟の段階に達しました。そして、創立25周年記念事業のーつとして、同窓生による京都
大学楽友会が組織され、当時、本学工学部に着任された森田慶一先生の設計による、ヨーロ
ッパ風の典雅な『楽友会館』が建てられました。このスパニッシュ・ミッション様式を基調
とした建築が象徴するように、この頃、校庭には、“あたたかい味のある空気”が漂っていま
した。しかし、それも余り長くはつづかなかったのです。 
 
 総長室の壁に一枚の油絵が掛かっています。昭和18年（1943）の11月20日に、本学の運
動場（農学部グラウンド）で、学生の出陣を送る式が挙行されました。その学生出陣壮行式
を当時本学文学部美学の教官をしておられた須田国太郎画伯が描かれた図です。 
全体に奥深い重い灰色の中、比叡山を背景にして、黒い学生服・角帽の学生の隊列が、指

揮台に立たれる羽田 亨総長（第12代）の前を行進しています。学生の抜いた指揮刀と、肩
にした銃身が鈍く光っています。中央にある学旗の朱色が悲壮な緊張感を表わしています。 
この壮行式において、羽田総長は 
「親愛なるわが出陣学生諸君。今日諸君をして、業中にして、奪然軍に赴くにいたらしめ
ようとは。……壮き尊き命の、今日ほど軽んずべき時はないとともに、また、今日ほど重ん
ずべき時もない。……さらば顧みなくて雄々しく征き給え。神かけて、諸子の武運の長久を
祈るのである。」 
と述べられました。 
 やがて、間もなく昭和20年（1945）敗戦。京都帝国大学が京都大学と改称されたのは昭和
22年（1947）10月で、本学の開学以来ちょうど半世紀が経っていました。奇しくも100年の
歴史の中点に当ることになります。 
 創立25周年を記念して、同窓生が母校に寄贈した楽友会館も、敗戦の年の10月に占領軍
に接収され、全館の接収が解除されて再び京都大学に帰ってきたのは、10年以上経った、昭
和31年（1956）5月でした。 
京都大学は年輪を重ねながら、苦しみの時を通して、建学の精神を堅持して、今日まで“学

問の府”として充実し、成長してきました。世界のアカデミック・コミュニティーの中で、
何処へ行っても「わが母校は京都大学なり」と誇りをもって言える大学であります。 

 
 この京都大学の真の成熟のとき、やがて7年後1997年には創立100周年を迎えようとして
います。今、創立100周年に向けていろいろの計画がなされています。この1997年を中心に
1994年から2000年までの7年間を京都大学の次の100年への成熟を期して、創立100周年記
念事業の時期とする計画です。諸君は京大生としてその時期を迎えることになります。 
 諸君のこれからの充実した学生生活が、諸君の人生にとって、かけがえのない大事な輝か
しいときであることは、そのまま、このときが京都大学の学風の継承と大いなる発展の輝か
しい年輪となることです。そして、学問の府としての人類への使命はそこにこそあります。 
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 諸君、自由とは厳しいものです。しかし、自由を何よりも大事にすることが、一人の人間
のそして社会の真の成熟につながるとわれわれは信じます。京都大学の自由の学風の100年
の成熟によって、そして、その知的営為による人類の知性への貢献によって、われわれはそ
の証しを立てようではありませんか。そのことを、諸君と共にここに誓い合いましょう。 
 
参考文献 
『京都帝国大学』, 昭和18年（1943）. 
『京都大学七十年史』, 昭和42年（1967）. 
『京都大学―研究教育の現状と展望―（1989-1990）』, 「京都大学を紹介する冊子」編集
委員会, 平成2年（1990）. 
谷本 富；『道徳革新論』, 大学講義全集第一輯, 大日本図書, 大正4年（1915）. 
谷本 富；『欧州教育の進化』, 大学講義全集第二輯, 大日本図書, 大正4年（1915）. 
谷本 富；『宗教教育原論』, 大学講義全集第三輯, 大日本図書, 大正5年（1916）. 
『京都法学会雑誌』, 第9巻, 第1号, 「大学教授ノ罷免ニ関スル交渉顚末」, 京都法学 
会, 大正3年（1914）. 
『京都法学会雑誌』, 第9巻, 第2号, 「大学教授ノ任免ニ関スル事件ノ経過及解決」,  
京都法学会, 大正3年（1914）. 
『澤柳全集』, 第 l 巻, 「教育学批判」, 澤柳全集刊行会, 大正 14 年（1925）. 
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大学院入学式〔1990 年度〕 
1990（平成２）年４月 11 日 

 
諸君、大学院研究科への入学、進学おめでとう。 

 本日ここに、前総長 沢田敏男先生、名誉教援の内田洋一先生、小堀 憲先生の御臨席を
賜り、研究科長、部局長、教職員の皆さまとともに、平成2年度の大学院入学式を挙行し、
諸君を迎えますことは、本学の最も大きな慶びであります。 
 大学院こそは、教育と研究が一体となり、教官と学生が研究者として、共に学び、共に研
究のよろこびを分ち合える学問の場であります。そして、大学院は、一人の研究者が志を同
じくする世界の多くの研究者と知的交流をして、共に限りなく真理に近づくよろこびを、新
しいものを創り出す感激を、国を越え、文化を結んで分ち合える学問の場であります。 
 
 諸君が、学の攻究をさらに進める強い意志と情熱をもって、この度、めでたく大学院へ入
学・進学されましたことは、もとより諸君のこれまでの日々の研鑽のたまものであります。
また、諸君がひたすらに研究の道を進むことに対するまわりの方々の深い理解によるとこ
ろも大きいと思います。この入学・進学のときに当り、それらの方々に改めて、諸君と共に
感謝したいと思います。 
 
 今年度の修士課程入学・進学者は、文学研究科72名、教育学研究科16名、法学研究科22
名、経済学研究科22名、理学研究科176名、薬学研究科40名、工学研究科615名、農学研究
科146名、合計1,109名であります。 
また、博士後期課程入学・進学者は、文学研究科59名、教育学研究科17名、法学研究科17

名、経済学研究科14名、理学研究科120名、医学研究科115名、薬学研究科20名、工学研究
科95名、農学研究科74名、合計531名であります。 
 
 京都大学は、諸君を、本学の学風を共に担い、共に本学の学問の伝統を継承して、それを
より深く、より高く、より広く発展させる共同研究者として、心より歓迎します。 
 
 昭和28年（1953）に京都大学に新制度による大学院が開設されまして以来、京都大学大
学院修士課程修了者の平成元年度までの累計は、文学研究科2,536名、教育学研究科555名、
法学研究科479名、経済学研究科442名、理学研究科3,849名、薬学研究科884名、工学研究
科14,070名、 農学研究科3,195名、合計26,010名となりました。 
 また、新制度発足以来、博士の学位取得者累計は、文学博士245（25）名、教育学博士51
（6）名、法学博士90（9）名、経済学博士121（10）名、理学博士2、379（1,273）名、医
学博士2,491 （1,204）名、薬学博士717（297）名、工学博士3,495（1,131）名、農学博士
2,227（637）名、〔（ ）内の数字は課程博士で内数〕で総計、課程博士4,592名、論文博士
7,224名、合計l1,816名となりました。 
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これらの方々の学問の進歩へのご貢献と、現在の社会の各分野での目覚ましいご活躍は、
京都大学の大きな誇りであります。 
 
 学術研究は、その水準が高ければ高いほど個性的であります。そこには研究者一人ひとり
の個性が輝く独創性があります。そして、また、一人ひとりの個性が輝くとき、その深い基
底にはそれぞれの文化の個性の尊さが見えます。そこにこそ、人間社会の歴史における学問
の貢献があると思います。その時代時代において、文化の華が大きく開くとき、そのはじめ
には必ずと言ってよいほど、文化の出会いの感激と新鮮な共感があることを知ることがで
きます。 
 
 パスカル（Blaise Pascal, 1623～1662）は、17世紀の中頃、1646年の秋10月彼が23歳のと
き、たまたまガリレイ（Galileo Galilei, 1564～1642）の弟子トリチェリー（Evangelista 
Torricelli, 1608～1647）が、1644年に行った真空についての最初の実験のことを聞きまし
た。トリチェリーはこの真空の実験を彼の師ガリレイの示唆によって始めたのでしたが、師
の没後間もなく成功したものです。この実験のことがパスカルの自然科学者としてのその
後の運命を決定したとも言われています。彼の『真空に関する新実験』から『流体の平衡に
関する大実験談』、『流体の平衡について』、そして、『大気の重さについて』に至る論文
にあらわれるパスカルの実験と思索の軌跡は、三百数十年経った今でも、読む者に新鮮な感
動を覚えさせます。 

真空あるいは、虚無ということは、17世紀においては、哲学の分野でも自然学の分野で
も極めて重要な課題でした。とりわけアリストテレスの自然学を祖述する学者のあいだで
は、“自然は真空を怖れており、これを絶対に許しえない”というのが通念で、真空の存在を
否定していました。 

 
パスカルは幾多の新しい実験と不断の考察を経て、次のように結論しました。 

「私は以上の論文において、従来、自然が真空を避けるために生じさせるものだと考えられ
ていたすべての現象を全般的に論じてきたのであるが、そこで私の示したことは、それらの
現象がかかる想像上の原因から生じるとなすのは絶対に誤りであるということであった。 
反対に私は、大気の重さこそがそれの唯一の真なる原因であることを、絶対に確実な理由

と実験とによって示したのである。それゆえいまでは、自然のうちにあらわれるいかなる現
象も、自然が真空を避けるために生じさせるものでないことは確かである。 
 そこから一歩を進めて、自然が真空に対して何ら怖れをいだいていないということを示す
のは、難しいことではないであろう。なぜなら、そういうことばの使いかたは適切ではない
からである。というのも、いま問題になっているこの造られた自然は、魂を有していないも
のであってみれば、それが何か感情をいだくというようなことはありえないからである。」 
パスカルが、真空に関する論文のための序文として起草した『真空論序言』（1651年頃書

かれたものと推定される）は、彼の死後発見されて、1779年『哲学に関する権威について』
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という題で発表されました。その論文の最後はつぎのように結ばれています。 
 「古人が自然は真空を許容しないと確信した時、彼らは彼らの試みたすべての実験におい
て自然がそれを許容しなかったことを意味したのであり、彼らの知識のなかにないものま
でをそれに含めることは、無謀のそしりを免れなかったであろう。――― 
あの古代性がいかに有力であるにせよ、真理は、新しく発見されたものでも、つねにそれ

以上に有力であるはずである。 
というのは、真理は、それについて人々がいだくあらゆる見解よりもつねにより古いもの

であり、もしそれが認識されはじめた時に存在しはじめたと想像するならば、その本性を知
らないことになるからである。」 
学問、人間の知的営為の継承の基本はここにあると思います。 
 
最近、大学院改革がいろいろの方面で論じられています。しかし、大学院改革への本学の

基本姿勢は、 
 「大学院改革の方向は、あくまでも永年培われてきた本学の学問の伝統における高い水準
を維持し、国際的にも最も卓越した大学院としての評価を目指すものでなければならない。」 
ということであります。そして、 
 「大学院の存立する基調は、どの研究科にあっても、あくまでも、学術研究の推進によっ
て、いわゆる往聖のために絶学を継ぐべき研究者の養成におかれており、その中にあって、
大学および研究科の自主性のもとで、社会の多様な要請に対応しうる枠組を構築するとい
う発想が、あらゆる大学院制度の改革において、必要であるといわねばならない」と考えら
れます。〔「制規等専門委員会（委員長赤井浩一教授）報告」, 『京大広報』No.372別冊, 
1989.6.1〕 
 
 諸君のこれからの大学院における攻究が真に実り多いものであることを期待します。 
諸君の一人ひとりの充実した研究生活こそが、本学の学問の府としての存立の基盤をよ

り強固なものとし、諸君の自由で独創的な発想こそが、本学の学術研究の将来をよりダイナ
ミックなものにする原動力であります。 
 
参考文献 
パスカル；『科学論文集』, 松浪信三郎訳, 岩波文庫33―614―1, 岩波書店, 1953. 
『パスカル』, 前田陽一編, 世界の名著29, 中央公論社, 昭和53年（1978）. 
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修士学位授与式〔1990年度〕 
1991（平成３）年３月 23 日 

 
新修士諸君、おめでとうございます。 
本日ここに、元総長奥田 東先生の御臨席を賜わり、各研究科長、部局長の先生方、教職

員の皆様と共に、平成2年度修士学位授与式を挙行し、文学研究科64名、教育学研究科16名、
法学研究科22名、経済学研究科17名、理学研究科182名、薬学研究科38名、工学研究科581
名、農学研究科140名、合計1,060名の諸君に京都大学修士の学位を授与いたしました。 
 
昭和28年（1953）に、本学に新制度による大学院修士課程が設置されましてより38年が

経ちました。昭和30年（1955）3月の第1回の修士学位授与式におきまして、285名の京都大
学修士が誕生しましてより、本日の新修士諸君を加えて、これまでに27,070名の修士の諸君
を本学は送り出すこができました。 
 わが国の高等教育・学術研究の場に定着し、かくも充実しました修士課程の重要性は、今
さら申すまでもありません。わが国の戦後の復興とその後の社会の着実な成熟への道にお
ける、歴代の修士諸君の活躍と、国際的な貢献は誰もが認めるところであります。学問への
情熱に満ちた、これほど高い水準の本学の大学院修士課程は、世界の学界において極めて高
い評価を受けています。これだけの実績を基盤にして、将来のために大学院における教育研
究環境を抜本的に改善することは、今や国家の緊要な急務であります。近時、わが国の文教
政策についての論議において、活性化、高度化が唱えられておりますが、現に、学問的情熱・
活力に満ち満ちて、国際的にも極めて高い学問水準をもち、今日ここに集まった諸君のよう
な俊才を年々送り出している大学院にこそ、まず教育研究環境の抜本的な改善を実施すべ
きです。長期的観点に立った学術振興こそが、国際社会、人間社会の将来へのわが国の真の
貢献となりうるものであると信じます。 
 
 諸君を2年前の春大学院の修士課程に迎えたときの大学院入学式（平成元年4月11日）に
おきまて、私は、清風荘の庭の作者小川治兵衛の作庭のことを話し、ひとりの人間の成熟と
伝統についての思いを語りました。そして、「これから、研究を通して自分を見つめ、人生
を楽しみ、歴史を味わい、自らの成熟が実感できるような充実した大学院学生生活を送って
ほしいと思います」と、歓迎の辞を結びました。それから、早や、2年経ちました。そして、
今朝、諸君の門出のときを迎えました。 
 
 私は諸君への餞の言葉として、“激動のときにこそ、不動の心を”と言うことばを贈りたい
と思います。 
 この2年間、世界の情勢は、大きく動いてきました。“激動の時代”とか“地殻変動”といっ
た表現が、しばしば使われています。ヨーロッパでも、アジアでも、アフリカ、中南米、そ
して中近東でもこれまでの体制から、新しい秩序への苦闘が繰返されています。一つのトリ
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ガーが、いま一つのトリガーを誘発し、それが、また別のトリガーと連動するといった具合
に、これらの変動を惹起する内部エネルギーは、深いところで広く連なっているように思わ
れます。一つ一つの事態の推移は、他の地域での情勢を受けて、さらに増幅されます。その
中では、緊急な、いわゆる危機管理の対処も必要でありましょう。しかし、そうした短期的
視点の議論が、“民族の歴史”や”地球規模での新しい秩序”といった極めて長期の人類の課題
と同じ平面で討論され、いわゆる“正義”の名の下に圧倒的な武力によって処理されてしまう
ことは、事態をより深刻な混迷に導くもののように私には思えるのです。“激動のときにこ
そ、不動の心を”と言いましたのは、 これからの社会を作ってゆく諸君に、激動への受動的
順応能力にのみ気をつかうのではなく、その根底にあるものを見据えて、“何をなすべきか、
如何に生きるべきか”を自分の足で立って、考え、表現し、行動してほしいと思うからであ
ります。それが知性というものであると思います。激動の時ほど、過去が現在に顕われ、ま
た、現在から未来が望めます。そして、その時こそ真の知性が求められる時であります。今
ほど一人ひとりの知性が大事なときはありません。 
 
 随分以前のことですが、私はこんな体験をしました。遠泳をした時です。海は荒れ模様で
した。長時間泳いで目的の岬に近づいていました。波の底にあるときは、まわりはすべて水
の壁に囲まれますが、時に波の頂に体が浮き上った時に、岬が見えるようになりました。そ
ちらへ波に身をまかせながら泳いで行きますと、足に時々藻のゆらぎが触れるようになり
ました。あと一息と、力をふりしぼって、波に押され岬にいよいよ近づくと、足の先が確か
に海底の砂に触れました。やがて水の中で立つ事が出来た時、その海底に立った足の感触は
強い感動を伴って、全身に伝わりました。その感動は強烈なものでした。幼いときに受けた
感動が無意識のまま脳裏に深く刻み込まれており、それがその時の刺激で急に意識の中に
顕われたのかも知れません。岸辺について、水の中では立っていたのに、全く立てない事に
気付き四つん這いになって追って来る波を逃れて砂の坂をのぼり、やっと二本の足で立っ
て、波打ちぎわから泳いで来た遠い海を眺めた時の何とも言えない爽快さは忘れられませ
ん。 
 
 かえり見て、私はまだ、“僕の前には道はない、僕の後ろに道は出来る”などと言うことは
出来ませんが、しかし、若い時のその感動を持ちつづけ、自分の足で、学問の道を歩みつづ
けて来ました。その道すがら会った友人達、そして、その道を歩みながら眺めた学問と人間
の歴史の風景、楽しい道程はまだまだ遥かにつづきます。 
たいへん個人的な感慨を述べましたが、これから出発される諸君に、自分で何をなすべき

かをしっかりと考えて、自分の“不動の心”をもって激動の中でしっかりと歩んでくれること
を心から念願します。“激動のときにこそ、不動の心を”という餞の言葉をもって私のお祝い
の辞を結びます。 
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卒業式〔1990 年度〕 
1991(平成 3)年 3 月 25 日 

 
諸君、卒業おめでとう。 
本日ここに、元総長 奥田 東先生、そして、田中周友先生はじめ多数の名誉教授の先生

方の御臨席を賜わり、部局長の先生方、教職員の皆様と共に、平成2年度の卒業式を挙行し、
文学部213名、教育学部68名、法学部384名、経済学部263名、理学部287名、医学部117名、
薬学部72名、工学部941名、農学部308名、合計2,653名の諸君に合格証書を授与することが
できました。これは、本学の最も大きな慶びであります。 
 
 京都大学は、明治30年（1897）に創設されて以来、94年間、世界の中の学問の府として
成熟し、今日に至りました。その間、旧制時代に49,712名の卒業生を送り出し、そして戦後、
新制度になりましてから、本日の81,582名の卒業生を送り出すことになりました。創立以来、
本学の卒業生は合わせて、131,294名となりました。 
今日、自信に満ちた輝かしい眼をもった意気盛んな諸君の卒業を祝うことは、本当に嬉し

いことであります。これまで諸君の学習の年月を支えてくださった御家族の皆様、諸君の成
熟の一歩一歩を導いてくださった先生方、共に励まし合い諸君の日々を楽しく深みのある
ものとしてくれた友人達、そして、諸君のお世話になった総ての方々に、ここで諸君と一緒
に心から感謝したいと思います。 
今日は、卒業生を送るに当たり、これから社会のいろいろな分野で活躍をはじめる諸君、

あるいは、学問研究の世界に研究者として第一歩を踏み出す諸君、自分で考え、自分で歩き、
自分の人生を生きる諸君に、「孤独」ということについて少し話したいと思います。 

 
 “孤独は、人のふるさと”、また、“孤独とは生きることの本質的な地盤である”と言われま
す。ここで私の話そうとする「孤独」というのは、受身の立場での「孤立」ではありません。
孤独というのは、一人ひとりが自分自身をしっかりと見つめ、自分自身の目で周りを見て、
人生を生きつつ自分を創るなかで、独自の激しい意志を内に燃やしている状態であります。 
今、世界は「地球の時代」と呼ばれるほど、人間社会での人々の相互依存が強くなってお

ります。人と人との関係、まちとまちとの関係、国と国との関係、民族と民族との関係、全
ての意味において、この地球上の人間社会の一員ということを意識しなければならない時
代になっております。しかし、それと同時に、それぞれの文化から一人ひとりの個性に至る
まで、その独自性を意識し、表現する、「個性の時代」でもあります。普遍性（Universality）
と多様性（Diversity）とが、あらゆる立場、いろいろの局面で重要な課題として論じられて
います。 
力による抑圧によって保たれて来た一つの体制が、独自性の主張、独立という意識をもっ

て、より活気ある新しい秩序を求める動きによって激しく揺れています。そしてそのことが、
新しい安定の枠組みを模索する、より現実的で多様な動きにもつながっています。歴史は連
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続の中の一つの節目を迎えつつあるように見えます。ここで大事なことは、孤独についての
しっかりとした意識を自分のものとして身につけることです。それは全体のつながりの中
で自分というものを持ちつづける勇気であります。 
 孤立するのが恐ろしくて、何も言えない何も考えられないというようなことでは、将来に
理想を生かそうとする意欲、すばらしい世界を創ろうとするお互いの成熟した協調は生ま
れません。それぞれが孤独に耐える勇気を持って、自分の考えを力強く表現し、それが集ま
ってこそ、一つの民族としての独立もあり、一つの国としての理念も生まれ、新しい世界へ
の道が拓けてくるのであります。京都大学の自由の学風を身につけて、これから第一歩を踏
み出す諸君に、ぜひこのことを考えていただきたいと思います。 
 
 17世紀の後半からのヨーロッパは激動のときでした。その中でジャーナリスト、経済人、
政治運動家として、苦難の時代、激しく揺れ動く英国の社会を多彩に生きたダニエル・デフ
ォー（Daniel Defoe, 1660～1731）が、1719年、今から272年前に、『ロビンソン・クルー
ソーの生涯と冒険』（The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe）と
いう物語を書いて出版しました。このデフォーの生涯の背景にあったその頃のイギリスの
宗教的、政治的、社会的な混乱や苦難、あるいはヨーロッパを中心とした世界の胎動が、彼
をしてこの物語を書かせたのだと思います。 
 イギリスでは、16世紀の初頭に絶対主義体制が確立しました。エリザベス一世（Queen 
ElizabethⅠ, 1533～1603）の在位（1558～1603）の時代は絶対主義の最盛期であるととも
に、イギリスの国運の隆盛期でもありました。紛糾していた宗教問題にも一応の解決を見ま
したが、執拗な経済不況を乗り切るために海外に発展し市場を拡大することが不可避であ
りました。1600年には、東インド会社（East India Company）が設立され、女王はそれにイ
ンド貿易の独占権を与えました。この間に、ロンドンは人口が倍増して、20万人の大都市と
なり繁栄しました。 
王政と社会の矛盾は、エリザベス一世の治世の晩年から次第に激化して、1640年代に入

り、ついに清教徒革命（Puritan Revolution）が起こりました。ロンドンに本拠を置き、東
部・南部の大商人、進歩的ジェントリーを中心とした議会派（主として清教徒）と、北部・
西部の貴族、保守的ジェントリーを中心とした王党派（主として国教徒）が対立して市民革
命が勃発し、国王の絶対主義的権力は打ち破られ、1649年、国王チャールズ一世（Charles 
Ⅰ, 1600～1649）は処刑されました。しかしながら、この市民革命の結果、革命派によって
王党派の土地は没収され売却され封建的勢力の基盤は破壊されましたが、それを買いとっ
て大商人やジェントリーは所有地を増大させ、地主と農民との間の封建的関係はそのまま
残りました。 
 チャールズ一世の処刑後成立した共和制のもとで政権を握った独立派は、民衆運動を弾
圧する一方、古い勢力と妥協して保守化し、国民の間に不満が高まり、王政の復活を望む機
運が次第に強くなりました。清教徒革命に敗れ、フランス、オランダに9年間亡命していた
チャールズ二世（Charles Ⅱ, 1630～1685）は、1660年になって王政復古の機が熟すると、
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「ブレダ宣言」（Declaration of Breda）を発して、議会の尊重や信仰の自由を約束して帰国
し、王政復古が実現しました。 
デフォーがロンドンに生まれたのは、この年です。チャールズ二世は帰国後、「ブレダ宣

言」を破る政治を強行し、反動的専制的態度に出て、再び、議会を刺激しました。政治の混
迷、宗教の対立、社会の不安がまた拡がる中で、1665年にはロンドンは史上最大のペストの
流行にみまわれ、7万5千人もの死者が出て、多くの市民は難を逃れて市を離れました。その
翌年1666年の9月のはじめには、ロンドン橋の近くのベーカリーからでた火が、ロンドンの
大半を焼きつくす大火となり、1万3千戸の家屋が灰燼に帰しました。これらの事態は、幼い
デフォーに強い印象を与えたものと思われます。 
 名誉革命（Glorious Revolution）によってジェームス二世（James Ⅱ, 1633～1701）がフ
ランスに亡命させられたのは、1688年、デフォー28歳のときでした。その後の立憲体制は
次第に固まり、神聖なる王権の時代から近代化へと、歴史の流れはやがて、激流が岩を噛む
革命の世紀へとさしかかって行くのでした。そういう時代の渦の中で、実業家として、また、
ジャーナリストとして精一杯生き抜いていたデフォーは、非国教徒（Dissenter）の立場を
貫いていました。彼が42歳のときに書いた The Shortest Way with the Dissenters は世の中
の物議を醸し、彼は牢につながれることになりましたが、これがデフォーの作家としての道
をひらいたとも言えましょう。『ロビンソン・クルーソー』を書きはじめたときは、もう60
歳近くになってからでした。 
 
この物語を読まれた諸君も多いと思います。父の忠告に背いて家を出て冒険の旅に立っ

た若いロビンソン・クルーソーの乗った船が難破し、唯一人で絶海の孤島の砂浜に漂着しま
す。そして、その無人烏で孤独の苦しみを味わいながら、自然の中に身を委ね、合理的な計
画を立てて28年間営々と働き自分一人の王国を建設します。しかし、終には迎えの船が来て
故郷の人間社会に帰り物語は終わっております。その中で何が語られようとしているのか
は、それを読む人によって、またその時代の背景によって、いろいろに読み取れます。確か
にこれほど多くの人々に影響を与えた物語も少ないと思います。皇帝の時代から革命の時
代へと、17世紀から18世紀に移る過程にあったヨーロッパで、そして、19世紀日本の近代
化の道においても、多くの人々に強い影響を与えた本であります。私は、その物語の主題は
「孤独」であると思います。そこには、近代的人間の原形があるとも読めます。 
 
 デフォーは、この物語の第3部に当たる『ロビンソン・クルーソー反省録』（The Serious 
Reflections of Robinson Crusoe, 1720）において、 
「……たしかに私は、孤島で28年間も孤独な生活を享受したといえる。しかし、こうやっ

てものを書きながらも、世界中でも一番群衆の集まっている都会、つまりロンドンの真っ只
中において、私が現在享受している孤独は、はるかにそれ以上のものなのだ。」 
と、ロビンソン・クルーソーに言わせております。この冒険物語は、絶海の孤島という舞台
において、近代化の入口に立った一人の男の孤独を掘り下げ、語らせたものであります。 
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 「……さらに、ひとしきり走ると、もう陸地だった。すっかり喜んで崖によじのぼり、草
の上に腰をおろした。波はここまではもうやってこなかった。」 
こうして、ロビンソン・クルーソーの孤島でのただ一人の生活が始まりました。しかし、

作者は、彼を自然の中に全く置き去りにはしませんでした。野生にはかえることのできない
近代的人間の宿命を負っている彼に、生活上の最小限の道具と、相手を殺すことによって
“正義”を行う武器を与えました。多少の不自然をかまわず舞台装置を加えたのです。 
「……船はまだ沈まずにまっすぐにうかんでいるようすであった。船に行けたら、少なく

とも必要な手廻り品が手に入るのだがと思った。……本船が沈まないであのままの姿でま
っすぐ海上にある間は、もってこられるものなら一切合財もってこなければならないと私
は思った。……」 
「必要な物質を確保したいという欲望が、他の場合にはとても考えられないことをする

勇気を私に与えたのだった。……何が一番必要かとよく考えたあげく……三つの箱のうち、
最初のものには食料品をつめた。……衣類も必要だが、ほかにもっと手にいれたいものがあ
った……陸地でまず必要な道具類などがそうだった。……次にほしいものは弾薬と武器だ
った。」 
 
 彼は、一人で島の上での生活の基礎を築き始めるのですが、まず孤独に堪えねばならなか
ったのです。 
「……沖を通る船を見つけられるものならと思い、小高い山の頂上にいって海上を見回し
たい気持を自分でどうすることもできなかった。頂上に登ってみているとずっと遠方にた
しかに船影を認めたような気がして、小躍りして喜んだ。なおその影をみていたがしまいに
はほとんど眼がぼんやりしてきて、最後にはすっかり見うしない、しまいには地上に伏して
子供のようにただ泣くのみであった。」 
そしてまた、彼は思索にふけります。 
「自分があきるほど今まで見てきたこの大地と海、いったいこれはなんなのであろうか。

……生きとし生けるものはみななんなのであろうか。またどこからきたのであろうか。いう
までもなく、われわれはすべて、ある秘められた＜力＞によって、大地と海、大気と青空を
作った＜力＞によってつくられている。だがその＜力＞はいったいなにものなのだろうか。」 
島での生活の基盤を固めて、あるときただ一人の島をめぐって、彼は次のようにも思うの

です。 
「なんとも言えないひそやかな喜びの情がふつふつとわいてきた。これはみなわたしの

ものだ、わたしはこの国の侵すべからざる王であり支配者なのだ、わたしの所有権は誰がな
んといおうと絶対なものだ、という思いがした。」 
 
 ただ一人営々として生活をきりひらき、ものを作り、喜び、悲しみ、祈り、呪って、日々
を送るロピンソンは、やがて、自然の驚異よりも、何よりも、人間を恐れる人間となって、
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彼はある日海岸で人間の足跡を発見しました。 
 「……砂の上に紛れもない足跡が一つはっきりと残されているではないか。私は棒立ちに
なったままたちすくんだ。まさしく青天の霹靂であった。……混乱に混乱しきって気が変に
なった男みたいに、さんざんわけのわからないことを考えたあげく、私は自分の要塞に帰っ
た。……ただ心の底までおびえきってしまい、……いかにとりとめもない妄想が次から次と
私の頭脳をかすめ去っていったことか。」 
 「私のただ一つの苦悩は、人との交渉から絶縁されているということであった。はてしな
い大海原にかこまれ、人間の世界から遮断され、私のいわゆる沈黙の生活に運命づけられて、
ただ独りであるということであった。……ところが、その私が今や人間にあうかもしれない
という不安に恐れおののいているではないか。一人の人間がこの島に足跡を印したという
その影におびえ、その無言の姿におびえて今にもくずれそうな有様ではないか！」 
それからあとの彼の島での生き方は、もはや、孤島での自然の中の聖人への道ではなく、

18世紀のヨーロッパ社会の俗人たちの縮図がこの小さい島の中で繰り広げられるのであり
ます。 
 
 『ロビンソン・クルーソー』が出版されてから、約40年後にジャン＝ジャク・ルソー（Jean-
Jacques Rousseau, 1712-1778）は『エミール』（Emile, 1762）に次のように書いています。 
「わたしたちにはどうしても書物が必要だというなら、わたしの考えでは、自然教育のも

っともよくできた概説を提供する一巻の書物が存在するのだ。……そのすばらしい本とは
どんな本なのか。アリストテレスかプリニウスかビュフォンか。いや、ロビンソン・クルー
ソーだ。……」 
「偏見のうちから、物事のほんとうの関連にもとづいて判断を整理するもっとも確実な

方法は、孤立した人間の地位に自分をおいて考えてみることだ。……」 
「自然的な技術は一人の人間で十分にできることだが、それをやっているうちに、多くの

人の協力を必要とする工業的な技術が求められる。孤独な人間でも自然的な技術は持つこ
とができるが、工業的な技術は社会においてのみ生じてくるもので、社会を必要なものとし
ている。……」 
ルソーも、この『ロビンソン・クルーソー』には近代的人間の原形があると言うことを書

いております。近代化とはどういうことだったのでしょうか。 
 
 日本の幕末、ペリー（Matthew Calbraith Perry, 1794～1858）来航の数年前、江戸に遊学
中の黒田麹盧（1827～1892）が、オランダ語訳の『ロビンソン・クルーソー』全巻を読み、
それを抄訳して『漂荒紀事』と題しました。嘉永 3年（1850）、黒田 23 歳の年であります。
それは、この物語のわが国で初めての翻訳でありました。 
黒田麹盧は、文政10年（1827）に膳所藩校遵義堂頭取黒田扶善の次子として生まれまし

た。名は行、または行元、通称行次郎、字は大道と称しました。酒をよく嗜み、後に麹廬と
号しました。彼は天保14年（1843）、17歳の時、父命により大坂の緒方洪庵（1810～1863）
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の適塾に入門いたしました。適塾が開かれてまだ間もない頃でした。しかし、膳所で攘夷論
が盛んになり、蘭学の勉学を一時断念せねばならなくなりました。緊迫した社会の情勢下で、
再び蘭学の修業を志し、嘉永元年（1848）に江戸への遊学を決意しました。 
 
 それまでの日本における蘭学は、実用の学として、天文・地理や兵書、また、医学書が多
く翻訳され活用されてきました。幕府もその限りにおいてこれを認めていました。しかし、
蘭学を通じて蓄積された海外事情についての知識は、実用の学にはとどまらず天下の政策
にまで影響を与えつつありました。ヨーロッパの列強が競って貿易を盛んにし国の富を増
やし、武力を強化して植民地政策を進め、市場を独占しようとする17世紀以降の勢いはアジ
アに及び、特に、阿片戦争（1839～1842）によるイギリスの中国侵略は、識者に強い危機
感を与えていました。蘭学は単にヨーロッパの科学技術を学ぶためではなく、各藩独自の富
国強兵の指針となり、西洋事情の情報収集の窓となりました。それは、各藩の幕府の統制か
らの離脱の動きにつながりました。力による統制が弱体化するとき、昔も今も、それを止め
ようとする最悪の方法は、情報の制限と弾圧であります。田原藩の家老の渡辺華山（1793～
1841）や蘭学者・博物学者の高野長英（1804～1850）らが「蛮社の獄」によって投獄され
たのは、天保10年（1839）でした。華山は蟄居の判決を受け、2年後に自殺に追い込まれ、
長英は永牢となりましたが、 6年後脱獄して潜伏、弘化4年（1847）に『知彼一助』（彼ヲ
知ル一助）を著しましたが、幕吏に追われ再び潜行して嘉永3年（1850）についに自殺しま
した。若い黒田麹盧が『漂荒紀事』を書き上げたのはその年でした。 
 
 幕府は、その嘉永3年9月に、「近年妄りに奇説を翻訳して俗耳を驚かす者がいるが、今後
は厳しく吟味を加える」という禁令を出しました。彼はこのような社会状況の下で、やむな
く、『漂荒紀事』を匿名にしました。もちろん公の出版は出来ません。しかし、彼の原稿は
幾多の写本となって世に広まり、多くの読者を魅了しました。新島 襄（1843～1890）も
その一人で、彼はこの本を読んで決意し元治元年（1864）に密出国してアメリカへ渡りまし
た。 
京都大学附属図書館には、安中候板倉勝明所蔵本を書写した写本全3巻があります。また、

黒田家から寄贈された草稿三巻本も蔵されています。これらは、この度、黒田麹盧について
の研究成果とともに京都大学学術出版会から出版されました。特に推敲・添削を重ねた草稿
は、風雲急な世にこの名訳を送る著者の気魄が直に伝わって来るのを感じます。 
 
 彼は蘭、英、仏、独、梵語を学び、著書や訳書が約110種もあり、36歳のときから3年半の
間、幕府の開成所の教授も勤めました。彼の博学には、後に福澤諭吉（1835～1901）をし
て、「今日に於て恐るべき事は、ただ一の黒田麹盧あるのみ」と言わせたと伝えられていま
す。 
黒田麹盧は、明治維新（1868）のときには41歳ですが、官に就かず故郷で学究の徒として

過し、明治25年（1892）に66歳で没しました。幕末から明治へ、激動の時代を優れた識見
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をもって学問に打ち込み、それだけにまた、学問への政治権力の介入について厳しい経験を
重ねた彼が、新しい権力の中枢に学識をもって加わることなく、己の一生を全うしたのは、
あるいは、若い時に熟読し翻訳した『ロビンソン・クルーソー』の中に、彼もまた彼自身の
孤独の道を見出したからかも知れません。 
今の時代に孤独というもの、自分自身というものを見つめるということ、世の中が激しく

動く時にその表面にある激動を追うだけではなく、その底にあるものを自分で見極めるこ
と、そして、自分が何を求めて生きるのか、どういう社会を創っていこうとしているのか、
そういうことをじっくりと考える自分自身の自覚・意志が大事なことを重ねて思うのであ
ります。そのような一人ひとりの孤独に対する勇気が本当の意味で集まって、そしてよりよ
い世界ができてゆくのだと私は思います。 
 今まで、諸君は大学の中ですばらしい毎日を送ってきました。友人もできました。これか
ら、社会に出ていきます。その時に決して孤独を恐れてはなりません。この時こそ自分とい
うものを持つ勇気を持って欲しいと思います。そしてそれは決して外に対して閉ざされた
自分であってはなりません。広い視野と深い思索をもって、自分というものを磨くこと、そ
の中にこそ孤独を楽しみ孤独を自分の生きる基盤とし、それを社会に役立たせる力が、勇気
が生まれるのだと思います。 
今日、諸君の卒業をお祝いして送り出すに当たり、私は、京都大学の自由な学風の中で学

業を終えて、これから出発される諸君が、もう一度これからの自分、これから創ろうとする
自分をここで考えて、「これからはじまる」ということを卒業の時に考えてほしいと思いま
す。 
諸君、卒業おめでとう。孤独を楽しむ勇気をもって、充実した日々の人生を送って下さい。 
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学部入学式〔1991 年度〕 
1991（平成３）年４月11日 

 
諸君、入学おめでとう。 
本日、ここに、元総長 奥田 東先生（第17代）、元総長 岡本道雄先生（第19代）、前総

長 沢田敏男先生（第20代）、そして、渡辺庸一郎先生、田中周友先生、小堀 憲先生、久
米直之先生はじめ、多数の名誉教授の先生方においでいただき、部局長の先生方、教職員の
皆様と共に、平成3年度の学部入学式を挙行し、諸君を迎えますことは、京都大学の最も大
きな慶びであります。 

 
この春は、文学部242名、教育学部75名、法学部415名、経済学部282名、理学部326名、

医学部102名、薬学部87名、工学部1,069名、農学部338名、合計2,936名の新入学生と、34名
の第3学年編入学生及び3名の再入学生、総計2,973名の諸君を迎えることができました。諸
君は京都大学で学ぶことを志して、努力を重ね、力強く難関を越えて、晴れて京都大学生と
なりました。本学の学風を継ぐ頼もしい担い手として、全学を挙げて、諸君を心から歓迎し
ます。入学式の主役は言うまでもなく、入学生諸君であります。この日この時に諸君の心の
中にしっかりとした始発の意志を刻み込んで下さい。 
 
今朝、この慶びの時に、これまでの年月、諸君の成長の一日一日を、勉学の一年一年を見

守り、励まし、支えて下さったご家族の皆様、諸君を教え導き、そして人生の意義を自覚し
て進む力を与えて下さった先生方、楽しく語り合い、共に学び励まし合い、共に生きる喜び
を分ち合うことの出来た友人達、そして、かげにひなたに諸君を見守って下さった多くの
方々に、諸君と共に、改めて感謝したいと思います。 

 
京の春、桜は東山のふもとから北山のすそをまわり、そして西山のあたりまで、この都を

めぐり、春の雨は若々しい木々の芽に生気の輝きを与えています。 
8世紀の末、延暦13年（794）にこの地に都が定められて以来、都の宿命としてここは調和

よりもむしろ相剋の地でありました。1200年の時代の重層は、ここに独特の多様性を定着
させました。新しい時代の思潮は伝統と対峙しつつ成熟し、古い伝統は新しい風潮の中でさ
らに洗練され、そのようにして、一つにまとまるのを不断に打破しつづけて、次の時代への
創造がなされて来ました。そんな風土の中に、京都大学が生まれ、そして学風が培われまし
た。京都大学が自由な学風を大切にし、学問における独創性を強調するのもそんなところに
根源があると私は思います。 

 
今日は、この京都大学の創立から間もない頃、解剖学者、人類学者として、学問の発展に

貢献された足立文太郎先生（1865～1945） のことを話しましょう。このような先達一人ひ
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とりの学問への対し方、生き方が、織りなされて今日の本学の学風が形成されてきました。 
足立文太郎先生は、慶応元年（1865）6月15日静岡県伊豆の国田方郡上狩野村に生まれ、

韮山小学校、韮山尋常中学校そして駿河の国の沼律尋常中学校で学びました。明治15年
（1882）の春、17歳の時東京へ出て、独逸学校、東京外国語学校、東京大学予備門を経て、
明治22年（1889）に帝国大学〔明治19年（1886）に東京大学を帝国大学と改称〕医科大学
に入学しました。明治27年（1894）に医科大学を卒業して母校の解剖学の助手になりまし
た。そして、明治31年（1898）に第三高等学校の教授となり岡山医学校に勤務しました。 

 
明治28年（1895）になって、日清戦争（1894～1895）の終結とともに、かねてから懸案

であった京都帝国大学を創設する計画が具体的に検討されることとなり、当時の文部大臣 
西園寺公望（1849～1940）は創設委員を任命し、「京都帝国大学創立計画ニ関スル諸案」
が審議されました。こうして、政治の中枢から離れたこの学都で自由な学問の研究を盛んに
する事を意図して、法科大学、文科大学、理工科大学、医科大学の4分科大学と大学院とか
らなる総合大学を京都に創設する予算案が作成され、翌明治29年（1896） 春に議会を通過
しました。明治30年（1897）に京都帝国大学は創設され、その年の9月に、最初に理工科大
学が開講されることとなりました。9月13日には本学の最初の入学式が挙行されましたが、
そのときの新入学生は53人でした。2年後、明治32年（1899）に法科大学と医科大学が開設
され、日露戦争（1904~1905）の終結後、明治39年（1906）になって、文科大学が開設され、
最初に構想された総合大学の形が整いました。 

 
足立文太郎先生は、本学の医科大学創設に当たり、その最初の教授陣の候補者の一人とし

て、明治32年（1899）にドイツヘ留学を命じられました。そして、シュトラスブルク
（Strassburg）大学のシュワルベ教授（Gustav Schwalbe）の指導を受けることになりました。 

 
ひとりの学者がその全生涯をかけた研究の起点を、若いときの論文の中に明確に見るこ

とができるものです。足立文太郎先生は、留学される前明治29年（1896）に、『本邦人脈管
調査 第一報 上肢動脈の研究』を発表しておられますが、 そこには、烈々たる気魄をこ
めて、次のように述べておられます。 
「そもそも外貌及び骨格については、人類学之を論ずること久しく、かつ極めて周到なり。
而して、筋、脈管、神経等についてもその調査は一様に久しく、かつ周到なりといえども、
これを人類学上に論ぜんとするに至りては、実にその冷淡に驚くなり。」 

さらに、 
「……されば素人は暫く之を措き、解剖学者すら“肉眼解剖学は今日殆ど完成したり。”な
どと言うは人類学上に毫も之が思慮を下さざるものにして、その見解の極めて狭きもの
と言うべし……。」 

そして、 
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「これ余が日本人解剖学に向かって歩を進めんと企てたる所以のものなり。然りと雖も、
その事業たるや蓋し甚大にして、なお多くの学者の終生を之が犠牲に供するに足るべき
ものなりとす。」 

と、結んでおられます。 
足立文太郎先生が、この初期の論文を発表されて、約50年後、昭和18年（1943）に「ゲ

ーテ賞」（第1回）を受賞されましたときの受賞講演で、生涯を貫かれた研究の軌跡を顧み
て、その出発点を次のように述べておられます。 
「従来、人類学と言えば、皮膚の色、 毛の性質、 顔の形等外観上のことか、然らざれば
骨骼のことのみである。しかし私は考えた。外観上または骨骼に人種の違いがある以上は、
これに包まれ、またこれに付着する筋、従って、これに分布する血管および神経、また内
臓等すべての軟部も違わねばならぬ。よって〈軟部人類学〉というものを新たに設くべき
である。 
この考えよりしては、自然また次のことが浮かみ出る。即ち、今日の人体解剖学は、実は
人類一般の解剖学ではなくして、ヨーロッパ人を材料としたる解剖学である。軟部人類学
の立場よりしてこれを視るときは〈ヨーロッパ人解剖学〉である。……日本の解剖学者は、
まず〈日本人解剖学〉を編まねばならぬ。 
以上〈軟部人類学〉、〈日本人解剖学〉、これがそもそも私が解剖学に身を委ねた動機で
あり、またその研究の出発点であります。」 

そして、 
「ヨーロッパの解剖学は、今日でも軟部人類学の立場から見ると頗る滑稽のことがあり
ます。ドイツ人の骨にフランス人の筋肉をつけ、イタリア人の血管あるいは神経を分布さ
せるということになっております。まるで化物の解剖であります。……これを解らせるに
は、根本的に解剖をやり直さなくてはなりません。」 

とお話しになっておられます。 
こうして、先生は「軟部人類学」（Anthropologie der Weichteile）の創始を決意されたの

であります。 
 
ドイツヘは最初3年の予定で留学されたのですが、先生はそれからさらに2年間、その自分

の決心した新しい解剖学人類学の研究のためにヨーロッパ中の博物館や大学医学部をまわ
っていろいろな資料を収集し、さらに研鑽を積み、5年たって明治37年（1904）に帰国され、
京都帝国大学医科大学の教授に就任、解剖学教室の第2講座を初代教授として担任されまし
た。 
先生は、また、文科大学〔分科大学は大正8年（1919）に学部と改称〕で明治42年（1909）

から、人類学の講義も始められました。これは、わが国での体質人類学の嚆矢とも言うべき
講義でありました。 
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55歳を過ぎて医学部長になられるまで、先生は革靴は履かれず、いつも下駄か、ゴム靴で
した。煙草は豆きせるできざみを吸っておられました。吉田の家から学校へ古びた洋服を着
て、いつも愛用のズックの鞄をさげて、もう冬も近いというのに色あせた麦わら帽子を冠っ
て、朝は早く夜は遅く通われる姿を見て、神楽坂あたりの人は、まさか京大の医学部の大先
生とは思いもよらなかったという話も残っております。こうして20年以上の間こつこつと
若いときに、自分が自分の使命と心に決めた仕事を進めてこられました。 

 
こうして、足立文太郎先生は、まず、「日本人の動脈系統」の研究の完成に没頭しました。

学会への出席の時間も惜しんで、文字通り全精力を研究に打込まれました。解剖学者、人類
学者からさえも、先生の存在が忘れられていた程でした。大正14年（1925）に、先生は60
歳の定年を迎え退官され、名誉教授になられましたが、研究の毎日は全く変らずに続きまし
た。毎日、解剖学教室の研究室に通い、学生逹が解剖を学んでいる部屋で一緒に黙々と仕事
を続けておられました。 

 
先生の『日本人の動脈系統』（Das Arteriensystem der Japaner）が完成し出版されたのは、

昭和2年（1927）でした。明治29年（1896）に、前に述べました第1報が発表されてより実
に30年以上の間の懸命の研究の成果であります。ドイツ語で書かれた上下2巻からなる大版
大部のこの著作は、諸外国のこの分野の学者に強烈な印象を与えました。現在でも、各国の
大学医学部を訪問しますと、図書館のガラス戸棚の中に、この著書が大切に置かれているの
を見ます。この気魄のこもった著書が出版されたときに、ヨーロッパの人類学者（Edward 
Loth）が「光は再び東洋より」と言って感嘆したと伝えられています。まさに、世界に気を
吐く不滅の研究であるというべきでしょう。 

 
動脈系統の研究を完成されましたとき、先生は62歳でした。そして、すぐに続いて静脈系

及びリンパ系の研究を始められました。 
昭和10年（1935）7月、日本解剖学会総会が新潟で開かれておりました。そこで、解剖学

会の名において、足立文太郎先生の70歳のお祝いがありましたが、そのときの講演で先生は
次のようなことを言っておられます。 

「……御覧の通り、私も年をとりましたが、幸に健康であります。老いたる研究生とし
て今日なお日々教室に通っております。自分としては老いたれども朽ちたるとは感ぜず、
素より壮年時代とは異なり、万事遅々、仕事はとんとはかどりません。余命と申したとこ
ろで今後何程やあるべきと覚悟は致しておりますが、せめて目下しかけている『日本人の
静脈系統』だけは仕上げたいと思っています。がこれもどうやら覚束なくなりました。…
…」 

率直なお心持、毅然たる学者的態度は、この短い言薬からも十分窺われます。そして、先生
はそれを立派に仕上げられたのです。 
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『日本人の静脈系統』（Das Venensystem der Japaner）の第1巻は昭和8年（1933）に、
そして、その第2巻は昭和15年（1940）に、それぞれ出版されました。『日本人の動脈系統』
（1927）の出版後、さらに、13年間、絶えることのない学問への情熱と、ただひたすらな研
鑽の成果であります。 
太平洋戦争（1941～1945）の末期、昭和20年（1945）の4月1日に、足立文太郎先生は偉

大な足跡を残して、80年の生涯をとじられました。 
 
解剖学者 平澤 興先生（1900～1989）（第16代総長）は、次のように述べておられま

す。 
「仰いでは蒼天の如く高く、接しては慈母の如く近いのは、わが足立文太郎博士である。
……博士こそは日本医学が真に世界に誇り得る最も偉大な学者の一人であって、軟部人
類学の創始者として、また日本人解剖学の提唱者として永久に医学史上に輝く巨星であ
る。……真に偉大な人々の最も香り高い業績を見て感ずることは、競争意識などがないと
いうことである。……真にあることに熱中し、愛情が持てるようになれば、競争などとい
うことはもはや有害無益である。」 

 
学問をするという純粋な知的営為はよく山登りにたとえられます。一歩一歩を踏みしめ

て、最初に目ざした山の頂に達すると、急に視界がひらけて、今まで見えなかった山の彼方
にさらに高い峰が眺望されるようになります。谷を渡り、急坂を登って、ついにその高い峰
に立つと、さらに、より大きな展望の中に、次に目ざすべき嶺々の重疊が見渡せるようにな
ります。それは、さらに大きな楽しみを与えてくれます。もう何も、急いだり、焦ったり、
競争したりすることはないのです。自分の学問の展望を楽しみながら、内から湧き出る学問
への情熱を力として、歩みつづけ、登って行くことによって、学問の楽しみはより深くより
広くなってゆきます。 

 
諸君は、中学校、高等学校の勉学学習の道程を経て、立派に競争を勝ち抜いて京都大学へ

入学しました。人生において、競争意識が前進への推進力となる局面のあることを否定する
ものではありません。しかし、学問は競争ではありません。競争というのは、勝てばそれで、
目的が達したのです。これから諸君がする学問は、何処までやってもきりのない学問です。
勝ったといって自惚れ、自己満足は出来ないのです。これから諸君はこの学問の府で学問を
するのです。これからはもう競争ではありません。それは競争に勝つよりも、もっともっと
厳しいかもしれません。しかしそこにある登る力、前へ進むエネルギーは、諸君一人ひとり
の中にある美と知を楽しむ心、真理を探究する情熱にあります。 

 
京都大学に入学した今日から始まる毎日が、諸君にとって、未知のことを知る喜び、そし

て、美しさをより深く味うことの楽しみに満ちた日々でありますように切に望みます。学問
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はその水準が高ければ高いほど個性的であります。京都大学の学風は、そのような個性的な
懸命の知的営為によって継承され発展して来ました。美と知を楽しむ心を持って、諸君のこ
れからの人生が真に充実したものとなりますことを心から期待します。 
 

〔「京大広報」No410、1991.5.15〕 
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大学院入学式〔1991 年度〕 
1991（平成３）年４月11日 

 
諸君、大学院研究科への入学おめでとうございます。 
今日ここに、平成3年度の大学院入学式を挙行し、名誉教授 熊谷直一先生の御臨席をい

ただき、研究科長、部局長、教職員の皆さまと共に、諸君を迎えますことは、世界の中の学
問の府 京都大学の最も大きな慶びであります。 

 
本年度の入学・進学者として、修士課程へは、文学研究科75名、教育学研究科23名、法学

研究科16名、経済学研究科18名、理学研究科186名、薬学研究科46名、工学研究科626名、
農学研究科164名、合わせて1,154人の入学者を迎えました。博士後期課程へは、文学研究科
58名、教育学研究科16名、法学研究科20名、経済学研究科16名、理学研究科139名、医学研
究科127名、薬学研究科19名、工学研究科74名、 農学研究科60名、合わせて529名の諸君が
進学・入学しました。修士課程と博士後期課程を合わせて大学院への入学・進学者は1,683
名です。 

 
諸君の大学院への入学・進学は、諸君が学問の攻究を更に進めようとする意欲をもって、

日夜たゆまぬ研鑽を積んでこられた賜物ですが、また、諸君が更にひたすら研究を続けるこ
とを理解し、それを支えて下さっている諸君の家族の皆さんをはじめ、多くの方々のご理解
によるものです。ここに、諸君と共に改めて感謝の意を表わしたいと思います。 

 
現在、本学の修士課程には約2,300名、博士後期課程には約1,800名、合わせて、約4,100

名の諸君が在籍しております。この春には、1,060名の諸君に修士の学位を授与いたしまし
た。博士の学位授与は、ひと月おきに、奇数月に行っておりますが、昨年度、平成2年度は
549名の諸君が博士の学位を取得されました。そのうち249名が課程博士で、300名が論文博
士でした。 
昭和28年（1953）に新制度による大学院研究科の課程が発足しまして以来40年近くにな

りました。この間、この春までに、京都大学大学院は、27,070名の諸君に修士の学位を、 
12,365名の諸君に博士の学位を、授与することができました。なお、旧制時代に本学で博士
の学位を取得された方は9,651名でしたので、本学は創立以来、総計22,016名の博士を輩出
してきたことになります。本学の大学院の基盤は、各研究科における創造性ゆたかな活力に
満ちた研究の成果と、これまでにこの大学院の課程を修了し学位を取得して、各方面、各分
野で活躍しておられる先輩諸氏の示された顕著な貢献によって固まりました。そして、国際
的なアカデミック・コミュニティーにおいて高い評価が自ずと定まりました。 
 
京都大学は、明治30年（1897）創立されました。間もなく、1997年には創立100周年を迎
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え、京都大学の第1世紀から第2世紀に入ります。ちょうどその時が新制になりまして50年、
京都大学の第1世紀は、前半が京都帝国大学（1897~1947）、後半が京都大学（1948~1997）
の各半世紀ということになります。京都大学の今日の学風は、この京都という土地の風土に
よるところがたいへん大きいと私は思っています。東京に次いで、京都帝国大学が創立され
ます時には‘‘政治の中枢から離れた学都で、自由な学問・研究を盛んにする”という意図が強
調されておりました。そして、その意図は立派に満たされて、自由な学問・研究を盛んにす
る学風がここで培われました。18世紀の中頃から19世紀の中期にかけての、ヨーロッパを
中心とした激しい社会変動の中で、世界に覇を競う列強諸国に範をとり、富国強兵、中央集
権の道を突き進んでいた明治新政府の“政治の中枢から離れて”いたことは、少なくともそう
いう意識を堅持してきたことは、本学の草創期における学風の形成にはそれなりの意義を
もっていたと言えましょう。しかし、真に、この京都大学の学風を育み、世界の中の学問の
府として今日まで成熟させたのは、この京都のもつ独特の文化的土壌であります。 

 
8世紀の末、794年（延暦13年）に京都に都が定められてより、間もなく1200年、この都

は外からの数々の文化的インパクトを受けながら、常に伝統のより深い洗練を追い求め、同
時に極めて前衛的なものを育みつつ今日に至りました。都の宿命としてここは度々戦乱の
巷となり、何度か焼け野原になりましたが、またその灰燼の中から新しい力が生まれました。
この足下にはその栄枯盛衰を重ねた各時代の土の重層があります。しかし、各時代は、決し
て埋蔵されることなく、各時代相の文化はその上に活きて今日にあります。この京都の重層
性、多様性、これが京都の風土であり、そこには硬直化した安定よりも、常に動的な創造の
力を求め、安易な調和よりも、より本質的な相克の勢いを大切にする本学独特の学風の基盤
があります。 

 
さて、京都大学の学風と言いますと、誰でも、まずそれは“自由”であると言います。そし

て“自由”であるということが、それぞれの個性を伸ばし、創造的な学問をする上で最も肝心
なことであるという考えに共感し、同意します。‘‘自由”ということを合い言葉にして、皆で
学風を培ってきたとも言えましょう。この“自由”ということをこの大学の中の自由と、大学
のあり方の自由と言うことと合わせて、少し考えてみたいと思います。 

 
現在、世界の中の学問の府と呼ぶにふさわしい大学が共通して抱えている重大な課題が

三つあるように私は思います。 
その第一番は、最近、相対的に、個人の個性的な研究が軽んじられてきつつあるのではな

いかということであります。個人の個性的な研究（Individual Research）というものは、大
学における研究の根幹であります。特に“自由”を大事にする京都大学にとっては最も重要な
ことですが、今の社会の中にそういうものを相対的に軽んじる空気がないだろうか、という
ことであります。 
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第二番目の課題は、学問分野の結合、新しい学術総合という内的な課題であります。学問
の専門化、細分化、そして、深化によって各分野は驚異的とも言える知見の増大と蓄積を果
たしてまいりました。特に18世紀から20世紀にわたって、ヨーロッパそしてアメリカが、学
術推進の中心的役割りを果たしてきた教育・研究体系のいわゆる専門分化の構造
（Disciplinary Specialization）の中で、今や、人間の知の本質に根ざした新しい総合
（Integration）こそが、人間の学問の新たな創造（Creation）のための基盤であると私は認
識しています。ここでは、自らの枠にとらわれない積極的な自由ということが大事な鍵とな
ります。 
第三番目の課題は、大学と社会との関係についての課題であります。今日、社会が大学に

期待する内容、社会の中で大学が果たすべきとする役割が大きく変わって来ました。より高
い効率を求め、安定した成長を目標とする社会の機構の中に大学を組み込んで、社会は社会
の要請に対して速やかに適応する効率の良さを大学に対して期待し要請するようになって
います。これは大学の理念、本質にかかわる問題であります。大学と社会との関係において、
大学の自覚する社会的使命と大学に対する社会の要請との間のギャップは広がりつつある
ように見えます。このことは現代の大学の自由ということにかかわる大きな課題でありま
す。 
この三つの課題について“自由”とのかかわりをもう少し諸君と一緒に考えてみたいと思

います。これらは、言うまでもなく、京都大学の将来にとって極めて深刻な課題であります。 
 
一番目に挙げました、個人の個性的な研究が相対的に軽んじられて来てはいないだろう

かということについてですが、特に20世紀の後半、一つの目標をもった研究組織を構成し、
それぞれの研究者が与えられた部署で、全体を機能させるための役割を明確にして研究す
るという形でのプロジェクト研究が、嚇々たる成果を挙げました。しかし、それと同時に社
会の中で、相対的には、個人の個性的な研究が軽んじられる風潮も生まれてまいりました。
そして今、それが反省と再点検の時に来ています。 

1957年にソ連の人工衛星が打ち上げられ、1969年にアメリカが人工衛星アポロで月面に
人間を送り込みました。これらは、すばらしい劇的な成果であり、それは今世紀の科学技術
の華として社会をあっと言わせました。しかしそのことが、二大強国が覇権を争う冷戦体制
の中で、純粋な学問研究、高等教育のあり方にどれほど歪みを与えたかということも忘れて
はなりません。研究の効率化、短期的評価と組織化ということが行われました。劇的な成果
を挙げるためには、インディヴィデュアル・リサーチよりもプロジェクトの中でのチームワ
ークの構成を大事にし、目標のためには、 自由な発想よりも完全にその部署のノルマを果
たす研究者の能力を要求するようになりました。何十年もかかって一剣を磨くタイプのイ
ンディヴィデュアル・リサーチは、全体の組織の仕組みの中で置き去りにされてきました。
研究者の自由な主体性、個性という質的なものが、その研究者の有用性をはかる量的評価の
かげにかくれそうになってきました。しかし、今、この状況に対する反省の時をむかえてい
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ます。この問も、アメリカの大統領でさえ最近の学術研究体制の空洞化を反省して、輝かし
い成果のうらでインディヴィデュアル・リサーチを犠牲にしたために取り返しのつかない
ことになりつつある、として、新しい方針を打ち出しています。 
個性的な研究の場は大学にあります。近頃、わが国で盛んに各方面で「基礎研究」という

ことが唱えられていますが、多くの場合それらは短期に有用性を発揮することを期待する
意がこめられており、残念ながら、ここでいう大学での自由で個性的な研究とは異質なもの
が多いのであります。 
研究の自由は、大学が今の社会の中で次の世界のために果たす使命として、強く主張すべ

き重要なことであります。“主体的な自由は自分の意識の中にしか存在しない“とも言われま
す。真の自由の最も恐るべき敵も自らの内にあります。これから、京都大学大学院で研究す
る諸君、研究の自由というのは、まず自分の意識の中に積極的な自由を確立することからは
じめねばなりません。そして大学は常に研究者の個性と主体性を大事にして、その自由な集
合の場のあり方を求めつづけることを何よりも大切にすべきであると考えています。 

 
二番目の課題として、学問の総合のことを挙げました。学問の総合は、学問分野の出会い

による、単なる学際的（interdisciplinary）領域の形成の問題ではありません。 
西田幾太郎先生（1870~1945）の文章に次のような一節があります。“東洋文化は、教で

あり、西洋文化は、学である”といいますが、そのことについて述べておられます。 
「歴史的進歩に伴って、学は無数に分化発展するであろう。併し何処までも中心に人と云
うものがなければならない。ただ、学は何処までも広義において人の学であると共に、教
は真実の教でなければならない。物の真実に基づいた教でなければならない。…… 
自然には自然の真実があり、人間には人間の真実がある。人間の真実は社会的歴史的真

実でなければならない。併し斯く云うも実在に二種あるのではない。実在は唯一の歴史的
実在あるのみである。自然科学的実在もこの内に入るのである。これが私の科学観であ
る。」 

さらに、 
「今日、日本文化が世界文化として考えられ、世界文化として発展するには、それが如何
なる意味に於て、又、如何にしてと云うことが考えられねばならない、即ち問題とならな
ければならないと思う。而して、それは東洋と西洋とが一つの世界となった今日、東洋文
化が如何なる意味に於て世界文化として、将来の世界歴史に貢献するかと云うことであ
ろう。」 
学の総合というのは、文化の出会いでもあります。京都大学では、この春には新しく、人

間・環境学研究科という独立研究科が生まれます。京都大学は今まで各研究科にいくつかの
独立専攻が既に設置されておりますが、独立研究科としては最初のものです。これまでにも
すでに、文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学研究科、
薬学研究科、工学研究科、農学研究科、それぞれの研究科で、学の総合ということをそれぞ
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れの分野の中で、また、分野をわたって消極的に検討し、それぞれの分野の特徴に合った方
法で次々に実現しております。今、ダイナミックな学の総合への力が全学で内発的に起こっ
ております。そして、そのことは学問の本来の自然な姿でありましょう。 
何ものにも邪魔されない自由、束縛されない自由。これが自由の基本でありますが、同時

に、自らの目で観て、自ら考え、自ら行動する積極的自由が大事であります。‘‘真の自由は
それぞれの潜在能力を十分に発揮するということ”にあると思います。今、特に大学院での
教育・研究は、新しい進化成熟の時にあります。学問の自由というものの積極的な意味が真
に問われる時でもあります。 

 
三番目に大学と社会という課題を挙げました。社会の要請と大学の意識の間のギャップ

の問題です。一時よく産学協同とか、産官学の協調というような言葉で論議されていました
が、これは今やそのような時代のフェイズを越えた、より本質的な課題であると思っていま
す。この課題に取組むには、社会における大学の独特の使命の自覚ということがまず第一に
大事であります。そして、そのことを社会に表現するには、大学における教育・研究の個性
的な質の高さこそがその力になります。京都大学は、学問の府としての独自の個性を発揮す
ることによって、社会に貢献することができるという信念と自信を我々はもっております。 
大学における教育・研究の基盤は人にあることは言うまでもないことです。しかし、大学

での一人ひとりがその持てる力を十二分に発揮しうるような教育・研究の環境の現状は、誠
に残念ながら、深刻な状態にあると言わねばなりません。内発的な学問の意欲が、その実現
の希望を失ったとき、積極的な新しい探究への意欲は、ややもすれば守りの姿勢に転じ、妥
協による延命を求めるようになりがちです。社会に媚びた学問の府は、単にその学問の質を
低下させて自ら埋没してしまうのみでなく、大学が社会における独自の使命を放棄するこ
とによって、社会の行く道をも誤らせることになります。そして、それは容易に取り返すこ
との出来ない結果を生みます。われわれは近代化の過程で、いわゆる先進諸国の中にそのよ
うな例をいくつも知っています。 
大学自身のもつ積極的な自由の社会的意義ということが、ここに改めて、しっかりと考え

直される必要があると思います。社会の大学への関心と期待ということそれ自体はまこと
に結構なことですが、次の時代のために、より広い視野と、より長期的な視点に立って、こ
れからの大学と社会との関係を真剣に論じ合いたいものです。京部大学は、大学の持つ使命
を自覚して、それに基づいた積極的な大学の自由を、学問の自由を、この新しいフェイズに
ある社会の中で改めて強調し、社会に表現すべき時であると考えています。そしてそのこと
が、社会に、行政に的確に理解され実効を挙げるためには、大学の中に自由な学風が常に高
い質で維持されていることが基本的に大事なことであり、それがあって初めて可能なこと
であります。これは、皆で守るべき大学の自由であります。 

 
京都大学大学院への入学者諸君、これから共に自由の伝統を継承し発展させる諸君に、こ
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の入学式に当たって、大学の積極的な自由という課題について語りました。この学問の府の
自由の学風を、より高い質とより充実した内容にすることに共に努力しようではありませ
んか。大学の自由とは、決して社会からの孤立した囲いの中の自由であってはなりません。
社会に対して大学はしっかりと信ずるところを言うべきです。その裏づけとなる力は、言う
までもなく、大学内で、一人ひとりが自由を、積極的な学問の自由を学術研究の質として表
わすことです。それこそが学問の府の力であります。それが大学の社会への貢献であり、社
会の将来への大学の使命であります。開かれた大学の真の姿がそこにあると信じます。諸君
の真摯な研究と充実した人生を心から期待します。 
 

〔「京大広報」No.410, 1991.5.15〕 
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人間・環境学研究科入学式〔1991 年度〕 
1991（平成３）年５月７日 

 
人間・環境学研究科第1期生諸君、入学おめでとう。 
 
今日ここに、京都大学の第10番目の研究科、そして、最初の独立研究科である人間・環境

学研究科の第1回の入学式を行いますこと、誠に感慨深いものがあります。その第1期生とし
て入学されました諸君、京都大学は、全学で心から諸君を歓迎します。そして、この新しい
研究科の第1期生としてこの研究科を立派なものにして行く、最初の根となり、幹となって
くれることを心から期待しております。今日は、この入学式に当たりまして元総長 奥田 
東先生、前総長 沢田敏男先生にご来臨いただき、また、沢山の名誉教授の先生方にもお越
しいただきました。この新しい研究科の発足を心から願い、そしてそれに大きな期待をかけ
ていただいている先生方です。有難うございました。 
 
大分以前のことになりますが、1950年代の後半のある夏、私は南フランスを旅行してお

りました。真青な空、明るい陽の光の下に山々は濃い緑に包まれておりました。夏も終りに
近づいて、南フランスから北の方に向って行きまして、ヴェーゼル（Vézère）川の上流の渓
谷がボルドー（Bordeaux）の方に幾重にも並んで流れている地帯に参りました。その谷あい
の一つにラスコー（Lascaux）という村があります。下の方に谷が見える林の斜面が一寸平
らになった所に小さな小屋が一つ建っていました。そこがラスコーの洞窟への入口でした。
それはこの洞窟が発見されてまだ10年余りしか経っていないころでした。 

1940年にその近くのモンティニャック（Montignac）村の少年達が、前から村で言い伝え
のある中世のラスコーの領主のお城に通じる地下の秘密の道というのを探検しようと山へ
登りました。木の根っこのところにぽっかり開いた穴から石を落してみました。しばらく経
ってからコンと音がしました。ずいぶん深い穴であることがわかりました。彼らは中へ探検
に入ることにしました。まず、マルセル・ラヴィダ（Marcel Ravidat）をリーダーとして、
彼の友逹のジャック・マルサル（Jacques Marsal）、シモン・コアンカス（Simon Coencas）、
そして、ジョルジュ・アニエル（Georges Agnel）のいずれも10代の4人で穴の中へ降りまし
た。彼らはランプを一つ明りに持っていったのですが、大きな洞窟の中の壁面いっぱいに描
かれた壁画を発見しました。少年逹は、この宝を大事に守ろうということで段々友達を連れ
て来て、さらに探検をしたのですが、その入口にテントを張りまして、そこから入る者は必
ず少年達の誰かが一緒でなければ入ってはいけないというふうにして洞窟を守りました。
そして、彼らは小学校のラヴァル（L. Laval）校長先生にこの発見のことを話しました。ラ
ヴァル先生は考古学に興味を持っておられ、やがて、少年逹と洞窟に入りました。それから
段々に専門家が、その話を聞いて調査をしました。それは、実に驚くべき発見でした。 
私が行きましたときには、洞窟への小さな入口の横に小屋が立っているだけでしたが、中
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は、照明が完備しておりました。細く長い洞穴を抜けていきますと急にひらけて大きな殿堂
のような洞窟に達します。そこはまわりの壁から天井まで、一面に動物たちの群のいきいき
とした姿が、油絵の具で描いたような明るい色をしていました。勇壮な野牛（Bison Priscus）
の群、堂々たる黒牛（Aurochs）、群をなして駆ける野生の馬、赤色の鹿（Cervus elaphus）、
そして、神秘的な山羊（Capra ibex）。非常に幸いなことですが、1万何千年も前に描かれた
その絵の上に自然に透明な皮膜が出来て、それらの絵を、描かれた当時のままに、きれいに
自然が保存してくれていたのです。絵の具の色はみずみずしく濡れているかのように見え
ました。 

 
私は荘厳な霊気にうたれて立ちつくしていました。そして、次第に1万何千年の時を越え

て、昔の人びとと心が通じ合ったような妙な気持の中にひたっていました。昔の人たちが、
たいまつや石のスプーンのようなランプに火を灯して壁画を画いています。それは何百年
もの間受け継がれてきた創作であり祈りでもありました。洞窟の片隅にはいろんな石や土
や動物の油を材料として絵の具を調合した実験場と言うようなものもありました。この洞
窟の中に、長い間人びとは彼らの宇宙をつくり、その中で、祈り、教育をし、研究をしてい
ました。無から何かをつくりだしたこと、これは実に大変なことです。今の人類の文明が何
処から出発したのかについてはいろんな考えがあると思います。しかし、やはり昼が夜のあ
る一点から始まるように、最初の光が差した時そして何か基本的に大きな変化が起こった
その現場に立っているということに感動しました。人間の曙を観たとでも言いますか、ここ
が本当に人間がことば通りにホモサピエンスとよばれる時代の出発点ではないかと思いま
した。人間の知性、人間の本質というものについてもう一度しっかりと考えなければならな
いと思ったその30年前のその大きな感動が、それから後の私の人生を変えたように今でも
思っております。 

 
今日もお見えいただいておりますが、藤澤令夫先生（現名誉教授）は『哲学の課題』とい

う本の中で、 
「人間は環境としての世界のなかに生き、行動している。そして、できるだけよくあるい
は有効に生き行動するために、環境としての世界のあり方を知ろうとする。」「この原初
的な事実のうちにあらゆる学問の――また哲学の――大本の根があることはたしかだが、
ただしいま言ったことは、人間だけでなく、すべての動物（生物）に共通する“本能"とい
うべきだろう。」「しかし人間と動物とでは、当然のことながら、この“本能”の発現の仕
方に歴然とした差異がある。」「動物は、与えられた環境の諸条件に自分の身体そのもの
を順応させるよりほかはないが、（「生理的適応」physiological adaptation）、人間は自
力で環境の方を改変して、生存と行動に有利な環境条件を積極的に形成しようとする
（「環境的適応」environmental adaptation）。――こうして人間は、直接の知覚によって
構成される自己原点的な狭い世界から脱却して、認識と行動の範囲を驚異的なまでに拡
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大することができた。」 
こういう風に書きはじめておられます。 
 
先ほど私のラスコーでの感激のことをお話ししました。ひょっとしたら自然の中に人間が
生まれ、ホモファーレルといわれる時代からホモサピエンスヘ、そして現代人へと、何かこ
う段階的に着実に一歩一歩登りつめて、そして、現代の我々は頂点に立っていると思ってい
るような考えに対して、もっと考えるべきことが沢山あるのではないか、今こそ知の原点と
いうことを考えるべきときではないかと私は思うのであります。 
 
藤澤先生は、さらにつぎのように書いておられます。 
「個別の学問により研究される事柄自体の中に必ずや内包されているはずの他との関係
の筋目を見きわめて、それぞれの部分認識を、人間にとっての全一的な知への希求へと
脈絡づけ、定位し、収斂につとめること、そしてそうすることによって、当初からのこ
の知の希求をさらに推進させること――これがフィロソフィア（philosophia）としての
哲学の仕事である。」 

 
この新しい独立研究科の「人間・環境学」という学問が、人間の知性、その基盤を攻究す

るものであってほしいと念じています。人間が道具をつくり、自然を征服し、自己中心の環
境をつくり、そして人間は自然の中で冠たるものになったという考え方をしっかりと根底
から見直して、人間が果して根源的に求めたものは、そして人間の知性とは何だろうか、と
いうことを、高い水準の専門性と深い思索、そして、広い総合性をもって、自由に攻究する
ことは京都大学の学風に適ったことであります。 

 
ここに集まった38人の第一期生の諸君、それぞれ今まで学んできた学問の背景が異なり

ます。それぞれの分野の専門的な勉学を通して、他の分野との脈絡がその中に内包されてい
ることを感じとり、この人間・環境学研究科の発足に当たって、入学を志望して、立派に合
格し、今日のよき日を迎えられました。この新しい人間・環境学はそれぞれの専門分野を横
に繋ぐだけではなしに、それをさらに掘り下げて新しい学問分野として創造することに意
義があるのです。 

 
京都大学にはこれまでに九つの研究科があります。それぞれが直接関係する学部を持っ

ております。それぞれの分野の中で新しい領域の創造と領域間での新しい融合を重ね、より
大きな分野間の学術総合を構想しつつ、年々ダイナミックな変化をして参りました。しかし、
それに加えてこの新しい独立研究科をつくろうと我々が決心したこと、これはたいへん重
要なことであると思うのです。独立というのは決して孤立ではない。全体につながる諸君の
真摯な学問の姿勢が、さらに広く深い学術総合の意義を、京都大学の大学院の研究教育全体
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に、そして京都大学の学風そのものに加えるということを心から期待しているものです。 
 
今日お見えいただきました元総長 奥田 東先生が総長の時、もう20年も前ですが、この

ような構想の検討が始まりました。そして、大学問題検討委員会から答申が出されました。
今日お越しいただいている前総長 沢田敏男先生の時にその計画は具体的に動きだしまし
た。この構想が京都大学の学風の基盤の上にたって、ここ20年、現実のものにするために京
都大学全体の努力が在りました。藤澤令夫先生は11年間委員会を主宰してその最後の締め
くくりをして下さり、平成元年（1989）に学術総合研究科構想をまとめていただきました。
それから、加藤幹太先生（現名誉教授）、赤井浩一先生（現名誉教授）、森 毅先生（現名
誉教授）の3人の先生方に副会長になっていただき、私が会長になって委員会を構成し、全
学的な教育研究体制の高度化の立場から、この人間・環境学研究科の案が成りました。そし
て、北川善太郎先生（当時法学部長）にこの人間・環境学研究科の設置準備委員会の委員長
になっていただき、前教養部長の山崎和夫先生（現名誉教授）を副委員長とし、竹市明弘先
生はじめ皆さんが、実に力強い推進力になって、今日の形が出来上がりました。 
この、これまでの長年うけ継がれてきた皆の思い、今日も沢山の名誉教授が、お一人お一

人、大変深い関心と期待とそして大きな希望を持ってお越しいただいております。こちらに
は多数の本学の現職の教官、職員の皆さんが出席していただいております。この研究科を創
る上で皆、一生懸命やっていただいた方々です。その先生方に囲まれた38人の入学生諸君、
本当にこの入学式が諸君の心の中に、大事な出発点として、何かをしっかり刻み込む時であ
りますことを心から願っております。 

 
私事ですが、私はラスコーの壁画の話を、私が総長になった最初の春、大学院の卒業式で

話しました。いろんな式辞で同じことを二度と言わないということで今まで来ましたが、私
の総長としての最後の入学式の式辞にもう一度原点に戻って、この晴れの人間・環境学研究
科の出発の時に、その原点を通して明確に将来を見ることが出来ましたことは大変幸せな
ことです。すべての学問は人間の学問であるとよく言われます。しかし、本当の意味で、す
べての学問が人間の学問になるためには、そして本当の意味で学問が人類の将来に貢献す
るためには、まだまだ長い道程があると思っております。諸君の健闘を心から期待いたして
おります。入学生の皆さんへの歓迎と、この研究科の発足にご尽力いただいた多くの先生方
関係者の皆さま方に心からの感謝の気持をこめまして私の式辞を終わります。どうもあり
がとうございました。 
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