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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〔1997 年度〕 
1998（平成10）年３月23日 

本日ここに来賓の諸先生をお迎えして、各研究科長、教職員の出席のもと修士の学位記を
お渡しすることができましたことは、京都大学として誠に喜びとするところであります。本
日修士の学位を得られた1,773名の皆さん、まことにおめでとうございます。心よりお喜び
申し上げます。 
皆さんもご存知の通り、平成4年の法学部の法学研究科への組織変更から始まって、本年

4月の教育学部の大学院重点化によって総合人間学部をのぞく全ての学部の大学院重点化
が終了することになりました。大学院重点化というのは、これまで学部中心の教育研究組織
であったものを変更して、教官は大学院に所属し大学院における教育研究を本務としなが
ら、学部教育を兼担して行うというものであります。 
現代のように学問が細分化し極度に発展してきますと、学部は学問の基礎的部分を学ぶ

ことにほとんどの時間を費やしますから、大学院において今日的・先端的学問を学び、また
研究をすることにならざるをえません。 
社会の発展はまた、ジェネラリストよりも益々スペシャリスト、高度の専門的職業人を要

求するようになって来ております。したがって社会の要請は学部卒業生から徐々に大学院
修士修了生の方に移りつつあるというのが現状であります。これは特に理科系の学生に顕
著でありますが、人文社会学系の学生についても出て来ている傾向であります。 
こういった要求に対応して、京都大学においては例えば昭和60年度に修士修了学生数が

大学全体で989人であったものが、平成8年度には1,598人というように増加して来ておりま
す。日本全体においては昭和60年度に約4万8千人の修士在学生であったものが平成9年現在
では約12万人にまで増加して来ていることからも、大学院学生に対する社会の要求、それに
応えようとする文部省・各大学の努力の状況が分かります。この増加傾向はこれからも続く
可能性が高く、何年か先には30万人にまでなる可能性があるとして、これに対して各大学と
してどう対応して行ったらよいかということが大学審議会で検討し始められております。 
このように大学院修士課程の学生が社会から求められているということは、学部卒業生

との間になんらかの違いがあるからでありましょう。それは一体何なのでしょうか。もちろ
ん学部卒業生より2年間多く学習しているのですから、それだけ知識が豊富である、特にそ
れぞれの専門分野の体系的なしっかりした知識を持っているということがあるでしょう。
しかしそれだけではありません。もっと大切な何かを身につけているからであると考えら
れます。 
その一つは修士課程の2年間で「研究」ということを行ったことにあるでしょう。学部卒

業の際にも研究をして卒業論文を書くことを要求している学部も多くありますが、学部に
おける研究は半年か長くて一年という短期間であり、教官にかなり指導してもらって研究
するという場合があります。これに対して修士における研究は、教官の指導は受けますが、
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自分が主体となって問題を設定し、それに対して解決を与えるべく研究を行うわけであり
ます。設定する問題に難易の差はあるでしょうが、いずれも今までに解決が与えられていな
いものであり、解決が与えられるか与えられないか分からない問題に挑戦することになる
でしょう。 
社会に出て遭遇する問題もそうであります。従っていくら考えても解けない場合もある

でしょう。しかし問題を少し変更したり、問題に対する前提条件を明確に規定したりすれば
きれいに解決が得られるということもあるわけであります。そういった変更や、条件付与を
してもその問題は十分な意味をもっており、それに解決を与えることが大きな価値をもつ
という判断も大切なことであります。 
どういった条件のどういった問題であれば、その問題を解く値打ちがあるかといったこ

とは、解決を与えようとする人の物の考え方、価値観によるわけであり、そこにその人の個
性・人柄が出てきます。したがって社会人としての感性を磨く必要があるわけでありますが、
これが修士2年間で十分磨けたかどうかは微妙なところであります。逆に言えば、博士課程
で良い研究をし博士論文を完成させるためには、この能力を十分にもつことが必須のこと
となります。今後の諸君の一層の研鑽に待つ必要があります。 
修士卒業の学生が学部卒業の学生と違うもう一つの点は、自分の研究分野とその関連分

野について十分広い視野を持ったことでありましょう。少なくとも自分の研究テーマにつ
いては世界中で誰がどのように研究しており、これまでにどのような成果が上がっている
かを知り、自分はその上に何を新しく付け加え、後世の人達に残して行こうとしたかが明確
であるはずであります。そして社会に出て新しい問題が与えられたり、新しい課題を思いつ
いたりした時に、どのような道筋でどのように研究してゆけば良い解決を与えうるかを設
計する能力を持っているはずであります。 
よく言われることは、解決すべき課題をうまく設定できたら半分解けたようなものであ

る、ということです。解決すべき課題が混沌としており、問題自身が明確でない、あるいは
問題を明確に他人に対して説明することができないといったことがよくありますが、そう
いった対象に対して、ある観点、ある角度から明確なメスを入れて問題を明確にするという
能力は修士課程の研究を通じて培われているはずであります。 
以上に述べましたような能力は社会に出て活動する中で常に必要となるものであり、こ

れが修士修了の皆さん方に期待されていることなのであります。社会に出るといろいろと
困難な問題に遭遇します。そういった時に問題は何であるかをはっきりと把握し、できるだ
け広い視野から妥当な解決を見い出すこと、また解決のためにどのようなステップでどの
ような手段をとって行ったらよいかを明らかにすることが諸君に期待されているのであり
ます。 
難しい問題になればなるほど簡単に解決はできず、十分ではないにしても幾つかの選択

肢があるという状況が生じます。そういった場合にどれを選んで進むかの決断をしなけれ
ばなりません。社会に出れば常に「決定」ということをしてゆかねばならず、そこには決断
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力が必要なのであります。これから社会に出てゆく人の場合にはよくその事に思いを致し
て下さい。決断は全人格的なものでありますから、自分を磨くということを常日頃やってい
なければなりません。皆さんのこれからの持続的な努力を期待致します。 
ここに皆さんの門出を心から祝福し私の挨拶といたします。 
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博士学位授与式〔1997 年度〕 
1998（平成10）年３月23日 

 
博士の学位を得られた466名の皆さん、まことにおめでとうございます。今回は課程博士

370名、論文博士96名でありました。それぞれの博士論文の指導教授はもちろんのこと、本
日出席の各研究科長、京都大学の教官全員が皆さんの学位取得に対して心から祝福してお
ります。 
京都大学は創立以来これまで延数にして旧制の博士9,651名、新制の博士16,842名、合計

26,493名の博士を出して来ました。近年は課程博士の授与が増加しつつあり、たとえば平成
元年度が280名であったものが本年度は511名ということになっております。また平成5年に
入って各研究科で博士課程の期間短縮ということが可能となって、最短では修士入学から3
年間で博士学位が得られるようになっております。ちなみにこれまでに期間短縮で博士学
位を取得した人は42名、平成8年度をみますと1年間で19名となっております。 
このように博士学位を3年ないし5年間で取得しようとしますと、いきおい研究分野・研究

テーマを狭くしぼって、深く探求してゆくことによって新しい知見を付け加えるという方
向に行かざるを得ないでしょう。そして自分の狭い分野以外のことについては往往にして
無知・無関心となってしまいがちであります。これも止むを得ないことかもしれませんが皆
さんはこうして博士学位を得られたのですから、これからは自分の専門分野を軸としなが
ら専門の範囲を徐々に広げてゆき、できるだけ広い視野のもとに研究をして行っていただ
きたいと思います。第二次大戦後広く使われるようになった殺虫剤DDTのたどった栄光と
それがもたらした悲劇はレーチェル・カーソンの『沈黙の春』によって初めて広く社会に認
識されるようになりましたが、人間が作り出したものが何年か後に社会に対して与える影
響についてまで考えながら研究・開発をしなければならない時代となっております。広い視
野と社会に対する倫理感を大切にしながら注意深く物事を進めてゆく必要があるわけであ
ります。 
さて皆さんの博士論文は3部提出していただいていますが、これがどうなってゆくのかご

存知でしょうか。その1部は京都大学附属図書館に、もう1部は国立国会図書館に納入されて
おります。3部目は各研究科に保管されます。いずれも永久保存ということで、皆さんの業
績は未来永劫人々が参照してくれる可能性が保証されているわけであります。京都大学附
属図書館には、野口英世、今西錦司といった人達の博士論文が全て保管されており、こうい
った人達が若かりし頃情熱を傾むけて書いた博士論文をみることができます。 
そこで皆さんがきっと気になるのは、自分の研究結果が後年になって間違っていたと指

摘されないかということでしょう。ノーベル賞を受けた業績にも後世になってその結果が
再定されたものがあるといいます。特に学問の基盤として広く受け入れられている物の考
え方、これをよくパラダイムという言葉で表現しますが、これが転換した場合にはそれまで
確固とした学問・理論であると考えられていたものが音をたてて崩れ去ります。天動説から
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地動説への転換はその典型とされています。古典力学から量子力学への転換にもそういっ
た側面があります。カオス現象の発見にもそういった要素が含まれていると考えてよいで
しょう。世の中には絶対的に正しいもの、永久に変らないものがあるのかどうかという問題
にも至りつくわけであります。 
ここから得られる教訓は大切であります。皆さんが発見し、創造したものは正しく、また

永久不変のものという自信はもっておられるでしょうが、一方では万一の場合、自分の想定
していなかった状況・条件においてもその正しさが保証されるのかどうかといったこと、あ
るいはそういった場合に全くちがった結論にもたどり着くことがありうるのではないかと
いう疑問であります。私は皆さんが少なくともそういった疑問を許容できる思考の柔軟性、
心の余裕を持っていただきたいと思っております。 
すなわち皆さんの研究はあくまでもあるパラダイムの中で妥当なのであり、思考の条件、

思考の場、状況が全く変わった場合には全くかわった解釈・理解がありうるかもしれないと
いう可能性を考える能力をもつことであります。 
なぜこのようなことを言うかといいますと、皆さんが中心となって活躍する21世紀社会

は地球環境問題、エネルギ一問題、人口問題など解決の非常に難しい問題の山積する不透明
な時代となることは明らかであるからであります。こういった時代における人々のもつ価
値観がどういうものとなるか、何が価値あるものと考えられるようになるかは予断を許さ
ないからであります。こういった不透明な時代を生き、その中で人類社会にとって価値ある
ことを成し遂げ、価値あるものを作ってゆくためには、常に自分の考え方が妥当なものであ
るかどうかを検証しながら進んでゆく必要があるからであります。そういった時代にこそ
博士学位を得られた皆さんが出来るだけ確かな方向性をさぐり、社会をリードしてゆく義
務があるのであります。 
どうかこれからもますます幅の広い研鑽を重ねながら、勇気をもって21世紀杜会で活躍

していって下さるよう念願し、私の挨拶といたします。 
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卒業式〔1997 年度〕 
1998（平成10）年３月24日 

 
本日は来賓の諸先生をお迎えして、各学部長、教職員の出席のもと、平成9年度卒業式を

挙行できましたことは、京都大学として誠に喜びとするところであります。 
ただ今卒業証書を受けられた皆さん、京都大学卒業おめでとうございます。本年度の卒業

生は全体で2,788名であります。その中には大学院へ進んでさらに学問を究めようとしてい
る人達と、社会へ出て大学で学んだことをいよいよ実践に移してゆこうとしている人達と
がいます。いずれの場合も卒業という人生における節目を大切にし、気持を新たにして出発
していっていただきたいと思います。 
さて本年度はこの式典の始めに式典曲を京都大学交響楽団に演奏していただきました。

この曲は昨年京都大学が百周年を迎え、百周年記念式典を行った際に、作曲家藤家溪子氏に
依頼して作曲していただいた京都大学式典曲であります。この曲は唐の詩人李白の詩、「古
風其一」の中にある句、「輝を垂れて千春を映さんとす」によせて作られました。李白は杜
甫とともに中国の二大詩人の一人であり、詩仙と称されている人であります。その詩風は自
由奔放な性格と放浪に過ごした62年の生涯そのままに、明るく率直で力強く、想像力豊かな
ものであります。 
この「古風其一」という詩は当時の外見的にきらびやかな詩にあきたりず、骨組のしっか

りした力強い漢代の詩風を復活させようとして作った一連の作品の冒頭に来るものであり
ます。この詩はまず、詩経にはじまる中国の詩の流れをたどり、今日正しい詩歌の道が失わ
れてしまっていることをなげき、自分こそ正しい詩歌を作り、その光が千年の後の春まで光
を輝かしつづけるだろう、そのような詩集を生みだすのだ、きら星のごとく輝く多くの詩人
の中で自分こそが永遠の価値をもつ詩風を打ち立てるのだという使命感と自信にあふれた
宣言をこの句によってしているのであります。藤家溪子氏が京都大学のために作って下さ
ったこの式典曲は、まことにこの内容にふさわしい立派な曲であります。 
我々京都大学の教職員は京都大学の歴史の101年目をふみ出すに際して、まさにこの李白

の気概を持って出発しようとしております。今回卒業される皆さんは21世紀の社会を支え
てゆく人達でありますから、こういった志を持って社会に出て行って下さることを願って
おります。 
李白のこの詩にみなぎっているものは、自信と勇気、使命感でありましょう。21世紀とい

う新しい、予測の非常に難しい時代を迎えようとしている今日、最も大切なものはこの自信
と勇気、志であります。 
自信は言うまでもなく自分を信ずること、自分の能力、価値などを自ら確信することであ

ります。これはどうしたら出来るのでしょうか、空威張りや偉そうなふるまいといったこと
は自信とは全く反対のことであります。自信は何もしないで自然についてくるものではあ
りません。不断の努力によってついてくるものなのであります。 
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これから21世紀の前半にかけては世界は急速に変ってゆくでしょう。ますますグローパ
ル化してゆく世界の中で各国はお互いにしのぎをけずりあいながら、なおかつ地球環境問
題など多くの問題について協調し問題解決をしてゆかねばなりません。そういった社会を
生きてゆく諸君は種々の問題に遭遇するでしょうが、それらの問題に対処するためには常
日頃の学習に裏打ちされた自信と勇気が必要であります。すなわち十分な知識をもち、全体
を客観的にながめ、判断できる決断力を必要とします。常に自分の考え方、行動についての
反省を行いながら、常に正しい判断が出来るよう努力するとともに、志を高くもちつづける
ことによってこそ、自信がわいて来るものであり、また決断をし、実行に移してゆく勇気が
出るのであります。 
徹底した勉強なしには自信はありえません。しかし、それでは十分ではありません。皆さ

んはそれぞれの分野で学問を学び、かなりの知識を持って卒業してゆきます。そして、その
知識を用いて物事をよく判断することができても、正しい行動をしてゆく勇気をもつこと
が出来るでしょうか。21世紀社会が不透明であればあるほど、社会はそのことを期待してい
ます。諸君はこれから社会に出て、自信と勇気を持って事に当ってゆくことが要求されてい
るのです。 
そこで私は諸君にもう一つ、「忍耐」という言葉を贈ろうと思います。自信と勇気を持つ

ためには、その裏に忍耐心が必要だからであります。昔風に忍耐といえば、ずっと苦しいこ
とに耐えしのぶということになるでしょう。これからも、そういうことは場合によってはあ
るでしょう。しかしもっと軽い気持で、日常生活の中で忍耐ということを考えてもらっても
よいのです。たとえば、相手の言うことを最後までよく聞いてよく考える、講義をじっと聞
いてよく考えるといったことなどは誰でもがやっていることであります。相手の話の途中
で反論をしたくなってもがまんして聞いていると、後になって相手の言おうとしているこ
とがより良くわかり、反論する必要がなくなるということもよくあるでしょう。 
このように相手の立場、相手の気持、相手の言うことなどを十分よく聞いた上で、なおか

つ客観的に見て疑問と思うことがあれば質問したり、反論したりするということも、場合に
よっては必要でしょう。 
最近は携帯電話がありますので、誰にでもすぐ自分の思ったことや、用件を伝えることが

できます。昔のように何日かかけて手紙のやりとりをした時代とは全く違います。しかし手
紙しか手段がなかった時代には、自分の言いたいことをよく反芻し、言いたいことを整理し
明確化するとともに、それを相手にいうことによって相手はそれをどう受けとめるかとい
ったことまでを考えていたわけであります。そういったことを考える時間があったのであ
ります。すぐに返答はしたいが忍耐して待つ、忍耐してよく考えることによって適切な答え
を返すということが出来るのです。 
このような例からも、いわゆる一見便利そうなものがかならずしも良いものであるとは

限らないことが分かるでしょう。どんな便利なものでも、それをうまく適切に使わなければ
逆効果となることも多いのです。その判断は諸君自身が行わねばなりません。そのためにも

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第３章長尾真総長

2887



諸君はよく勉強をしなければならないわけであります。 
今日のように、学問が専門分化し、急速に進展して来ている一方で、社会自体もこれまで

経験しなかったような種々の困難な状況に直面し、急激な変化に見舞われている中では、諸
君が大学で学んだことも10年もすれば古くなってしまう部分も多くなる可能性があります。
したがって、どのような変化があってもかわらない学問の基礎的部分をしっかりと勉強す
るとともに、新しい状況に対してどう判断し対処していったらよいかということに対する
学問的考え方、すなわち学問の応用能力を身につける必要があるのです。そして変化してゆ
く部分については常にそれを基礎的、学問的な立場から解釈し、また学習してゆくという態
度が必要です。 
これからはそういった意味で、生涯学習の時代となってゆかざるをえないでしょう。諸君

は大学で学んだことで足れりとせず、社会で出会う問題を適切に解決してゆくために常に
勉強しつづけていっていただきたいと思います。大学では全く学ばなかった学問をしなけ
ればならなくなる場合も出てくるでしょう。自然科学系の学部を卒業した人で会社の社長
になっている人は多くおられますが、そういった人達は自分の専門的な仕事とともに、経済
学、経営学、法律体系などいろんなことを40才、50才になって勉強しておられるわけであり
ます。そういった場合も、大学で学んだ勉強の仕方、学問の仕方、その応用の仕方が役に立
つと思われます。 
人生80年という時代となりましたが、その長い一生の中では大学生活は一瞬にすぎませ

ん。しかしこの青春時代の一瞬が諸君の今後の人生の基礎となるわけであります。どうかこ
の学生時代に学び得たことを大切にし、それをのばし、それを応用し、それを実践するとと
もに、人生の最後まで学生の気持を失わずに学びを続けて行って、ほんとうによかったと言
える人生にしてもらいたいと思います。 
卒業生の皆さんのこれからの良き人生を期待し、祝辞といたします。 
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学部入学式〔1998 年度〕 
1998（平成 10）年４月 10 日 

 
新入生諸君入学おめでとうございます。本日ここに新入学者 2,948 名、3 年次編入学者 53

名、再入学者 1 名、合計 3,002 名の若さにあふれた諸君を迎えることは、京都大学にとっ
て大変喜ばしいことであります。本日ここにご列席の元総長、名誉教授の先生方及び各学部
長の先生方とともに、皆さんに「京都大学入学おめでとう」と申し上げます。京都大学入学
は、長年にわたる諸君の研鑽の結果であり、新しい人生への第一歩であります。この入学式
は諸君にとって喜びであるとともに、これからの学問の世界へ向かっての決心の時であり
ます。 
難しい試験を突破して入学した諸君は、多くの知識を持ち、難しい問題を解く能力を備え

ていることは間違いありません。しかし、諸君はまだそういった知識を学問の体系という立
場からしっかりと学んだわけではありません。学問はある分野の知識を一定の原理によっ
て説明し、体系化するとともに、体系化するための理論的方法論を明らかにするものであり
ます。  
学問をすることによって、一見何の関係もないと思われる事柄が、奥深いところではつな

がっているということが明らかになることがよくあります。学問をすることによって、ある
事柄がいろんな角度から深く理解でき、他の事柄との相互関係が明らかになるといった形
で、新しい知識を創造し、またこれまでの知識を体系化し、誰もがよく理解できるようにす
るところに、学問の価値、すばらしさ、そして面白さがあるのであります。学問を学び、物
事を学問的にながめ、解釈することによって物事がよりよく理解でき、その結果、新しい物
事を創造することができるようになるという楽しさは、学問をするものにとっての堪らな
い魅力であります。 
そういった意味で、大学には面白いことがいっぱいあります。二、三、例をあげてみまし

ょう。京都大学は日本ザルの野外研究から出発して、「サル学」という学問を確立し、世界
における霊長類研究の中心的存在として活躍してきておりますが、人類は霊長類の最も発
展した段階のものとして、サルからどのような経過をたどって来たかということは、諸君 
にとっても大いに興味のあることでしょう。京都大学の理学部や霊長類研究所でそういっ
た研究を精力的に行っており、諸君の疑問に答えてくれるでしょう。 
サルから人間へということになれば、人間の脳は猿やチンパンジーの脳とどのように違

っているのだろうか、といった疑問もでてくるでしょう。今日、この問題を解明しようとし
て世界中の科学者が協力して「脳科学研究」を進めております。京都大学でも、医学・生理
学だけでなく、心理学・認知科学・ 情報科学・哲学といった非常に広い学問領域において、
種々の角度から脳に関する研究を行っています。 
宇宙のことについても興味の深いことは沢山あります。最近の天文学の精微な観測から

得られるデータを矛盾なく解釈しようとすると、百数十億年前にビッグバンと呼ばれてい
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る宇宙の始めがあったという仮説が導かれますが、それは本当にあったことなのでしょう
か。またこれから何百億年先に宇宙はどうなっているのでしょうか。疑問はとめどなく浮か
び上がって来ます。これらの問題についても、天文学・宇宙物理学の先生方が探求を続けて
おられます。 
邪馬台国論争というのがあることは皆さんもよくご存知でしょう。女王卑弥呼が支配し

ていた邪馬台国は九州にあったのか、近畿にあったのかという論争であります。考古学の発
掘調査の技術は、過去 30 年ないし 40 年の間に目ざましい進歩をとげ、今日の発掘調査は
あらゆる先端科学技術を用いたものとなっており、非常に多くのことが分かって来ており
ます。それでも、この邪馬台国論争に決着がつく様子はありません。諸君のうちの誰かが、
この分野の研究者となって解決してくれることを期待します。日本で最初に設置された京
都大学の考古学教室の研究グループは長い伝統を持ち、多くの秀れた考古学研究者を出し
て来ており、日本の考古学の発展に多大の寄与をしているのであります。  
法律や経済の分野でもすばらしい研究が行われていますし、諸君に学問の仕方をよく教

えてくれます。たとえば国家とは何だろうか、日本とは何だろうか、といった問題を考えて
みるのもよいでしょう。国家については古代ギリシャのプラトンから始まって、マキャベリ、
カント、へーゲルなど、多くの人が種々の立場から国家とは何かを論じています。このよう
な哲学的系譜だけでなく、法律学的立場からは国際法上の国家とは何かが明らかにされて
いますし、国家が政治学の中心的課題であることは言うまでもありません。このような理論
体系的な立場でなくても、たとえば国家と民族との関係、国家と言語・文化との関係、ある
いは国際貿易・国際経済という観点からの国家や、もっと日常的なこととして、交通や情報
通信が発達し、誰でもどこにでも行け、また誰とでも自由にコミュニケーションができる状 
況における国家という概念の持つ意味など、時代とともに実に様々な立場から国家という
ことについて考えることができるのであり、また研究が行われているのであります。 
大学においては、高等学校までの勉強のように、ある問題に対する解答は唯一つ正しいも

のがあるといったことではありません。いろんな立場からいろんな解答があり得て、それぞ
れにその妥当性が存在するといった世界を学びます。また場合によっては解答がないと思
われる問題についても考えます。上に述べてきました多くの興味ある質問・疑問に対しては
現在のところ確たる答えがなく、それだからこそ多くの研究者が日夜研究に励んでいるの
です。諸君もいろいろと勉強し、また研究することによって、多くの問題に対して自分とし
て納得のゆく答えを得ることができるようになるでしょう。 
そういった意味でも諸君はいろんなことに興味をもち、疑問を持つということが大切な

のであります。その疑問は簡単に解決を与えられるようなものではないでしょう。そこで、
先生に聞いたり、自分で解決すべく学問を学んだりすることが必要となります。そしてなん
といっても、考えるということが必要なのであります。また、たとえ答えを先生から聞いた
としても、その答えの意味が理解できないことがあります。答えを理解するためにまた勉強
をしなければならない場合もあるのです。すなわち、問題の解決は一足飛びには出来ません。
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難しい問題の場合にはステップを踏んで勉強を積み重ねてゆくことが必要となります。学
問に王道なしであります。諸君の四年間の大学生活はそういった難しい課題に解決を与え
るための基礎となる学問を幅広く学び、積み重ねてゆく時なのです。 
このように学問・研究は長い道のりを要します。そして諸君は辛抱をしながら基本的な学

問をしっかりと身につけ、将来に備える必要があるのです。その間も、諸君が持った、いつ
かは解決したい、理解したいという疑問・課題を忘れず、あきらめず、それを持ち続けるこ
とが必要なのです。そうすればいつかはきっとその解決に到達できると思います。  
大学で学ぶこととしては、社会に出て職業についた時に必要となる専門知識だけでなく、

人生をいかに生きるべきかという、よりよき人間となるための学問もこの四年間に身につ
けることが大切です。多くの場合、この人間性を豊かにする学問の方が、専門の学問知識よ
りも長い一生にとっては重要であるかもしれません。人間的な素養は自分から求めてゆ か
ねば学べないものであります。  
京都大学ではこのような教養教育のための科目を全学共通科目として用意し、諸君が自

由に選べるようにしています。本年度の入学生諸君には特にポケットゼミと呼んでおりま
す少人数のセミナーを用意し、数名ないし十名の学生諸君に対して教官を一人ずつ配し、そ
の先生の最も得意とする内容を自分の経験をまじえて教えます。こうすることによって学
生諸君が本当に身近に先生と対することができ、諸君のもつ疑問も先生に直接聞いてもら
ったりすることができるという科目であります。このセミナーを通じて学問とは何か、研究
とは何かということを諸君によりよく理解してもらい、学問に対する興味をかきたて、四年
間の勉学をより効果のあるものにしてもらいたいという意図をもって始められるもので 
あります。ぜひこのセミナーを受講し、大学とは、学問とは、ということについて考えてく
ださい。 
さて、京都大学は自由の学風を持っていると言われており、我々もそう思い、そこに自信

と誇りをもっております。そして新入生諸君も、その学風にあこがれて本学に入学されたも
のと思います。諸君は学生の間に多くの学問を自由に選択して学ぶことができます。そして、
自分の関心のある学問分野を徹底的に追求することができます。ですから、諸君は京都大学
への入学に際して、自分はこの四年間に何を学び何をしようとしているかという目的をは
っきりさせていただきたいと思います。そうすれば、それはこの四年間できっと達成できる
でしょう。目標を高くもってください。大学は入学をすればもうそれでよい、あとは何とか
なるだろう、卒業すれば適当なところに就職できるだろうといった安易な考え方は、これか
らの厳しい社会では通用しなくなります。そのような考え方では、諸君の貴重な四年間の青
春時代は何のためだったかと後悔することになるでしょう。大学は自分が学ぼうという意
志を持てば、いくらでも学べるところであり、学ぼうとする意志を持たない学生にとっては、
自由の学風といっても何の意味も持ちません。大学の四年間は諸君の人生の基礎を与える
ものであり、これからの長い一生に比べるとほんの一瞬ですが、非常に大切な期間なのであ
ります。ぜひ大切にしてください。 
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京都大学の学風のもう一つのものは、事実に即して真理を探求するという態度でありま
しょう。学問の仕方としては大きくわけて二つの立場・考え方があります。その一つはユー
クリッドの幾何学のように、まず公理系といった基本的、原理的なことをおき、そこから世
の中のいろんなことを説明してゆこうとする態度であり、もう一つは世の中の事実を徹底
的に観察・調査し、そこから学問体系を築きあげてゆこうとする立場であります。前者がプ
ラトン的、あるいはフランスなどの大陸ヨーロッパ的な学問態度であるとすれば、後者はア
リストテレス的考え方、あるいはイギリスの経験主義的学問態度であるといえるでしょう。
そして京都大学は後者の、事実を重んじ、そこから真理を発見してゆこうとする態度が強い
のであります。先程お話しましたサル学や考古学などは、いずれも後者の経験主義的立場か
ら大きな成果をあげている研究であります。 
 このように同じく学問研究をする場合においても、物の考え方によっていろんな方法が
ありうるのであります。諸君も京都大学で学ぶにつれて、そういった種々のことが分かって
来て、学問のおもしろさが味わえると思います。そして、物事に対してはいろんな立場があ
り、いろんな見方があることを知り、そして自分はその中のどれを採るかを決断できるよう
になるために、学問を広く深く学ぶことが必要なのであります。どうか、大学へ入ったらも
う後は何とかなるといった安易な気持ちでなく、これからいよいよ本格的な学問をし、人格
を鍛える時になったのだ、大学の四年間が自分の一生の基礎となり、大学で学ぶことが自分
にとっての一生の真の財産となるのだ、という自覚を持って学生生活を送っていただきた
いと思います。 
これからの四年間が実り豊かなものであることを祈って、諸君へのお祝いの言葉といた

します。 
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大学院入学式〔1998 年度〕 
1998（平成 10）年４月 10 日  

 
大学院入学おめでとうございます。ご列席の名誉教授、各研究科長、教職員を代表して皆

さんの大学院入学をお祝いいたします。これから二年ないし五年間で良い研究をし、修士・
博士の学位を取得されることを期待いたします。 
京都大学では研究科の存在するところは全て大学院重点化され、さらに本年度には、アジ

ア・アフリカ地域研究研究科と情報学研究科が発足することになりました。また期間短縮で
修士・博士の学位が得られるようにもなりましたから、努力次第で早く学位を得て社会に出
てゆくことができます。 また、既にご存知のことと思いますが、 TA (Teaching Assistant）、
RA（Research Assistant) 制度が出来、また、日本学術振興会の奨学生：Post Doctor制度な
ども充実してきておりますから、しっかりした勉強・研究をする人にとっては生活の援助が
いろんな形で受けられます。こういった制度をうまく利用し、学問研究に専心してくださる
ようお願いいたします。 
大学院には将来の研究者を目指す人と高度の専門知識を持った職業人として社会に出て

ゆく人とがいますが、いずれの方向を目指す人も研究をし、論文を書いて大学院を修了する
ことになります。したがって、今日は研究を行うときの考え方、態度について少し述べたい
と思います。 
まず皆さんは肉体的にも精神的にも若いのでありますから、既存の考え方、既存の学問体

系にこだわらず、自由な発想で研究をしていただきたいと思います。全てのことについて疑
いの目を向けることが必要です。たとえば、あるテーマについて研究しようとして、これま
でにこのテーマに関してどのような研究が行われてきたかを調査すべく、文献検索をした
としましょう。その結果、1 件も該当するものがなかったということがよくあります。この
時多くの人は、これはだめだ、このテーマはほとんど誰も研究していない大してよくないテ
ーマだと思うようですが、私はそうは思いません。これは、誰も過去に研究したことのない
新しいテーマを自分が見つけたということであり、これは大変貴重なことであると考える
のです。つまり検索をして何も出てこなかったということは、ある文献を入手したというこ
とよりもはるかに大切な情報なのであります。また何件か文献が見つかったとしても、それ
を調べた結果、それらの研究における条件、周囲環境が自分が想定しているものと全く異な
っているということを発見することもよくあります。それらの文献には明確には書かれて
いないが、背後に存在する種々の条件や仮定・制約といったことを見抜く力を持つことも必
要であります。他人の論文を表面的にだけ理解していてはなりません。  
画期的な論文を書いた人には出来るだけ会うよう努力することも大切です。いろいろと

話し合うことが出来ればベストですが、学会などの際に顔を見るだけでも価値があります。
こうして、その人の人柄、物の考え方などを直接・間接に知る努力をするのです。そうすれ
ば、その人が今後どんなアイデアでどんな方向の研究をし、どんな論文を書くだろうかとい
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うことが推測できるでしょう。その場合、最も注意しなければならないことは、その道の権
威、その道の大学者の言うことを全て真にうけてはならないということであります。そうい
った人の言われることで自分が納得出来ないことについてはそれを鵜呑みにせず、大いに
疑い、よく考えることが必要です。権威のある人の言うことが常に全て正しいということは
ありません。それを信じてしまって間違った方向へ行ってしまうということのないように
注意が必要です。自分が納得できないことは疑い、よく考える必要があるのです。  
研究をしたら論文を書くことが当然要求されます。論文が多いことは良いことですが、こ

れからは論文の数よりは質が重視されるようになってゆくでしょう。論文の質の評価は非
常に難しいのですが、程度の低い論文は誰にでも判定することができます。質の余り高くな
い論文を数多く出す人はすぐ分かり、あまり高く評価されなくなってしまうでしょう。そう
でなくても読まねばならない論文は多いのですから、本当に価値のある論文でなければ、読
んだ人に無駄な時間を費やさせたということになり、迷惑をかけたことになるのです。そう
いったことも考える必要があります。かといって、現代のように競争の激しい社会において
は、たえず論文を出すということも必要であります。数年に一度しか論文を出さない人でも、
その論文の内容が抜群に優れていればよいのですが、論文の良さが注目されないという悲
劇も起こります。どこでバランスを取るかは難しいところであります。  
いずれにせよ大学院では皆さんはほとんど一人前の研究者とみなされますし、博士後期

課程の学生は明らかに一人前の研究者であります。我々教官は皆さんを共同研究者として
議論をし、協力して未知の領域を切り開いて行こうとしているのであります。したがって、
皆さんは自信とプライドを持ち、しっかりした研究をし、得られた成果については、どのよ
うな大先生の前でも自信を持って堂々と説明をし、相手に理解してもらえるよう努力して
ください。日本の研究者の中には、良い研究成果を得ていても他人の前では遠慮してうまく
説明をしなかったりする人が多くいますが、それはよくありません。自分が信念を持って研
究したことなのですから、怖めず臆せず堂々と相手に理解してもらうようにすべきであり
ます。もちろん、相手が興味を持ってよく聞いて理解してくれるよう、発表の方法には細心
の注意をし、工夫をすべきことは当然であります。 
さて皆さんは語学の方はどうでしょうか。皆さんは、将来研究者になろうとする場合も、

社会人として活躍しようとする場合も、英語を始めとして、外国語の知識を身につけること
は欠かすことができません。社会は益々グローバル化され、あらゆる活動は国境をほとんど
意識せずに、自由に世界を相手に行われるようになってゆきます。そういった時に英語は国
際語としての機能をますます高めてゆきますから、これからの社会をリードしてゆくべき
皆さんは英語で自分の考えていることを書き、また話し、いろんな人達とコミュニケーショ
ンを十分に行う能力をもつことが必要であります。皆さんの研究成果は出来れば英語で論
文にし、英語で発表してもらいたいと思います。これは自然科学系の学問だけではありませ
ん。人文社会系の学問についても言えることであります。たとえ日本文学・日本歴史といっ
た日本固有の分野の研究においても、今日では諸外国との比較の上で研究をしなければな
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りませんし、また諸外国の人たちで日本の固有文化に関心をもち研究をする人たちも増え
て来ているからであります。まして法律や経済などの分野では、外国との関係を視野に入れ
ねば研究が成り立たないでしょう。語学は才能というよりは息の長い実践によって上達す
るものでありますから、毎日少しずつ 2 年、3年と根気よく語学の勉強を続けることが必要
で、そうすれば自然に上手になります。そういった意味では語学は難しい対象ではないと気
持を楽に持って、要するに続けてゆけばよいのです。  
最後に、皆さんの大学院における研究が大きな成果をあげ、社会に対して貢献することを

期待し、私のお祝いの言葉といたします。 
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修士学位授与式〔1998 年度〕 
1999（平成11）年３月23日 

 
ただ今修士の学位を得られた1,814名の皆さん、おめでとうございます。ご列席の名誉教授及び

教職員の皆様方とともに、心よりお慶びを申し上げます。 
諸君は修士課程の２年間において、ほんとうの意味で物事を自分で考え、自分で自分の設定し

た課題に対して挑戦し、それを解決したという貴重な体験をしたわけであります。この２年間の
研究を通じて諸君は物の見方、考え方ということについて十分に訓練されたのではないかと思い
ます。 
諸君が出て行く社会は現在混迷に陥っていて、将来は不透明であります。こういった時にこそ

諸君が修士課程を通じて培った物の見方、考え方が大切となるのであります。 
物の見方は何重にも積み重なった重層性をなしていると考えられます。 
一つは、事実を知ることであります。これは当然のことでありますが、事実をできるだけ詳細

に正しい情報として得ることが大切であります。 
二つ目は、この事実の意味を知るということであります。どう解釈したらよいかということで

あります。自然科学の場合にはどういう法則によってこれが解釈できるかということになるでし
ょう。人文社会科学の場合にははるかに複雑で困難であります。どういう立場から見るかは人に
よって全く異なることがしばしばであり、これはその人の人生観にも関係するでしょう。 
三つ目は、それはその事実がどうして得られたか、どのチャンネルを通していつもたらされた

かということであります。これによってその事実なるものがどういうものであるのかを評価され
ることになるからであります。自然科学の場合には、どういう条件で観測して得られたデータで
あるかといったことになるでしょう。一般社会における出来事の場合には、いつ誰によって知ら
されたかということが特に重要になります。そういった事をよく吟味して、もう一度事実を知る
ことにもどって、独自に事実の確認をしたり、新しい事実を探す努力をしなければならなくなる
わけであります。 
そして最後として、そういった事実が出て来た背景、あるいは時代状況というものを考えるこ

とが必要でありましょう。 
例えば、今日日本経済はどん底にあり、消費の拡大が必要であるとして政府は地域振興券（期

限付き商品券）なるものまで配る涙ぐましい努力をしております。たとえ消費の拡大が必要であ
るとしても、しかし高齢化社会、地球環境問題や食糧問題、エネルギー問題などが解決の困難な
問題として横たわっていることが明らかな今日、そういった事を十分に視野に入れた上での経済
活動、消費構造、生活様式ということを考えねばならないのであります。その例としてデンマー
クを上げることが出来ます。 
国民経済の成長は必然的にエネルギー消費の増加をもたらす、という神話に立ち向かい、エネ

ルギー消費の総量を増やすことなく17年間にＧＤＰ（国内総生産）を1.4倍に成長させました。第
一次石油危機に直撃されたエネルギー弱小国デンマークはそれを機にエネルギー自給圏の形成に
向けて国民運動を起こし、風力発電をはじめとし、太陽光、太陽熱、バイオマスに至るあらゆる
再生可能エネルギーを追求し、化石燃料にも原子力にもよらずにエネルギー自給率の高度化を実
現し、新しいエネルギー産業を興し、このような成果を上げたのであります（内橋克人、『実の
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技術・虚の技術』岩波書店、1999）。こういった、足が地についた技術とその価値、それによる
社会の健実な発展といった考え方は我が国においても非常に重要であり、根気よく世論形成をし
てゆく必要があるわけであります。 
世界規模での熾烈な競争の時代に突入したということは事実でありましょう。だからといって

目先の危機感と競争意識だけでは問題は解決せず、将来の調和ある発展を考えたプランを作ると
ともに、これを世界に訴えてゆく必要があるわけであります。1997年の秋に京都で行われた地球
温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）における二酸化炭素排出量の総量規制の取り決めはその一つの
例であります。こういったことを実現してゆくためには、技術的にも社会的にもまた政治的にも
相互関係性を密にしながら、お互いに協力しなければなりません。 
いずれにしても、物事の解釈と判断の背後には、何が正しいことであるかについての鋭い感覚

の存在が必要であり、行動においては何が善であるかについての分別がなければなりません。 
日本は今日世界第二の経済大国であると言われておりますが、国際社会においてまだまだ一人

前であるとは思われません。それは人格に対応する国の人格、国の品格において、日本はまだ自
分の立場というものをしっかりと持ち、世界各国に尊敬されながらお互いに対等に話し合ってゆ
くだけの見識をもっていないということであります。あまりにも経済的なことだけで、しかも近
視眼的であって、世界各国が自国の福祉と発展のために独自の立場から秘術を尽くしている中で、
あまりにも単純で考えのない事ばかりをやっているとしか見られていないようにも思われます。 
今日修士課程を修了した皆さんは、将来の日本の中心となって活躍される人達であります。諸

君はここに述べて来ましたようなことをよく考え、自分の考え方を明確にし、適切に発言し行動
してゆくことによって日本の社会をよくし、国際的にも尊敬をかちえる国にしてゆくことが期待
されているのであります。 
欧米人は自分の考えたことを話しますが、日本人は非常に多く、人から聞いたこと、自分の知

っていることを得意になって話します。しかしこれからの国際社会において、はっきりした存在
感を与え、尊敬される人や国となるためには、我々は自分の立場、日本の立場というものをふま
えて、よく考え、客観的にも妥当であるという自分の考え方を持ち、これを説得力のある明確な
言葉で述べることが必要であります。 
諸君はこういったこと、即ち、物の見方、考え方、そしてその表明の仕方ということを、特に

修士課程の２年間で訓練してきたことと思います。今後は未知の事に出会い、何らかの決断をし
なければならないということの連続となるでしょうが、諸君の学識と考える力とによって、これ
が正しく行われないはずはありません。困難にぶつかり、迷いが深まれば深まるほど、学問の根
本にもどってよく考えることであり、諸君の京都大学での学問・研究の経験がこれをしっかりと
支えるのであります。 

21世紀という新しい無限の可能性を秘めた時代における諸君の活躍を期待し、これをもって諸
君の門出に対するはなむけの言葉といたします。 
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博士学位授与式〔1998 年度〕 
1999（平成11）年３月23日 

 
ただ今博士の学位を授与された皆様まことにおめでとうございます。ご列席の各研究科

長とともに心からお慶びを申し上げます。今回は課程博士342名、論文博士102名でありま
したが、平成10年度全体では課程博士492名、論文博士285名、合計777名の方々に博士の学
位を授与いたしました。 
皆さんは、京都大学という最高の学府で最高の学問を身につけ、独自の研究成果をあげら

れた結果、こうして晴れの博士学位の授与を受けられたわけであります。皆さんはこれから
も学問研究を続けてゆかれるでしょう。学問を究めるということはこれからであります。こ
れからもたゆまない努力を続けてくださるようお願いいたします。これから社会にでてゆ
く皆さんの場合も、自分の専門性を生かして活躍してゆくことになるでしょう。いずれの道
をとる場合も、未知の事柄に出会い、これを何らかの形で解決してゆくことが皆さんに期待
されているわけであります。 
そこでもっとも大切なことは、物事を柔軟に考えるということでありましょう。孔子の言

葉に「学べば即ち固ならず」というのがあります。知識の狭い人はややもすると自分の狭い
考えにとらわれて、頑固になりがちであります。学問によって知見を広め、柔軟な精神状態
を保つようにすべきだ、ということであります。 
今日の学問はあまりにも細分化されすぎています。狭い領域、狭い条件の範囲で、与えら

れた方法論でともかく３年間で何らかの新しい成果を出すということをやって来た人もい
るかもしれませんが、少なくともこれからは柔軟な精神でもって、広く物事を考える必要が
あります。またスピードが必要だからといって、難しいが正統な最善であると思われる道を
選ばず、次善の道で何とか物事を取り繕ってしまうということがあるかもしれませんが、常
に最善を尽くすという意志と努力を怠ってはならないと思います。手っとり早いことです
ませば、その場は取り繕えても、後になってそこから派生する諸々の障害を取り除くために、
はるかに大きな努力や費用と時間が必要になるということはよくあることであります。し
たがって、条件が許す範囲内でのぎりぎりの最善を尽くすということが必要であります。 
さて今日世界的にみても、社会は大衆化と技術化の道を一途に進んでいるという状況に

あります。技術の発展は社会の大衆化をますます押し進め、また社会の大衆化はますます技
術の進歩と大衆化を要請するという相互関係にあるのであります。 
そして特に情報技術を中心とする現代先端技術の社会化によって、現代の社会機構は技

術装置化されてゆき、人々の活動がこの巨大装置の機能部品化されてゆきつつあります。そ
してその中に住まう人々の精神や生きる目標までもが、この巨大な技術装置に適合するよ
うに改造されていっているようにも見えます。さらに、その機能部品としての効率によって
人間の精神までもが評価されてゆきつつある、ということに気づかずに、自己満足してしま
う危険性さえはらんでいるのであります。こういった中で政治や経済はおろか、文化や学問、
研究や教育の世界までが大衆化の影響を強く受け、その活動やその結果生みだされる価値
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までが、著しい勢いで大衆の希望や好みに合わせてゆかざるをえないような風潮一色とな
って行きつつあります。 
こういった大衆化と技術化は大学にも押しよせ、教育と研究を飲み込んでゆこうとして

おります。そういった時代に大学は何ができるのか、何をしなければならないのかは、我々
大学人にとって死活の問題といってよいものであります。過去の人類の遺産を後世に伝え
るとともに、新しい知的創造をし、時代に貢献してゆくために尊重されるべき精神とは何か、
を明らかにし、社会に対してその認識と理解を求めてゆく必要があるわけであります。 
現代の精神的状況の貧困を鋭くえぐり出し、これを批判するとともに、将来のあるべき姿

を描き出すことこそ現在の大学、特に独自の哲学・思想的伝統をもつ京都大学に与えられた
使命であると思います。しかし、これは非常に難しい仕事であり、哲学・思想がご専門の先
生方のみならず、広く大学のあらゆる学問分野の方々の意見をたたかわせ、京都大学の社会
に対する使命を明らかにしてゆくことによって実現しなければならないでしょう。大学改
革論議の盛んな今日、将来へむけての最善の道を選ぶべく、先に述べましたように広く深い
学識と柔軟な精神とでもってこの議論をしっかりと行い、我々の存在理由を明確にしなけ
ればならないと思っております。 
今日京都大学の博士学位を得られました皆さんも、学問とは何か、社会と学問との関係、

大学のあるべき姿について、これからもよく考えていただき、ともすれば日常性の中に埋没
しそうになる自分の精神を励まし、これからのあるべき日本、あるべき社会を考え、それに
向かって努力する際の糧にしていただきたいと存じます。大学の持つ意味、学問の持つ力は
そういうところにもあるわけであります。 
皆さんのこれからのご活躍を念じながら、今日の良き日のお祝いの言葉といたします。 
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卒業式〔1998 年度〕 
1999（平成11）年３月24日 

 
本日ここに元総長をはじめ名誉教授の先生方をお迎えし、平成10年度の卒業式を行いま

すことは、私ども京都大学の全教職員にとりまして大きな喜びとするところであります。
2,709名の卒業生の諸君、まことにおめでとうございます。心からお慶びを申し上げます。 
諸君の多くが京都大学へ入学した年は戦後50年にあたる1995年でしたが、この年には阪

神淡路大震災が１月にあり、地下鉄サリン事件など社会を震駭させる事件がいろいろと起
こった年でありました。また一方では円の交換レートが79円という史上最高を記録した年
でもあったわけであります。それ以来今日までの４年間、日本経済が急速に悪化するととも
に、多くの凶悪犯罪が出てくるなど社会全体が暗い時代に入ってきております。 
このような困難な時代に学生生活を送った諸君は京都大学において何を学びとってくれ

たでしょうか。困難な時代になればなるほど、唯一頼れるものは諸君の頭の中に蓄積して来
た知識と判断力、そして諸君の持つべき勇気であります。諸君は、気持ちを引き締め、よく
勉強し、社会の深層で起こっている事柄をよく観察し、真剣に物事を考えながら学生生活を
送ったことと思います。困難な時代は人を鍛えます。不透明な時代であればあるほど人は真
剣に物事を考えるからでしょう。 
考えてみますと、我々はあまりにも予定され、スケジュール化された世界に馴れすぎてし

まったのではないでしょうか。例えばいわゆるパック旅行の場合を考えてみればそれがよ
く分かります。国内旅行でも海外旅行の場合でも、日程はきっちりと組まれます。何月何日
には朝何時に起きて何時に出発といったことはもちろんのこと、空港や市内のホテル、見物
や散歩をする所など、観光案内書や地図が全て用意されていて、なにもかもあらかじめ決め
られている訳です。 
昔はそんなことはほとんどありませんでした。例えば、芭蕉の奥の細道の旅にはほとんど

スケジュールがなく、野宿同然の夜も過し、身の危険を感じながら、わずかに次の宿の名前
だけを頼りに旅をしたのであります。その代わり想像もしない風景に出会い、心からの驚き
を憶え、他人の情けをしみじみと味わい、その心を俳句に読むことが出来たのでありましょ
う。 
このような状況をみますと、現代は旅行本来の姿を見失ってしまっていると言えるでし

ょう。これは単に旅行の場合だけの話ではありません。人の一生についてもそうであります。
あまりにも知識と情報が過剰であり、未来があまりにもスケジュール化されすぎてしまっ
ております。これは考えてみれば異常なことであります。 
あまりにもスケジュール化されすぎた旅においては、新しい発見、新しい経験というもの

はありえません。あらかじめ憶えていたことを現場において確認するということがせいぜ
い出来ることであります。未知の世界に立ち向うという緊張感や、新しい発見という驚きは
ほとんどない旅行や人生となってしまうのであります。これは人間の感覚を鈍らせます。ま
た未知の旅へ出るときの不安感、そして必要とされる勇気と冒険心、そういったものが全く
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ない旅であり、人生となってしまいます。 
旅行の本来の姿は、未知の世界に入り、未知との遭遇によって、先入観なくつぶさに観察

し、考え行動し、人情を知り、それを通じて社会から多くのことを学ぶことにあったはずで
あります。今日はそれを失ってしまっておりますし、またこのような世界に対して疑いも抱
かない時代となっているのであります。いやむしろ逆に、将来がスケジュール化されていな
い不透明な未来という状況に対しては過度の恐怖を抱き、そういった世界を拒否する態度
さえ取るようになっています。これは個人の場合だけでなく、企業や社会そのものも、その
ような考え方になっているのであります。そこで、ますます詳細な調査をし、知識を蓄え、
将来をできるだけよく予測することによって、この恐怖を逃れようとします。 
学問が進み、情報技術が発達し、膨大な知識が蓄積されたからといって、本当に未来が確

実に予測でき、自分の人生をスケジュール的に進展させてゆくことができるのでしょうか。
そんなことがないことは誰の目にも明らかであります。世の中一寸先は闇であり、何が起こ
るか分からないのであり、諸君の人生は波瀾万丈なのであります。阪神淡路大震災はこれを
如実に、痛いほど我々に示してくれたのであります。 
我々はしかし、そんなことで甘んじていてよいはずはありません。このような混乱の時代

においてこそ、諸君のような未来を担っていく人達がしっかりとした考え方を持ち、自信を
もって進んでゆくべきであります。何が起こるか分からない時代に予めスケジュールを立
てることはできず、どのような対処の仕方をしたらよいかということは分かりません。唯一
頼れるのは諸君が学んだ学問、身につけた教養であります。これが諸君の持つべき自信の基
礎となるものであります。 
前例のない状況に対しては、自分の持つ知識と思考力・判断力に頼らざるをえず、波瀾万

丈の時代には、遭遇するもの全てについて、虚心坦懐に観察し、真剣勝負で立ち向かわねば
なりません。これはいわば人間力とでもいうべき全人格の力であり、諸君はその基礎を京都
大学の教室において学びとり、スポーツやクラブ活動において鍛錬したはずであります。あ
とはよく考え、勇気をもって発言し、実行することでありましょう。 

21世紀がグローバル化の時代となることは間違いありません。国境という壁はますます
低くなり、日本も、そこに生きる諸君も世界から孤立して生きてゆくことはできず、世界の
諸国とその人逹とともに生きてゆかねばなりません。こうした時代に、自分の考え方と立場
をしっかりと持ち、客観的にみて妥当であると考えたことを明確に発言し、他人に納得して
もらい、お互いに協力して実行してゆくことが必要でありますが、諸君はこれが間違いなく
出来る人達であると信じます。 
社会は諸君を鍛えるべく待っているのであります。諸君はむしろそれを感謝し、社会に教

えられ、社会とともに生き、社会を少しでも良くするように努力しなければなりませんが、
阪神淡路大震災をはじめとする社会の激動を経験し、京都大学ですぐれた学問を学び、自ら
考え行動する学生生活を送った諸君は、きっとこの期待に応えてくれるものと思います。21
世紀という未知で不透明ではありますが、人類にとって大きな可能性を秘めた時代に、自信
と勇気をもって出発していってくれると信じております。これをもって諸君の門出に対す
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る私のはなむけの言葉といたします。卒業おめでとうございます。 
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学部入学式〔1999 年度〕 
  1999（平成11）年４月９日 

 
桜が咲きほこり春らんまんの中を入学されました一般入学生2,851名、外国人留学生等92

名、合計2,943名の新入生諸君、京都大学入学まことにおめでとうございます。元総長、名
誉教授の先生方の御列席のもとに、各学部長、さらに全学の教職員を代表して皆様に何より
もまずお祝いを申し上げます。 
皆さんは長年の努力の甲斐あって、この日を迎えられ、充実した満足感を味わっておられ

ることと存じます。また本日の入学式を迎えた新入生諸君をこのように立派にお育てにな
られましたご家族の皆様にも、お慶び申し上げます。 
さて、諸君は大学に入ってこれまでとはかなり違った方法・考え方で勉強をせねばなりま

せん。これまでの諸君の勉強はともすれば暗記が中心となり、この問題に対する答えはこう
だといった形で試験問題を解いて来たのではないでしょうか。数学の問題でも、だいたい問
題のタイプが決まっていて、この種の問題に対してはこの公式を用いてこのように解けば
よいといった道筋を記憶していて、いわば機械的に問題を解いて来たものと思います。 
大学に入りますと、そのようなやり方は通用しません。自分で問題の内容をよく考え、こ

うすれば解けるだろうか、ああすれば論理の糸口が見つかるだろうか、というように、物事
を深く考えることを大学の講義は要請します。京都大学においては、特にそのような考える
能力を重視し、入学試験においてもよく考えねば解けない問題、精神を集中して考えれば解
けるはずの問題を出題し、受験生諸君の考える能力をテストして来ました。諸君はそういっ
た問題を放棄せず、積極的に挑戦し、良い成績を取ってめでたく合格されたものと思います。 
京都大学では学問の基本的なところから、それぞれの専門分野に至るまで、非常に多くの

科目を用意して諸君の勉学に備えていますが、何よりも大切なことは、諸君が学ぶ意欲をし
っかりと持ち、在学中にどのようなことを達成しようとするかという目標を明確にするこ
とであります。入学して２、３カ月すると学問に対する意欲をなくす学生が現れることがあ
りますが、ぜひそのようなことがなく、この入学式における諸君の勉強に対する意欲を持ち
続けていただきたいと思います。入学しさえすれば、あとは遊んでいてもなんとかなるとい
ったことは、京都大学においては全く通用しません。 
また、21世紀の社会を展望すれば、その特色の一つは、国際化がますます進むということ

であります。1989年のベルリンの壁の崩壊によって世界の政治・経済情勢は大きく変わり
ました。そして今日、西ヨーロッパは単一通貨ユーロの導入に至り、アメリカ一極集中から
別の方向へ動いてゆこうとしております。アジアにおいても中国が門戸を開き、日本とアジ
ア諸国との関係はこれからますます密接なものとなってゆこうとしております。 
企業活動も既にかなり以前から地球規模で行われ、アメリカの大企業はもちろんのこと、

日本の多くの企業も全世界を視野に入れて活動をしています。したがって企業活動におい
て外国人と日常的に付き合うことになりますし、国内・国外といった区別なく世界中をとび
まわって仕事をしなければならない時代となっております。これからはそういった状況だ
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けでなく、外国人が日本に多数居住するようになるという形での日常生活における国際化
も一層進むと考えられます。諸君はそういった社会において生活をし、また活躍することに
なるのですから、広い教養を身につけ、国際的視野を養い、日本の将来を考える人間に育っ
ていって欲しいのであります。 
したがって、これから始まる講義のそれぞれについて、自分が問題意識を持ち、それを自

分で解決してゆくという能動的な意欲を持っていただきたいと思います。「自ら努力する者
のみが報われる」ということであります。 
大学で取り扱う問題のほとんどは、唯一の解答があるというものではなく、考え方、立場

によって種々の答えがあり、そのうちのどれが正しいものであるかは決められないといっ
た種類の問題であります。また場合によってはそもそも答えのない問題すらも取り扱いま
す。例えば、そもそも学問とは何か、なぜ我々は学問をしなければならないか、といった問
題や、そういったことをつきつめてゆくと、人間とは何か、存在とは何かといった哲学の根
本問題にまで行き着くでしょう。 
そういったことを考えて、何になるのだという学生諸君がいるかもしれません。自分は専

門的知識を身につけに大学へ来たのであって、そんな無意味で役に立たないことを考える
暇はない、という人もいるでしょう。法律に書かれていることを全て憶えれば事たれりとか、
機械の設計が出来るようになればそれでよいと割り切っている人がいるかもしれません。
しかし、法律は人に適用されるものであり、機械は人が使い、人のために使われるものであ
ることから、人間というものを考えずにそういった学問というものはありえません。 
人間には想像力というものがあり、未知の物事を知りたいという気持ち、好奇心がありま

す。これを否定して人間というものはありえません。この想像力、知的好奇心こそが学問の
持つ価値につながるものであり、これが人間の心を豊かにし、人格を形成し、文化をはぐく
み、社会をすばらしいものにしてゆくのであります。 
諸君が京都大学でこれから４年間、あるいは医学部の場合６年間に学ぶことは、大別して

二種類あると考えられます。その一つは将来社会へ出て進んでゆく方向に応じた専門的な
知識や技術を学ぶことでありますが、これについては特に説明を必要としないでしょう。 
もう一つはそういった知識や技術をどのように使えば問題がどのように解決できるかと

いった、物事を考える力を養うことであります。そこには物事を推論してゆく方法と、推論
した結果が妥当なものであるかどうかを多くの周囲条件を考慮に入れて決定する判断力が
必要となりますが、この判断力の要請ということは人格の陶冶なしには不可能なことなの
であります。 
こういったことに対して大学は諸君に種々の形で助言を与え、支援をすることは出来ま

すが、これを生かし本当に自分のものとして判断力、実行力をつけてゆくのは諸君の自覚に
よるのであり、諸君の自発的努力によるのであります。入学試験は諸君のそのような面のチ
ェックはしておりません。諸君は学力的には優秀ではありましょうけれども、人生において
最も必要とされる判断力と実行力という点での保証はないのであります。ですから、この４
年間によく勉強するとともに、よき友人・先輩を見つけ、お互いに切磋琢磨し、種々の経験
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をすることによって人格を磨かねばなりません。 
最近あまり言われなくなりましたが、「真善美」という言葉があります。正しいことを知

り、正しいことを行う、これが真であり、大学の使命の第一は学生諸君にこの真に到る道を
いろいろと教えることであります。しかし、社会を生きてゆく上において真だけでは十分で
はありません。善という観点が必要となります。善には価値という視点が加わります。善は
美とともにギリシャ以来の哲学の中心課題の一つでありますが、ここではそこには立ち入
らず、ごく普通の常識的な議論をいたしますが、善に価値という概念が伴うのは、善には必
然的に意志と行為が伴い、そして対象として他者の存在があるからであります。善は理性を
超えた人間頭脳活動のより深い層に関係するもので、人格の多くの部分を担っているとこ
ろといってよいでしょう。 
さらに、その先に感性の世界があり、これが美と呼ばれているものに直接関係します。人

間の頭脳活動の最も深い部分に関わっているものであります。善という価値観を超えたい
わば絶対世界を指向するところに美というものの特徴があります。人格陶冶の究極の目標
はこの美の感覚を身につけることであると言ってもよいと思います。 
しかし、美とは何かを説明することは簡単ではありません。なぜなら美は理性的な説明と

いう世界を超えた所にあるものだからであります。ただ、美は時間を忘れさせてくれ、また
悠久の時間の流れを感じさせてもくれます。そして何といっても感動を呼び起こし、崇高な
ものに対して憧れる心を呼び覚ましてくれます。美は現代人の持つ苦悩を認識させてくれ
るとともに、人の心を高め、豊かにしてくれます。このようにして美は、人間性を認識し、
世界を見る眼を養い、社会を敏感に感じる人格を磨くのに大きな役目を果してくれます。 
美は美術作品によって感知することができます。文学作品や音楽によっても触れること

ができるでしょう。また、世界文化遺産に指定された京都は、町そのものが美の塊でありま
す。社寺庭園はもちろんのこと、数々の国宝があり、また３０分も歩けば山裾の静かな佇ま
いに身をおくことが出来ます。そこには小川のせせらぎがあり、お地蔵様が祭られていると
いった世界があります。 
京都大学に入学した諸君はそういった点で特に恵まれています。日本の伝統が今なお生

き続けている京都という空間の中で学生生活を過ごし、自由に勉強し、物事を深く考え、美
意識を磨くことのできる身の幸せを感謝しなければなりません。 
しかし美はそういった対象世界にあるだけではありません。人の生き方の中にも美はあ

るのです。美は自分の目で見、体によって感じ、自分の感性によって発見するものであって、
何の変哲もない所にもそれを感じることがありえます。ただ、美を発見し、美を味わう力は
長期間にわたる絶えまない努力によってしか培えません。現代芸術を味わうためには現代
という時代とその時代精神を深く認識していなければなりませんし、諸外国の芸術を味わ
うというとき、それらの国の歴史と文化、現状といった背景を知っているといないとでは、
その感じ方の深さと質が全く異なります。まして人の生き方の中や何でもないところに美
を発見するには「こころ」が必要であります。 
大学において諸君は善についてはある程度学び身につけることができるでしょう。しか
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し残念ながらこの美の感覚については教えることができるものではなく、諸君の京都での
学生生活という実践を通じて体得してもらわねばなりません。 
繰り返しになりますが、これからの社会においては真だけでは不十分であり、善を実践す

る努力をしなければなりません。ただ何が真であるか、何が善であるかを判断する基準は簡
単でなく、究極的に何によって判断するかと問われれば、それはその人のもつ美に対する鋭
い感覚によると言わざるをえないのであります。そして美的感覚を磨いている人の判断は
まず間違わず、その実践は正しく、また社会に対して善をもたらすことになるでしょう。 
したがって、これからますます複雑化し、何が正しいかが明確化しない21世紀社会におい

て、この美的感覚は欠くことのできないものであると思います。そういった意味で、私は「真
善美」の中で美が最も高位に位置するものと考えており、京都大学という恵まれた環境に入
ってくる新入生諸君に対しては、よく学ぶとともに、美的感覚を磨き、人格の陶冶を心がけ
ていただくことを願うのであります。 
諸君の大学生活が実り多いものであることを心から祈り、お祝いの言葉といたします。 
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大学院入学式〔1999 年度〕 
1999（平成11）年４月９日 

 
平成11年度の京都大学大学院入学式を迎えられた2,264名の皆さん、入学おめでとうござ

います。ご列席の名誉教授の先生はじめ各研究科長とともに皆さんの入学を心からお慶び
いたします。 
皆さんの中には修士課程２年間で就職を目ざそうと思っている人と、博士後期課程にお

いて、博士の学位を目ざしている人とがいますが、いずれの場合も、学部の場合とは質のち
がった勉強をしなければなりません。学部での勉強は専門分野の学問といっても、それぞれ
の分野の基本的なことを学んだにすぎません。専門分野の高度な内容は大学院において学
び、学問の最先端がどこにあり、現在何を問題にしているかを知るのであります。そして諸
君もその先端部分の開拓の仲間入りをして、新しい創造的な研究をし、先端部分を押し広げ
てゆくことも期待されております。大学院時代に独創的な研究成果をあげた人はたくさん
おられます。諸君も十分にそれが出来る力を持っているのですから、自信をもって大学院で
の勉強と研究をしていただくことを期待いたします。 
さて、最近は、大学改革、大学院改革ということが言われています。京都大学では、いわ

ゆる大学院重点化を行い、教官は大学院に所属するようにし、大学院の充実を積極的に推進
しております。京都大学ではこれまでの百年間に専門分野を徐々に増やして来て、かなり前
から10学部をおいて教育研究を行って来ました。しかし、これからの百年を見通すとき、伝
統的な学問分野だけでは不十分であると認識し、21世紀に必要とされる学問分野を次々と
開拓しています。 
すなわち平成３年には人間・環境学研究科を発足させましたし、平成８年にはエネルギー

科学研究科、平成10年にはアジア・アフリカ地域研究研究科、情報学研究科をつくりました。
また本年４月には生命科学研究科を発足させることが出来ました。これらはいずれも既存
の研究科の改組と併せて実現したもので、そういったことから、京都大学は大学院改革を積
極的に推進してきた大学の一つであるということができるでしょう。こういった改革の検
討は今後とも継続して行い、必要に応じてさらに新しい学問領域を創出しながら、21世紀に
おいてその存在が世界から高く評価される大学になってゆかねばなりません。 
日本は明治の初めにヨーロッパから大学制度を輸入しました。その時ヨーロッパの学問

領域を今日までいわば金科玉条のようにして守り、その中で大学は教育研究活動を行って
きました。ヨーロッパの学問は、必要に応じて分化・発展し、新しい学問分野を作って来た
という歴史を持っています。つまり、彼等はそうする学問的必然性があったからであります。
しかし日本の場合には、明治時代に輸入した学問に対してアカデミズムとしての権威を与
え、これを墨守し、そこからはみ出すものは亜流であるとして無視したり、排除する傾向さ
え示すことがあったわけであります。 
これを本学名誉教授の経済学者、伊東光晴先生は「日本は学問が学問として入って来て、

それがアカデミズムとして権威を持っている。したがって日本の学者は必ず理論信仰であ
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る。ところが、実業界にいくと『理論と現実はちがう』というので卒業生は現実信仰に移る。
この理論信仰と現実信仰との乖離が、日本の学問の病の中枢にあるし、また産業育成の中に
も生じており、ここをよく考えなおしてみる必要がある」と言っておられます（『21世紀の
世界と日本』岩波書店、1995）。 
しかし日本の大学も百年以上の歴史を経験して来た結果、現実を直視し、そこから理論を

構築し、新しい学問分野を打ち立てることが出来るところにようやく到達したといっても
よいでしょう。京都大学において新しい研究科を幾つも作ったというのも、その現れである
と言ってよいかもしれません。 
私の経験を少し話させていただきますと、私は諸君のような年齢の時に工学部で言葉を

取り扱う研究をやり始めましたが、人間の言葉を工学の対象とするなどということが、当時
は全くばかげたことだといった観念が広く存在していた時代でありました。しかし今日の
情報化時代においてコンピュータによる言語の処理は情報科学の中心的課題であるとまで
認識されるようになっており、また学問的にもしっかりとした体系と豊富な内容を持つま
でになって来ております。 
皆さんも、これからの大学院生活において学問領域の境界などを気にせずに、自分がやる

べきだと考えた新しいことにいろいろと挑戦していただきたいと思います。そして、与えら
れた問題を解決するというだけでなく、21世紀社会にとって欠くことのできない新しい重
要な課題を自分で発見し、これに解決を与え、それを通じて新しい学問分野を創造してゆく
気概を持って励んでいただきたく思います。 
皆さんのこれからの大学院生活が実り豊かなものとなりますよう期待いたしまして、私

のお祝いの言葉といたします。 
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修士学位授与式〔1999 年度〕 
2000（平成12）年３月23日 

 
皆さん、京都大学大学院修士課程の修了まことにおめでとうございます。列席の各研究科

長、その他教職員とともに心からお喜び申し上げます。今年は1,870名の方々が修士の学位
を取得されました。そのうち外国からの人は113名であります。 
皆さんの中にはひきつづいて博士後期課程に進む人もあるでしょうが、大多数の皆さん

は社会に出ていくわけであります。小学校以来、実に18年間にわたって教育期間をすごして
来たわけですが、この修士修了という時点で、皆さんはそれぞれ自分の受けて来た教育、自
分の行って来た勉強・努力ということについて振り返ってみてはいかがでしょうか。小学校、
中学校が皆さんの人格形成にとってどのようなものであったか、高校や大学、大学院が皆さ
んの物の考え方にとって持った意味、等を問うてみることであります。 
大学では、学生諸君に対して基礎的な知識を与え、物事に対してはいろいろな見方ができ

ることを教え、自分で考え、判断し、責任のある行動ができ、適切に自己を表現できる能力
を持った人物、さらには文化に対しても豊かな感受性を持った人物といった人間像を期待
して教育を行っているわけであります。皆さんがこれから出ていく21世紀の社会は、国際化
がより一層進み、諸外国との関係を考えずには生きていけない社会であり、大学院で研鑽し
た皆さんはそこで中心的な活躍をする人材でありますから、学問、知識、判断力だけでなく、
英語などの外国語でも自分の考え方を明確に伝え、相手を納得させる表現力をもつことが
期待されているのであります。皆さんはこのような期待に応えて、京都大学大学院を巣立っ
て行ってくれるものと確信いたします。 
皆さんの修士課程の２年間は学部の４年間とは全く質が違っていたはずであります。学

部の間はどちらかというと学問の体系、内容を学ぶということに重点があったのに対し、修
士課程では自分が主体的に学問にかかわっていくという立場で研究を行って来たわけであ
ります。自分の設定した課題に関連した学問・知識を積極的な立場で学ぶとともに、様々な
物の見方、研究の方法がある中で、ある方法を選択し、困難を克服しながら研究をすすめ、
問題の解決に至ったかという得がたい経験をしたにちがいありません。 
そのような経験を通じて諸君は物事を自分で考え、判断し行動することができるという、

はっきりとした自信を持ったことと思います。その自信が大切なのであります。 
社会に出ますと、種々の解決困難な課題に遭遇しますが、そういった時にも決してあきら

めず、まずは徹底してその課題にかかわる状況を調べるのです。つまり情報収集であります。
そして考えるのであります。これは研究において皆さんが取ったのと同じ態度であり、あき
らめずに試行錯誤的にいろいろと努力することによって、かならず解決を得ることが出来
るのであります。そういった過程において最も大切なことは、やれば出来るという自信を失
わずに頑張ることでありましょう。これは諸君の修士課程での研究の経験によって身につ
いたといってよいでしょう。あるいは、そのような自信を持てるようになることが修士課程
修了のための最大の要件とさえ言えるのではないでしょうか。正しい考え方をし、正しい信
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念をもって努力する限り、自分の考えていることはいつかは実現できるのであります。 
さて皆さんも新聞等で既に知っているでしょうが、小渕首相の私的懇談会「21世紀日本の

構想」が去る１月に報告書を出しました。そこには種々の大切なことが指摘されております。
まず、「戦後に日本は奇跡の復興と驚異の成長を遂げ、瞬く間に経済先進国入りした。日本
は平和と安定と繁栄を手に入れ維持してきたが、この成功のモデルが逆にいまでは日本の
活力を殺ぎ、その間に生れた既得権益と社会通念の多くが経済社会を硬直化させている。い
ま日本はこの成功のモデルを超えるモデルを探さねばならないが、世界のどこにも出来合
いのモデルはない。日本の中から解決策を見出していかなければならない。日本の中に潜む
優れた資質、才能、可能性を開花させることが成功の鍵である。その意味で日本のフロンテ
ィアは日本の中にある」といっております。 
そして「21世紀の世界の主な潮流は、グローバル化、国際対話能力、情報技術革命、科学

技術の進化、少子高齢化である。経済・科学・学術・教育などのさまざまな面で、制度や基
準の汎用性と有用性が世界標準に照らされ、問われ、評価される大競争時代が到来する。説
明責任を負い、意志決定過程を透明にしてスピードを速め、個人の知恵やアイディアをもっ
と大切にし、個人の権限と責任を明確にすることが必要であり、先駆的な発想や活動に対し
て、先例、規制、既得権などの邪魔を許さない。そして失敗した時にはやり直しや再挑戦が
できる社会を育てることである」とし、さらに「グローバル・リテラシーとして国際共通語
としての英語による国際対話能力の重要性、情報技術によって情報活用の十分に出来る国
と出来ない国とに分かれていくことの危険性とその予防、何のための科学技術開発かとい
う根源的な問いが発せられねばならない今日の状況への警鐘、少子高齢化への対応として
日本の社会に眠っている潜在力を最大限引き出すために、例えば女性の社会と労働への参
画の機会を制度的に促すべきこと」などの指摘をしております。 
そして、「上からの命令によって動く『統治』ではなく、上も下も共に共同して働く『協

治』の時代になっていくべきであり、そのためにも個の確立と新しい公の創出が大切である」
と主張しております。特に「新たな『協治』という概念を築き、個を確立し、公を創出する
には、これまでの日本の社会では十分に実現の場を与えられてこなかった自立と寛容とい
う２つの精神を育てなければならない。自立した個人の、その一人一人の才能とやる気と決
断と倫理観と美意識と知恵が国の骨格と品格、未来を作るのであり、寛容の気持ちと包容力
を社会が持つことによって、個々人の特質と才能の違いを認め、それを伸ばし、社会全体と
しての適材適所をもっともよく実現することができるのである」としております。そして日
本の努力すべき方向として、「先駆性、多様性、協治の実現のための具体的方策の提言、世
界に開かれた活動を通じて国益を求めていくという立場の大切さ」を述べております。 
この報告書はきれいごとを並べた、いささか空虚な内容のものであるという批判もあり

ますが、大変大胆で革新的なものであることは間違いありません。「日本はこうあってほし
い、日本をこうしなければならないという希望、覚悟を表明し、日本の志を論ずることによ
って、これまでの、国のあり方や国家像といったことを語るのが何か気恥ずかしいことであ
るかのような、時代遅れであるかのような気分が蔓延している日本の惰性をうち破ろう」と
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し、国民各層の多様な議論をまき起そうというところに、その真の意図があるものと考えて
よいでしょう。この報告書に対しては既にいろいろな意見が出されておりますが、21世紀の
社会で中心的な活躍をする皆さんも、ぜひともこの報告書を読みなおし、それぞれによく考
え、批判的な意見を出すとともに、将来に対する糧としていただきたく存じます。 
皆さんの前途は無限に開かれています。無限であるということはあらゆる可能性がある

ということでありますが、それは逆にいえば何が起るか分らない全くの未知の世界が広が
っているということでもあります。これまでの皆さんの20数年間の人生は、いわばきっちり
と敷かれたレールの上をほとんど何の抵抗も受けずに走って来たようなものでありますが、
これからはどこにもレールの敷かれていないところを歩んでいく人生であり、自分がこの
方向だと確信する方向に向ってレールを敷いていくことが求められている時代であります。 
京都大学の修士課程を立派に修了することが出来たという自信をいつまでも持ち、自分

の未知の人生を切り開いていって下さることを期待し、皆さんの門出に対する餞の言葉と
いたします。 
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博士学位授与式〔1999 年度〕 
2000（平成12）年３月23日 

 
博士の学位を受けられた課程博士395名、論文博士104名、合計499名の皆様、まことにお

めでとうございます。列席の各研究科長とともに心からお喜び申し上げます。 
京都大学は近年年間に700～800名の博士を出しておりますが、特に課程博士の数が年々

増加していることは大変喜ばしいことであります。皆様もご存知の通り、京都大学は大学院
重点化大学であり、研究大学として国際的にも大きな存在感を与えている大学であります。
毎年多くの外国人留学生を受け入れ、日本人の博士だけでなく外国人の博士を多数送り出
して来ました。皆さんはそのような優れた大学で研究を行い、博士号を得られたわけであり、
大いに誇りとすべきものと存じます。 
博士号取得は皆さんの長年の努力の結果であります。それはもちろん皆さんの実力によ

るものでありますが、その間に指導して下さった教官や、いろいろと助言して下さった先輩、
友人の方々に感謝しなければなりません。さらには、それぞれの研究分野のこれまでの先達
のぼう大な研究成果の上に皆さん方の業績は築かれているわけであり、そういったことに
も心を致すべきでありましょう。 
皆さんは、それぞれこれから研究生活を続ける人、社会において活躍する人など様々でし

ょうが、これまでとは立場が逆になるということをよく自覚する必要があります。すなわち
これまでは指導してもらって来たのに対し、これからは後輩を指導する立場になるという
ことであります。これまでは自分の研究のことだけを考えておればよかったのでしょうが、
これからは自分の研究だけでなく、他人の事も考えてあげねばならないのであります。他人
を指導したり、他人に適切なアドバイスを与えるということは決して易しいことではあり
ません。中でも最も大切なことは適切な課題を与えること、あるいはもっと正確にいいます
と適切な形で問題を設定してあげることであります。 
最近の若い方々はご存知ないかもしれませんが、岡 潔先生という数学者がおられまし

た。奈良女子大学で教授をしておられた方ですが、多変数複素関数論の権威であり、クーザ
ンの問題といわれていた世界的な数学の難問を解かれ、1960年に文化勲章を受章しておら
れます。この方が文芸評論家で1967年に文化勲章を受章した小林秀雄氏との対話の中で、
ある年代までは数学の主要な問題を解くことに専念したが、それがほとんど出来てしまっ
て、その後の目標として問題を作ることを考えていると話しておられます。「問題を出すと
いうことが一番大事なことである。問題をつくることは問題を解くことよりももっと難し
い。うまく問題を出すこと、これがこれからの自分の仕事だ。」と言っておられるのであり
ます。つまり、簡単には解けないが解くことに大きな意味がある、その問題に対する解法を
考えれば他の領域にも大きな影響をおよぼす、その問題が解けることによって世界がいっ
きょに広がり、学問が進展する、といった問題を設定することであります。 
皆さんは自分の博士論文のテーマをどのような考え方と経緯で選ばれたのでしょうか。

そこでどれだけの事を考え、迷い、どれだけ多くの異った見方からそのテーマの妥当性を検
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討されたでしょうか。研究の出発時点でのそのような深い検討が、得られた結果の質の高さ
に大きく影響していることは間違いありませんし、また出発時点でのそのような検討によ
って研究は半ば進んでしまっていると言ってよいかもしれません。ただ一方では、何んとな
しに面白いからどんどんとのめり込んでやっているうちに、すばらしい事が達成されてい
たという研究歴の方もおられるに違いありません。自分の心をわき立たせ、のめり込んでい
ける魅力をもった課題が自然に見えてくるということは幸運なことであります。しかしそ
のような幸運も常に広く深く学問をしていなければやって来ないわけであります。学問の
世界においても、また社会においても、皆さんが次に見つけて挑戦しようとする課題、ある
いは後輩に与えようとする課題が何であるかは皆さんの将来にとって最も大切なものとな
るでしょう。 
これと似たことは産業界において新しい製品を作る場合にも言えることであります。た

とえば私の専門分野に近いことで、音声合成装置というのがあります。文字テキストを与え
るとこれを音声に変換して自動朗読してくれる装置であります。これはまず米国ですばら
しい質の装置が発売されました。そうすると日本の企業は、そんなのは我々も作れるといっ
て、半年か１年後には同様の質の日本語音声合成装置を発売したのです。こういった事は他
にも、枚挙にいとまがないほど多くあります。日本は情報技術で米国に何年も遅れていると
よく言われますが、技術に携わっている人々からみると決して遅れているわけではないの
です。日本の一流企業は世界一流の技術を持っているのです。それにもかかわらず、その技
術を生かして良い独創的な製品につないでいくことが出来ないでいるのであります。 
その根本原因は、企業の製品企画をする人達、あるいは部長、取締役クラスの人達が、新

しい製品としてどのようなものが社会から期待されているか、技術的に可能かをよく考え
てプロジェクトを起す力がないところにあると思われます。あるいは考えていても上司を
説得する力がないからかもしれません。これはまことに残念なことであると言わざるをえ
ません。実力を持つとともに、鋭い直感力によって新しい企画を行い、それを社会に対して
問うというチャレンジングな精神を持つことが、これからの我々日本人にとって必要であ
ります。 
こういったことは国の科学技術計画においても言えることであります。たとえば米国の

大統領情報技術顧問会議は、近未来の情報技術研究開発について、非常にシャープで具体的
な提案をしております。そして研究開発資金を集中的に投入し、また民間活力がそこに集中
するような政策を積極的に作っています。これに対して我が国では残念ながら総花的な提
案しかできず、研究開発費もなかなか集中できないでおります。さらに問題なのは、プロジ
ェクトをいったんスタートしたら、途中で評価して展望のないものを中止させる決断がほ
とんどできないことであります。 
いずれにしましても、こういった状況を改善し、日本が学問の世界でも、また産業の世界

においても、世界をリードしていくのはこれからの皆さんの力であります。博士号を取得し
てからの数年間をどのように過ごすか、どのように皆さんの後輩を指導するかは皆さんの
将来、日本の将来にとって非常に大切なことであります。博士号は終着点でなく、本格的な
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世界に入っていく出発点であるという意欲をもって進んでいただくことをお願いいたしま
して、私のお祝いの言葉といたします。 
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卒業式〔1999 年度〕 
2000（平成12）年３月24日 

 
本日ここに、名誉教授の先生方、各学部長その他教職員の方々の列席のもとに卒業式を挙

行し、新たに2,729名の皆さんに卒業証書を授与することができましたことは、私の心から
喜びとするところであります。卒業生の皆さんおめでとうございます。 
皆さんが小学校以来長く勉学を続け、栄誉ある京都大学を卒業する日を迎えることがで

きましたのは、皆さん自身の努力もさることながら、背後にあって有形無形の犠牲を払って
こられた皆さんのご家族、その他の方々のおかげであり、この日にあたって、これら皆さん
の恩人に対して感謝する心を持たねばなりません。 
今年は紀元2000年、21世紀の幕開けがもう目前という年であります。しかし現時点にな

っても、日本の政治・経済ははっきりとした希望を見出せず、小学校や中学校において想像
もできない凶悪な事件が起り、大学においても問題が山積しているという状況であります。
毎日の新聞に教育に関する記事が出ない日はなく、教育は明らかに社会問題となっており
ます。現代は誰も自信をなくし、信念を持てない時代となってしまっているのであります。
情報はあまりにも多く、目まぐるしく変化し、何をよりどころにできるかを考える時間を
人々に与えません。特に教育の問題については、しばしば全く相反する意見が主張されてお
ります。 
小中学校の時点からゆとりのある教育をし、何を学ぶかについて選択の幅をもたせ、個人

に合った教育をし、個性を伸ばすという主張があるかと思えば、小中学生の年代に自分の適
性を自覚することはむつかしく、自分の学ぶべきことを適切に選ぶことのできる能力を期
待することはできない、若い間に基本的な知識をしっかりと持たせておかねば考える能力
を身につけることは不可能であるといった意見もあります。こういった場合、我々はいった
いどちらを信じたらよいかが分からず、かといってその中間のどこかにバランスをとって
進む自信もないというのが実状であります。 
大学においても教養教育の重要性がさけばれていますが、それでは教養教育とは何か、ま

た諸君は大学で十分教養を積んだかと問われてもはっきりとは答えられず、また答える自
信もないというのが現実でありましょう。そもそも教育は規格化された人間を作り出す過
程ではありません。全ての学生にほとんど同じ知識、同じ能力、同じ考え方を持たせて卒業
させ、企業に送りこめばよいといったことでは全くありません。大学ではほとんど勉強せず、
遊んでばかりいたが、社会に出てから成功したという人もいるのであります。こういった現
実があって、教育ということについてなかなか確信のある考え方、プランを出せないのであ
ります。せんじつめれば、学生一般に適用できる教育という概念はほとんど成りたたず、
個々の学生にとっての教育ということがあるのみと言わざるを得ないのであります。 
そこで社会からは、大学は何をしているのだ、しっかりした教育をしていないではないか、

大学をもっと改革すべきだといった議論がいろいろと出てきております。しかし、大学のか
かえるこのような問題は大学だけで解決できるものではありません。たとえば入試方法を
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工夫することが必要であると言われていますが、特定の大学に希望者が集中するという現
象があるかぎり、どのような工夫をしても満足のいく解決はできないでしょう。企業がほん
とうに実力のある学生を見分けて採用し、能力のある人には高い給料を支払い、社内での昇
進も実力に応じて行うようにすれば、学生はよく勉強するようになることは間違いありま
せん。また大学卒でなくても、適材適所で活躍できるように企業や社会自体が変わっていく
ことも大切なのであります。 
高等教育のあり方についての現在の最大の不幸は、こういった状況の下で、政治や社会と

大学教師、学生という三者の相互間に、お互いに対する信頼感が失われてしまっているとこ
ろにあります。三者とも自分の考え方を明確に持てなかったり、一方的な考え方を相手に押
しつけようとしたりしているとすれば大変不幸なことであります。それぞれが自分のでき
る努力をするところから出発し、相互理解の場をもうけ、相互信頼を回復する努力をしなけ
ればならないと思います。 

19世紀から20世紀の半ばころまでは、科学技術だけでなくほとんどあらゆる学問分野で、
普遍性の追求こそが学問研究であるという普遍的理性への信奉がありました。そして学問
とは普遍性の体系の構築であると信じられていたのであります。ところが20世紀の後半に
入ると、世界には多様な民族・文化があり、それぞれに思考法、価値観が異なること、これ
を普遍的理性という立場で統一的に解釈したり、共通の場で比較することは原理的に出来
ないといったことが広く認識されるようになってきました。つまり多元的価値の認識・尊重
と一口でいわれる時代であります。人はこれをポストモダンの時代と言ったりもします。し
かしその思想性は強固ではなく、荒っぽく言えば何んでもありの時代、相互批判可能性への
努力の放棄、無責任といった臭いのする、思想というよりは一種のムードが支配する時代で
あるともいえるでしょう。そこで人々は迷い、将来への方向性を見失ったり、また目先のこ
とだけを見、将来を考えることをしなくなったのであります。 
普遍性を信じた時代はまた、批判的理性を学問・思想の中心においた時代でありました。

これに比べれば、普遍性を否定したポストモダンの時代は明らかに精神が堕落しました。安
易な妥協であります。今日の社会の混迷、教育の混乱はそのことを如実に示しています。
我々はこの混迷を抜けだし、ポストモダンを超えて、批判的理性を回復し、精神を高めねば
なりません。 
ただ、モダンからポストモダンを経て、さらにそれを否定して進むとするならば、それは

弁証法的なプロセスであり、来たるべき時代は弁証法的理性を不断に働かせて努力する時
代というのが、想像される優等生的解答ではあるでしょう。しかしこれはあまりにも陳腐な
答えであり、具体的にどうすればよいかを示してくれていないわけであります。またこれか
らの時代は、19世紀から20世紀にかけてのモダンの時代とはあまりにも違った社会環境、
地球環境となりつつあり、そこでの時代精神は過去への単純な回帰といったものではあり
えないのであります。 
これからの時代はますます複雑となり、何が起るか分らない、何が起っても不思議ではな

いと言われております。そのような状況に出合った時、皆さんはその場限りの対症療法的な
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対応をするのでなく、学問の根本にもどってよく考えることが必要であります。京都大学を
卒業した皆さんこそ物事を根元的な立場に帰って考え行動することのできる人達であると
考えます。そういった意味で皆さんは社会から期待され、また責任を担っているのでありま
す。 
したがって皆さんは、何が起るか分らない、といった受身的な考え方から脱皮し、何かを

起してみせる、というところに進んで行っていただきたく思います。20世紀は非常に多くの
すばらしいことを達成して来ましたが、また多くの矛盾を作り出し、多くの問題をかかえて
新しい世紀に移っていこうとしております。21世紀を20世紀よりもより良い地球の世紀に
するためになすべきことは山積しております。皆さんの若々しい力でこれらの問題を解決
していくことが必要であります。そのためには何かが起るという観点でなく、何かを起すと
いう立場に立たねばなりません。 
学問はそもそも全てのことを疑うところから始まり、物事に対する批判的精神を養うこ

と、そして学問と実践、学問と社会を考えなおすことを要請しておりますが、こうして始め
て、これから実践すべきこと、何かを起す力が出てくるのではないでしょうか。それが学問
的、思想的にしっかりした裏うちを持つことによって、我々は信念をもって物事を実行して
いけるわけであります。 
そのためにも我々がくぐって来た20世紀後半のポストモダンという、いわば混迷の時代

を克服し、新しい時代精神を確立しなければなりません。それには現実を直視しながら、100
年前にくらべて一段と深まったレベルでの学問の普遍性を追求し、新しい意味でのモダン
の時代を作り出していく必要があるわけであります。それはグローバルとローカル、普遍的
原理と個別的文化、あるいは自然科学と精神科学との共存とせめぎ合いの中から生れてく
るものでありましょう。 
皆さんはこれから社会に出て種々の困難な問題に出合うことになりますが、その時には

大学で学んだ学問的考え方に立ち帰って、そこから新しい力を引き出していただきたいと
存じます。皆さんの将来を期待して私の餞の言葉といたします。 
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学部入学式〔2000 年度〕 
2000（平成12）年４月11日 

 
平成12年度京都大学入学式に出席することができた2,913名の皆さん、京都大学入学まこ

とにおめでとうございます。ご列席の元総長、名誉教授の先生方、各学部長はじめ京都大学
の全教職員とともに、皆さんの京都大学への入学を心からお喜び申し上げます。また今日ま
で皆さんを育てあげられましたご列席のご家族や関係者の方々にもお喜び申し上げます。 
皆さんを今日から構成員として迎え入れます京都大学は、明治30年、すなわち1897年に

新しい学問を創造することを目的として設立され、自ら問い、自ら学ぶということを理想と
する教育を今日まで百三年間にわたって行って来ました。「学問の自由」を日本の大学に根
づかせるために果たして来た京都大学の歴史は、日本の大学史に大きな足跡を残している
のであります。 
物事を根本的に考え、創造を重んじた京都大学の学風から、一方では澤柳事件、滝川事件

等の、「学問の自由」を勝ち取るための戦いをしましたし、また一方では自然科学分野で日
本人が受けた５人のノーベル賞学者のうち４人までを本学卒業生から出したという輝かし
い実績を持っております。数学におけるノーベル賞にあたるフィールズ賞も日本人受賞者
３人中の２人は本学の関係者で占められておりますし、他にも多くの方々が国際的によく
知られた業績を挙げておられます。また社会の各分野において中心となって活躍する多く
の優れた人材を輩出して来ました。このような実績をもつ京都大学で学ぶことによって、諸
君も将来の日本、世界に貢献する人になっていただくことを期待いたします。したがって、
諸君はこの記念すべき入学式において、これから本当の意味での学問をするのだという決
心をしていただきたいと思います。 
大学へ入ると諸君は学問を学びます。これは人類が築き上げて来た知識の体系であると

ともに、また物事を考える方法を学ぶことでもあります。京都大学では特に後者、すなわち
物事を深く根元的に考えるということを重視し、これを学生諸君が学びとってくれること
を期待し、また要請するのであります。 
入学試験において諸君に課した問題は、よく考えればかならず解ける問題でありました

が、受験生諸君の多くは、始めからそういった問題を解こうとせず、完全に放棄していたよ
うにみえるのは、我々としてはまことに残念であります。京都大学に入って学問をしようと
志す学生は、よく考えれば解けるという問題にこそ積極的に挑戦すべきでありましょう。 
高校までの勉強はとかく入学試験のための勉強となり、それは暗記によるといったこと

になりがちですが、これからの諸君の勉強はそういったことでは全く役に立ちません。大学
では、物事に対してはいろいろな立場からいろいろな見方が出来ること、論理的に推論する
ことによって、種々の条件から種々の結論を導き出せること、といったことを学びます。解
答のない問題、いくつもの解答のあり得る問題といったことに対して、どのように議論を進
めることが出来るかといったことも学びます。 
以前の大学では知識を授けるということに教育の中心があったといえるかもしれません。
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しかし今日では膨大な数の本が出版され、インターネットなどでも求める知識は探せばか
ならずどこかに存在するという状況になって来ております。毎日世界中で起っていること
は新聞やテレビで知ることが出来ますし、情報は洪水のごとく我々に押しよせて来ている
のであります。したがってこれからの我々は情報や知識を獲得するというよりは、自分にと
って不必要な、あるいは有害な情報をいかに拒否するか、排除するかということの方が大切
になって来ているともいえるのであります。そのためには物事に対する判断力、善悪に対す
る鋭い感覚と価値観をもつことが必要となります。 
学問や研究の世界についても似たことがいえます。19世紀から20世紀前半までは、各分

野において学問の本質的な部分が確立され、学問体系が形成されて来ました。したがって以
前は、ある学問分野で読むべき本はどれとどれであるか比較的数少ない重要な本がはっき
りしていたのであります。しかし知識や情報のあふれかえっている今日では、誰でも欲しい
知識や情報を瞬時に得られるわけで、知っているということに特別な価値を認める時代で
はなくなって来ており、そこから新しい知識を作り出すというところにこそ価値があると
いう時代、すなわち「知価の時代」となって来ております。そういったことから、膨大な量
の研究成果が出されるようになって来ていますが、その中には知識や情報を使えばこんな
ことが出来たとか、こんな結論が得られたとかいった、いわば自分の知的能力をひけらかす
だけの、論文のための論文が多くなって来ているのは残念なことであります。そのようにし
て示された結果が、学問にとって、また社会にとってどんな必然性や意味があるのか全く分
からない、知識を単にもて遊ぶといったものが多すぎるのであります。 
そういう学問も、あり得るとしても、京都大学においては少なくとも学問の本質的な進歩

にかかわること、社会に対して究極的には貢献することになる実質的な研究成果を出して
来ており、また今日も日夜そのような学問態度でがんばっているのであります。 
知識をもち、これを利用するということは、能力さえあれば、善意から、悪意から、ある

いは遊び心からも出来ることであります。すぐれた大学で学び、官庁や会社に入って自分の
もつ知識と能力によってどんどん昇進した人が、その知識を用いて犯罪的な行為をしたと
いったことは、よく新聞などに出ますが、これは知識の利用の仕方が誤っていたというべき
なのでしょう。自然科学は価値独立あるいは価値中立であるといわれていますように、知識
そのものに問題があるというよりは、知識をどういう方向に利用するかというところに問
題があるというべきなのであります。つまり、知識を使う人の意図にこそ最大の問題があり、
今日これが社会において厳しく問われているということであります。 
それは自分の発言、行動に責任を持つことにつながります。個人の世界における責任はも

ちろんのこと、組織や社会の枠組の中での自分の地位、役割に対して特に十分な責任感を持
たねばなりません。日本においては、組織における責任はしばしば全体の責任として、責任
の所在が不明確となりがちでありますが、これからの時代においてはそういったことは許
されません。悪意をもってやることは言うにおよばず、無為の犯罪、つまり行動しなければ
ならないにもかかわらず何もしないということにも責任があり、罪があり得るのだという
ことをよく自覚することが必要なのであります。 
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今日、情報や知識はどこにでもあります。インターネットの中を探せばいろいろな情報や
知識がいとも簡単に得られます。したがって、基本的な知識は知っていなければなりません
が、ある程度以上の詳しい情報や知識は必要なときに取り出せばよいわけであります。これ
から大切なことは、そのような知識をどのように使うかということ、知識をひけらかすので
はなく、ほんとうに社会の役に立つために使うことが大切なのであります。これからの我々
が学ぶべきことは、知識や知識を用いて種々の結論を導き出す推論の方法とともに、それら
をいかに適切に行うか、倫理、道徳に反しないように活用できるか、社会に対してほんとう
に貢献していける形で用いることが出来るかということをよく考え、行動することを学ぶ
ことでありましょう。 
大学では知識と知識の利用法はよく教えますが、残念ながら人間にとって最も大切な善

を実現する形で知識を用いる道ということはほとんど教えていないのであります。倫理学
や道徳論などは哲学の一分野として教えてはいますが、これはあくまでも知識として教え
ているのであって、実践の学として教えているのではないというところに、価値中立である
学問・知識を取り扱う大学の限界があると言わざるをえません。 
中国古典の一つに『大学』があります。人間は心を正しくし、誠意をつくさねばならず、

そのためには物の道理をきわめ、学問の修得をしなければならないということを論じた書
物であり、古来真の学問の修得を志すものにとっては必読の書でありました。この『大学』

の冒頭に「大学の道は明徳を明らかにするに在り。民を親
あら
たにするに在り。至善に止まるに

在り」という言葉があります。諸橋轍次先生の解釈によれば、大人
たいじん

、君子の学の目的は、第
一に天から授けられた徳性、つまり良心を立派に磨きあげることであり、第二にはひとり自
分を磨きあげるのみならず、これを推し広めて世の一般の人々をも、昨日よりは今日、今日
よりは明日と、明徳を明らかにさせることであり、そして第三にはこの二つの項目を至高至
善の地位に保たせることである、という意味であります。 
今日、我々はこの中国古典『大学』の精神を忘れて、大学で知識のみを学び、知識をもて

遊んだり、立身出世したり、金もうけをしたりすることに夢中になってしまっているのであ
ります。しかしこれが間違っていることは、今日の社会の政治的・経済的混乱とそれに翻弄
されている人間、多くの悪質な犯罪などを見ればすぐ分かることでありましょう。我々は知
識の技法、知の遊戯を超えた世界を目ざさねばならないのであります。それは、何のための
学問かという問いであり、『大学』のいわんとするところでありましょう。 
諸君の大学生活においては、ぜひともこのことをよく自覚し、知識を学ぶとともに、常に

これを正しく使い、自分の行動を正々堂々としたものにするよう精神の鍛錬をしていただ
きたいと思います。そのためには多くの先生、友人と接し、お互いに心を開いて語り合うこ
とが必要であり、我々京都大学ではこのことをはっきりと自覚し、ゼミや研究室での教育・
研究活動を通じてその努力をしているのであります。 
これから諸君が活躍しようとしている21世紀社会は、実に多くの解決困難な課題をかか

えております。20世紀の世界は多くの偉大な成果をあげて来ました。科学は目を見はる発展
をとげて来ました。物理学においては古典力学から相対性理論の世界、さらに量子力学の世
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界が開かれました。これは半導体材料技術などの無数の技術を発展させ、今日のコンピュー
タと情報時代を技術的に支えるものとなりました。化学の発展は19世紀から20世紀にかけ
て膨大な数の有用な物質や薬品を作り出し、さらに高分子の種々の物質材料の発明は天然
の物質材料よりもすぐれた性質を示すものとなっております。また人類は月に人を送り込
むとともに、あくなき宇宙の探検を行うまでになって来ました。 
このように、20世紀科学技術は目をみはる物質文明を実現し、社会を豊かにして来ました

が、一方では深刻な多くの問題をも作り出して来たのであります。20世紀を終わろうとする
今日、これが一挙に顕在化したという観があります。 
たとえば、大気汚染や水質汚濁、あるいは森林伐採などによって地球環境が破壊されてい

く問題、石油等のエネルギー源が枯渇していく中で原子力にかならずしも安心して頼るこ
とができないという問題、人口爆発と食糧危機がおとずれるであろうという心配、さらには
環境ホルモンによる生体への影響という恐怖、生命科学の発展に伴って遺伝子操作が自由
に行えるようになって引き起されて来ている倫理・道徳問題などはその典型的なものであ
ります。 
これらの深刻な問題を解決しなければ人類は21世紀中に滅亡してしまうだろうとも言わ

れていますが、だからといって我々は19世紀以前の社会生活にもどることは出来ません。こ
れはどうしても科学技術の力によって克服していかねばならないのであります。 
今日、日本の経済は依然として低迷しており、これを建てなおすのに政府や企業は懸命の

努力をはらっておりますが、一方では、国際化、グローバル化の波が強力に押しよせて来て
おります。これまでは政治や経済、企業活動はもとより、大学の活動なども国内だけを考え
てやっておればよかったのに対して、今日では世界の企業が日本に押しよせ、日本的なやり
方を国際的、アメリカ的な考え方と制度に合わせるように要求し、内向き志向の日本に対し
て門戸開放させようとしております。今日はまさに明治維新以来の第二の開国の時期なの
であります。 
このような劇的な変革の時期に必要な人材は、高い志をもった人達であります。若い諸君

が国際的視野をもってよく勉強し、これからの日本、世界をリードして行く人材となってい
ただくことが期待されています。 
日本人はこのような劇的な転換期においても依然として内向きであり、仲間うちでうま

くいくことを第一に考え、外に出て行き、多くの人達に自分の考えを説明することを積極的
に出来ないでおりますが、これからの日本はそれでは世界の中で生きていけないのであり
ます。欧米はもとよりですが、特に中国や韓国、その他アジア諸国との関係を重視し、相互
理解、対等の関係で相手の立場を尊重しながら、こちらの考え方を説明し理解を得るという
ことが出来ねばなりません。 
京都大学に入学した皆さんは、将来自分のことだけでなく、日本のため世界のために働き、

よりよい社会、よりよい世界を築いていくことのできる数少ない中心的人物であります。皆
さんは、この日本の大転換期において、日本や世界のために貢献しようという高い志を持ち、
勉学に励んでいただきたく存じます。志を持ち、常に努力していけば、いつかは目標が実現
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されることは間違いありません。 
今日、情報ネットワークは世界中どこにいても利用できる時代となって来つつあり、まち

がいなく21世紀は情報社会の時代となるでしょう。世界中の誰とでもコミュニケーション
を行うことができるようになり、国境という概念はますます希薄となります。そこで浮かび
上がってくるのは個人であります。今日でも世界各地で多くの日本人が個人として活躍し、
その地域、その国、あるいは世界に対して貢献しておられるのであります。 
皆さんも若い間に外国を見、また外国を経験してください。外国を通り一遍の旅行をする

のでなく、そこにいる人、できれば同じ年代の青年とよく話し合い、お互いの考え方をたた
かわせることが出来れば言うことはありません。世界にはいろいろな物の見方をする人達
がいること、その中で自分はいかにあるべきかということをいやおうなく考えさせてくれ
ます。新しい創造的なことは異なった文化が衝突することによって作られることは広く知
られています。皆さんが世界の人たちと自由に意見をたたかわせる人間となるためには、自
分の人格を確立しなければならず、また、日本人としての文化と精神を学ばなければならな
いでしょう。皆さんの年代の間に少しでもそういった訓練をし、経験をすることは、これか
らの国際化時代を生きなければならない皆さんの一生にとってかけがえのない価値を持つ
ことになるのであります。 
国際化時代を力強く生きていけるこのような人物を養成するのが、我々、京都大学のもつ

目的の一つでありますが、そのためには皆さんに多くのことを学んでもらわねばなりませ
ん。情報リテラシー、即ち情報活用能力や、外国語、特に英語によるコミュニケーション能
力を養成することが大切であります。英語をよく聞きとり自由に話せるようになるととも
に、いろいろな問題に対してしっかりとした自分の意見をもち、これを的確に相手に伝える
ことが出来ねばなりません。そのためにも諸君は広く深く種々の勉強をしなければならな
いのであります。そういった点からも、京都大学では各学部での専門教育とともに、主とし
て１、２年次に学習する基礎教育、一般教育を重視しております。皆さんは京都大学を卒業
するための最低必要数の科目で満足することなく、広く種々の学問を学び、自分の人生、社
会や世界について深く考えていただきたいのであります。 
京都大学は学問の自由を重んじる大学であります。精神の自由があってこそ真の創造を

行うことができるわけであり、我々は学生諸君についても学問の自由を尊重しております。
ただ注意すべきことは学問の自由、個人の自由というものは無制限のものではあり得ませ
ん。社会が自分だけで構成されているのではなく、自由な人格をもった多くの人の集まりで
あるところから来る必然的な限界があることであります。人間の道徳心は、カントの言葉を
まつまでもなく、人間であるところの根元的なもの、すなわち心の奥底からの必然の声とし
てわき上がってくるものであり、我々はその心を大切にしなければならないのであります。 
京都大学は新入生の皆さんを自ら学ぶ意欲を持った独立した大人として迎え、ともに考

えながら学問の道を研鑽していくことを目ざしております。諸君は必ずや京都大学のもつ
百年余のよき伝統と、すぐれた教官や先輩の中で自らを鍛え、新しい時代の担い手に成長し
てくれるであろうと期待しております。 
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大学院入学式〔2000 年度〕 
2000（平成12）年４月11日 

 
平成12年度京都大学大学院入学者、修士課程2,025名、博士後期課程916名、合計2,941名

の皆さん、まことにおめでとうございます。この中には外国からの留学生、修士課程98名、
博士後期課程116名が含まれています。皆さんに対して各研究科長とともに心からお喜び申
し上げます。 
今日、大学改革が種々の点から進められていますが、その中で大学院がますます重要視さ

れるようになって来ています。文部省の大学審議会はこのような状況から平成８年10月に
「大学院教育研究の質的向上に関する審議のまとめ」（報告）を出し、「今日技術革新の加
速化、生涯学習社会の進展等を背景として、学術研究の推進と研究者や高度な専門的知識・
能力を有する人材の養成を担う大学院の役割は一層重要になっている」という認識を示し
ています。 
そして、「今社会が必要としているものは、細分化された個々の領域における研究と、そ

れらを統合・再編成した総合的な学問とのバランスのとれた発展であり、学術研究の著しい
進展や社会経済の変化に対応できる、幅の広い視野と総合的な判断力を備えた人材の養成
である。大学院は、これらの課題にこたえていく上で、中心的な役割を担わねばならない」
として、次の３点が特に要請されています。 
（１）学術研究の高度化と優れた研究者養成機能の強化 
（２）高度専門職業人の養成機能・社会人の再教育機能の強化 
（３）教育研究を通じた国際貢献 
京都大学では平成３年に人間・環境学研究科という独立研究科をもうけて以来、エネルギ

ー科学研究科、アジア・アフリカ地域研究研究科、情報学研究科、生命科学研究科を次々に
作って来ました。そして今年度には、医学研究科に社会健康医学系専攻と修士課程の医科学
専攻を作りました。この社会健康医学系専攻は専門大学院という新しい種類の大学院で、高
度の専門職業人を養成することに力を入れるものであります。また経済学研究科に社会人
の再教育を主目的としたファイナンス工学講座をもうけました。このようにして着実に大
学院の多様化を行うとともに、大学院に重点を移した大学院重点化大学、すなわち研究大学
という性格をさらに明確にし、社会の期待に応える努力をしているのであります。 
博士学位の授与も年々増加して来ております。課程博士の学位授与数は1990年度に249で

あったものが1999年度には558と２倍以上となっております。従来非常に少なかった人文社
会系研究科においても最近は毎年かなりの数の博士学位を出すようになって来ていること
は、まことに喜ばしいことであります。 
西洋の学問は古代ギリシアの哲学から分化進展して来ましたが、近代科学が数学によっ

て支えられ、また実験という手法が確立されるようになって目をみはるような発展がもた
らされて来たことは皆さんもよくご承知のことであります。そして学問が幾つかの典型的
な分野に分かれてきました。明治以後日本に輸入された西洋の学問は、法律学、経済学、理
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学、工学、医学といった形に分化されたものであり、当時のヨーロッパの学問の体系を反映
したものであります。これは学問とはこういうものであるといった観念を日本人に植えつ
けました。すなわち、学問はそのような体系の下に行うものであるという、いわば固定観念
といったものが作られ、日本の学問世界を長く支配して来たきらいがあります。その結果、
たとえば経営に関すること、あるいはビジネスのやり方などは長くノウハウの世界であり、
学問としてまじめに取り上げられませんでした。 
しかしアメリカは全くちがった風土をもっていて、どんなものでも学問としてしまいま

す。解決しなければならない問題のある領域があれば、それを積極的に取りあげ、学問体系
に作りあげるのが実に上手であります。経営学はもうかなり以前からしっかりした学問と
して確立されており、日本でもあちこちの大学に経営学部門がもうけられ、その分野の教育
研究は実に盛んとなっております。アメリカで確立された学問は他にも行動科学、生活科学、
看護学、保険学、環境デザイン学など、挙げればきりがありません。ホテル学といったもの
も存在し、日本でも最近１、２の大学で教えるようになったと聞きます。 
要するに、学問というのは未知の世界を論理的、体系的に切り開いていくものであって、

その対象は何であってもよいわけであります。伝統的な学問分野だけが学問であるといっ
た窮屈なことをいっていては学問の発展はないのであります。京都大学では、21世紀に主要
な課題となる学問分野として、人間の問題、あるいはエネルギー、情報、生命の問題、ある
いはアジア・アフリカ地域の総合的視野からの研究といったことが大切であると考え、これ
らの名を冠した研究科を作って来たわけであります。学問として何をしてはいけないとい
うことは全くなく、自由に課題を見つけ、これを解明していけばよいのであります。 
私の場合は40年ほど前にコンピュータで言葉を取り扱うことに興味を持ち、今日まで研

究をやって来ました。やり始めた頃には、工学部で言葉を取り扱う変わった人間がいるとい
った認識しかなかったわけですが、今日では日本国内はもちろん世界的にも計算言語学と
いう確立された学問分野として広く認識されるようになっております。京都大学はそのよ
うな変わったことをも許容してくれる大学であり、新しい学問を創造する柔軟な力をもっ
た、すばらしい大学なのであります。 
皆さんも大学院へ入学されて、これからいよいよ本格的な研究を始めることになるわけ

ですが、なんといってもこれを解明したいという心をわきたたせる課題を持つことが大切
であります。そのような課題を発見するための努力も当然必要であります。自分の一生をか
ける気持ちを起こさせる課題に出合うことの出来た人は幸福であるといえるでしょう。 
大学院修士課程修了で社会に出て行く人達も多いでしょうが、そのような人達も修士課

程で十分な知識を得るとともに、研究をすることによって、未知のものを解明し、物事に解
決を与えていくにはどうすればよいかということを自ら体験することが大切なのでありま
す。その経験は社会に出てから大変役立ちます。社会における問題は、非常に多くの要素が
実に複雑にからんでいることが多いのですが、これをいかに整理し、見通しよくし、それに
かかわる人達の理解・合意を得ながら解決していくかといったことが重要であります。これ
は知識だけでなく全人格のかかわる問題となりますから、自分の人格を磨く不断の努力が
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必要であります。 
皆さんの大学院での勉強と研究が実りあるものであることをお祈りし、お祝いの言葉と

いたします。 
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博士学位授与式〔2000 年度〕 
2000（平成 12）年９月 28 日 

 
 今回京都大学博士の学位を得られました、課程博士 67 名、論文博士 65 名の皆様、まこ
とにおめでとうございます。ご列席の各研究科長とともに心からおよろこび申し上げます。 

さて 21世紀の幕明けがもうすぐという時になりましたが、時代は大きく転回してゆこう
としております。20 世紀をふり返り 21 世紀を展望することが必要であります。この時代の
流れの中で将来をどう見るかということが、皆さんのこれからの新しい活動にとって欠く
ことのできない基盤となるからであります。 

20 世紀は戦争の時代であったとか、地球規模の時代であったとか、いろいろと言われて
いますが、科学技術の時代であったということもできるでしょう。この科学技術の影響力は
あまりにも強力で、社会や地球を根本的に変え、豊かな社会を作るとともに種々の問題を引
きおこして来ました。したがって、このような問題を解決しようとすれば、科学技術とは何
なのか、その本質は何なのかを問わねばなりません。この問いに答えるためには、科学技術
を生み出して来たギリシア以来の西洋の思想と精神がどのようなものであったかを知る必
要があるでしょう。これを知ることによって、はじめて科学技術の可能性と限界とが明らか
になると考えられるからであります。 

西洋の学問はプラトンによってはじめて確立されたといえます。その論理的思考法はア
リストテレスによって引継がれ、経験的立場をも加味し、自然界の観察にも適用されたとこ
ろに科学技術の源流を認めることができます。そこに存在する人間理性に対する信頼はデ
カルトによって確立され、カントに至って完成されました。ヘーゲルはこれに歴史的、時間
的視点を加えて世界を統一的に解釈しようとしました。このような人間理解の立場は、理性
こそ人間のみが持つものであり、人間を人間たらしめているものであるという考え方であ
りました。これは明らかに今日の自然科学的態度であります。 

 このような人間理解に異をとなえた人は多くいます。パスカルはその最初の１人といっ
てよいでしょう。人間理性のすばらしさを信じつつも、その限界を鋭く指摘し、人間の魂の
優位性を考えた人でありました。ほかにもキルケゴールなどはその典型的な人であると思
います。キルケゴールは理性のみで魂の存在を無視するカントやヘーゲルなどの人間不在
の思考にはあきたらず、普遍的理性ではおおいきれない存在としての人間の大切さを主張
した人でありました。この考え方はハイデガーを経て、実存主義として今日に至っておりま
す。人間の心の無意識の世界を発見したのはフロイトであります。フロイトはこの無意識の
世界を病理学的かつ心理学的立場から解明し、人間精神がいかにこの無意識の世界に影響
されているかを明らかにしました。カント、ヘーゲル以後のもう１つの大きな流れは、理性
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的思考を人間頭脳の世界だけにとどめず、社会における人間に広げ、しかも思索から行動へ
踏み出す方向に行ったマルクスであり、その後の共産主義運動であったといえるでしょう。 

 カント、ヘーゲル以後のさらにもう１つの方向は、言語論的転回（linguisticturn）と言わ
れているもので、人間の精神活動への考察を、意識の分析から言語の分析へと転換したので
あります。これはフレーゲやラッセルの記号論理学から始まり、ウィトゲンシュタインによ
って、これが人間を語る重要な対象であることが明確化され、オースチンを経て今日に至る
大きな流れを形成しております。これは言語と言語使用を深く分析することによって、人間
精神の活動を明らかにしてゆくという立場でありますが、これからのグローバル化された
世界における多様な民族・社会・個人の理解にとって、なお不可欠のものであると考えます。 

 このような西洋哲学・思想の根底に流れているものは、ひとことで言えば人間理性への信
奉であり、自覚されている、いないにかかわらず、宇宙の中における人間理性の絶対的優位
という考え方でありましょう。このヨーロッパ精神を徹底的に批判したニーチェにおいて
も、結局は人間意志の絶対性が主張されることになるわけであります。すなわち、それまで
神－人間－自然という階層性で考えられていた西洋の宇宙観が人間中心の考え方となり、
その中でも特に人間理性への信奉は 17 世紀以後今日まで、人間をも含む全てのものを客観
的対象として扱い、分析することによって、自然科学と技術を発展させて来ました。また逆
に、科学技術の目ざましい成果と社会への影響が、ますます人間理性の絶対性を確信させて
来たといってよいでしょう。こうして神は死に、自然は人間によって蹂躙され無視されてし
まったのであります。 

 これに対して、東洋の思想はいかなるものかを検討してみる必要があるでしょう。そこで
の特徴は自己は宇宙・自然の中の一員であるという考えかたにあるのではないでしょうか。
人間、あるいは自分は他の全てのものと同列にあり、自己に魂があるとすれば他の全ての存
在物にも霊が宿っていると観る考え方であります。西洋においてもプラトンやアリストテ
レス以前には、そのような考え方が一般であったと言われておりますが、日本古来の思想は
その色彩が特に強く、自然と人間との共存、共生ということが何らの不自然さもなく、今日
にまで引き継がれて来ており、西欧思想に染めあげられた今日の日本人にとっても、いまだ
に至極当然のように感じられるのであります。 

 その根底には、仏教の哲学思想でいう８識のうちの意識、無意識のさらに一段底に位置づ
けられるアーラヤ識の考え方が潜んでいるのではないでしょうか。これは全ての人間の魂
に通底して存在するものであるだけでなく、他の生きとし生ける物、さらには地球上の全て
の物の内部に共通して存在する何物かであるという考え方とも見ることができるでしょう。
釈迦が入滅なさる時に、釈迦につかえた人々だけでなく、象や蛇、虎など、沢山の生物が集
って来て嘆き悲しんだとされていますが、これはそのような何物かが全ての物に通底して
存在するという思想の現れでしょう。ユングの普遍的無意識はアーラヤ識に近い考え方で
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はありますが、人間世界にしか視野が存在しないという点で、西洋思想の限界は越えられて
いないわけであります。 

 共生という考え方は大切であります。共生である以上、自分が大切な存在であれば自分の
隣りにいる人達、自分をとりまく事物もまた全て同じく大切なのであります。したがって人
が食べたりして消費してしまう物においても、それを大切にし、自分にとって必要最低限度
で満足するという考え方ともなります。 

 こういった視点、物の考え方は、少なくともデカルト以後の西欧思想にはありません。西
欧の自然科学は外界世界を対象とはしていますが、それはあくまでも人間理性の分析的活
動の対象として、要素にまでばらばらに解体される生命力のない客体であり、日本人のよう
に、対象をその機能をも含めた生きた総体としてながめ、それが我々と同列の仲間であり、
また場合によっては魂をもった我々のあがめるべき対象であるといった物の考え方ではあ
りません。そういった意味で西欧の思想の根底には、人間・自己というものが常に中心的存
在としてあり、他は全て自分に対する客観的対象として一段も二段も下に存在するわけで
あります。人間が自然と感情を共有するといった考え方ではありません。したがって日本人
における自然への感情移入と西欧人におけるそれとには大きな隔たりがあると言わざるを
えません。自分を空にするということは日本人の持つ特色でありましょう。 

 このような東洋、あるいは日本の思想は 21世紀において重要になると考えます。西欧思
想は巨大な文化を築き、科学技術文明を世界全体に押し広め、世界を豊かにして来ましたが、
一方では多くの負の遺産も残して来ました。地球は人間によって搾取され、環境は悪化の一
途をたどっています。この問題の解決のためには、科学技術を頼りにせねばならないことは
明らかでありますが、ほんとうにそれで解決ができるのかどうかは分りません。我々は、人
間が地球上の他の全ての生物、また無生物と適切な形で共生してゆくという覚悟をしなけ
れば、この深刻な問題の真の意味での解決を得ることが難しいことをよく自覚しなければ
ならないのではないでしょうか。すなわち、ここで述べました全ての他の物との共生という
東洋的な考え方を全ての人が持ち、その立場で行動することが要請されるのではないでし
ょうか。 

 そういった意味で、21世紀は東洋的思想が広く世界中に認識されるべき時代であり、我々
は自信と誇りをもってこれを主張し、全世界の人々に理解させる努力をする必要があるも
のと考えます。これを言語論的転回になぞらえていえば、アジア的転回（Asiatic turn）とい
ってよい、物の考え方の転回でありましょう。 

 ここに述べました議論は非常に乱暴で間違った考えであると、哲学思想史の専門家から
指摘されるかもしれませんが、言わんとするところは、絶対的であると思われているかもし
れない西欧思想、理性への信仰も、これからの時代にかならずしも妥当なものであるとは言
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えず、日本人のもつ思想、我々が我々なりに育てて来た考え方も、これからの時代において
大きな存在価値を持つ可能性があるのだということを言いたいのであります。21 世紀はア
ジアの世紀であるとすれば、それはこのアジア的転回の意味であるといいたいのでありま
す。 

 今日、博士学位を得られた皆さんは、何を信じ、何を頼りにして行動し、これからの人生
を歩んでゆくかということが問われています。時代が変わろうとしております。この機会に、
よく物事について考えていただくことを希望いたします。京都大学博士の学位取得、まこと
におめでとうございました。 

 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第３章長尾真総長

2929



博士学位授与式〔2000 年度〕 

2001（平成 13）年１月 23 日 

 新世紀の最初の学位授与式に博士の学位を受けられた課程博士 67 名、論文博士 83 名の
皆さん、まことにおめでとうございます。 

 皆さんそれぞれに長年の研究を完成させたという満足感を味わっておられることと存じ
ます。しかし、それとともに何かぽっかりとあいた穴、真空に漂っているとでも言うべき感
覚も味わっておられるのではないでしょうか。これまで目標としていたことは終わった、し
かし次に何をしようかという目標を考えるまでには至っていないという静かな沈黙の時間、
奇妙なしじまに身をゆだねておられるのではないでしょうか。何年もかけて心血をそそい
で研究した事も、楽しかった事、苦しかった事など、いろいろとあった事も、博士論文とと
もに遠い昔の出来事のように、１つの点景として納まる所に納まり、現在の皆さんは全ての
束縛から解き放たれ、自由になった我が身ひとつという感覚であるかもしれません。 

 この不思議なしじまは、しかしきっとしばらくすれば、また沖から潮が満ちてくる浜辺の
ように、徐々に全身に満ちてくる新しいアイディアとエネルギーによって皆さんをまた新
しい研究や仕事に駆り立てる時につながってゆくに違いありません。ですから、このしじま
を深く味わいながら、静かに潮が満ちてくるのを待って下さい。 

 なぜかといった理屈はこねないでおきましょう。じっと待つことが大切です。そして体い
っぱいに潮がみちあふれた時、自然に自分が動き出します。その時こそ真に独創的なことが
出来る時なのです。しかし、その時が何時くるかは分りません。その時を待つのはつらい事
かもしれません。多くの無駄な試みをした後にそれが来ることもあるでしょう。いずれにし
ても我慢が肝心であります。 

 今日の日本は、この世紀の変わり目をはさむ 10年あまりの間、いわば現在の皆さんのよ
うに、ある種のことを達成し、その次に何を目標に定めて進むべきかを探しあぐねている時
といった状況にあるのではないでしょうか。明治維新以来今日まで、日本は西欧に追いつけ
追い越せの努力をし続けて来ました。科学技術のみならず社会活動の全般にわたって、進歩
の概念を信じて進んで来たわけであります。 

 今年の元旦の新聞の多くも、科学技術の未来は明るく、考えられることはほとんど何でも
実現できるであろうといった未来予測も書いておりました。たしかにそうでしょう。科学技
術はまだまだ発展してゆきます。そしてその最先端には常にアメリカがいるのであります。
しかし社会がいつまでもそれを歓迎し受け入れてゆくかどうかが問題であります。また我々
は地球という有限な世界に住んでいて、宇宙に出てゆくという外向き方向よりも、地球環境
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問題、エネルギー・食糧問題といった深刻な問題を早急に解決することが緊急の課題であり、
また生命科学も厳しい倫理問題をかかえつつあるということが明白となっているのであり
ます。 

 こういった事を考えると、21 世紀の最初の 10年くらいはともかくとして、それ以後にお
いても進歩発展という単線的な、あるいはアメリカ的な価値観が続いてゆくということに
は大きな疑問があります。現在のアメリカに充満している楽天的なチャレンジ精神と金も
うけ主義が世界全体をどのような所に追い込んでゆくのか、といった批判的な考え方も必
要となるでしょう。現にそういう見方が出て来つつあるのであります。 

 グローバル化はこれからの世界の必然であるとか、ＩＴ戦略を急速に進めないと世界か
ら取り残されるといった事が言われ、アメリカ化を推進したり、アメリカに負けないように
頑張る必要があるといったことが叫ばれています。毎日の新聞には、米国はこのような事ま
でしている、日本は遅れている、はやく体質改善しないと負けてしまう、科学技術の競争で
も遅れを取っているから日本の大学にもっと競争原理を導入しなければならない、等々の
記事があふれ、人々の競争心をあおっております。 

 しかし人類はこのような形で競争ばかりしていてよいのでしょうか。アメリカが競争を
仕かけてくるから、これに対抗しなければ負けてしまうということはあるかもしれません。
しかしそのような形で競争をしている間に資源は食いつくされ、地球は荒れはててしまう
という事実があるのです。現在米国が仕かけて来ている経済金融、科学技術の競争、あるい
は勝負に、日本は勝とうとでも思っているのでしょうか。 

 勝てない、あるいは勝負の場に出ないということは、日本あるいは日本人として認めたく
ない、言いたくないということはあるでしょう。しかしそこは冷静に考えねばならないので
はないでしょうか。太平洋戦争は客観的に見れば勝てないのが分っているのに開戦し、決定
的に打ちまかされた勝負ではなかったのでしょうか。負けることを認めるのがいやであれ
ば、米国が気づいていない分野、米国が出来そうにない分野で日本のため世界のためになる
分野を開拓し、そこを伸ばし、そこで日本が世界をリードすべきではないでしょうか。現在
の米国のやっていることは長い目で見て決して人類世界全体のために役立つものではあり
ません。日本は日本らしい考え方で着実に進んでゆくことが大切でありましょう。 

 世界のパワーポリティックスはそのような甘いものではない、えせ平和主義者ではこの
世界を生き抜いてゆくことは出来ないということは事実でしょう。そういった危険性に対
する対処はもちろん十分にしなければなりません。アメリカが強力に押し進めている経済
技術、科学技術は日本ももちろん十分やらねばなりません。しかしそのことだけに右往左往
していては何時までたってもだめなのであります。 
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 そういったことをしながらも、我々は我々の価値観を大切にし、我々の社会を心豊かに楽
しく住めるものとするべく努力することが大切であります。こういった考え方が我々日本
人の活動の中心に位置づけられ、また世界に認識されるよう努力をしなければなりません。
現在の日本にこのような考え方が欠けているところに最も大きな問題があると言うことが
できるでしょう。これはけっして独善的なナショナリズムを主張しているのではありませ
ん。 

 現在の日本は、とにかくある種の目的は達成したが、次が何か分らない、といった状況に
ある中で、静かに深く考えることをせず、ほんとうに目ざすべき目的も持たずに、焦って米
国に追いつこうとしたり、いたづらに競争心をあおったりしていてよいのでしょうか。こう
いう時にこそ、目先のことに惑わされず、深く沈潜し、静かに物事を考えることが必要でし
ょう。慌ててはなりません。慌てずに我々のエネルギーが再び満ちて来るのを待つことが大
切です。 

 そして米国やその他の国の行き方に惑わされず、我が国がその文化伝統から、地政学上か
ら、我々の得意とする科学技術の分野から、また人的・資源的実力から、何をするのが日本
の社会が今後百年の間、健全に安全に生活してゆけるかということを考えることでしょう。 

 日本ほど世界中のことを詳しく知り、他国に関心をもっている国はおそらくないでしょ
う。それにもかかわらず、なぜ日本は常に不安を感じ、世界にしっかりとした位置を占める
ことが出来ないでいるのでしょうか。それは自分というものを確立していないからだと思
います。 

 世の中は多様性の時代に入りつつあります。多様な価値観があり、多様な世界・多様な文
化があって、はじめて世界が健全に存在してゆくのだということを多くの人達が少しづつ
気づき始めています。日本は、焦って勝てもしない競争に巻きこまれず、自分をしっかりと
確立することによって、他国の追従できない分野を発展させ、日本と日本人の心を豊かにし、
結果として世界にその存在を認識させることになるということが大切なのではないでしょ
うか。21世紀は 20 世紀の価値観で進んで行けないことは確かであります。価値観は大きく
転換してゆくでしょう。そして複線化、多様化して行くに違いありません。 

 以上述べましたことは社会一般のことだけでなく、学問や研究においても言えることで
あります。アメリカ型の研究だけでなく、日本的な価値観、考え方、方法による研究を追求
することが、これから特に大切になると存じます。これは人文社会系の学問研究だけでなく、
自然科学、工学などの研究においても言えることであります。分析的な研究の時代がほぼ終
わり、総合的な視点を中心とした生成的な研究に移って行きつつある今日、日本的なアプロ
ーチ（これがどういうものであるかも考えていただきたいのでありますが）の持つ価値は増
大してゆくことと存じます。 
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 今日、博士の学位を得られた皆さんも、新しい世紀に自分の持つべき価値観は何かを考え、
それを明確にするとともに、それを大切にした生き方をして行っていただきたく存じます。
そういった形で皆さんが新しい出発をされることを切に希望いたします。 
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修士学位授与式〔2000 年度〕 
2001（平成13）年３月23日 

 
21世紀最初の春に、修士の学位を得て社会に出ていく1,866人の皆さん、おめでとうござ

います。ご列席の名誉教授をはじめ、各研究科長、教職員とともに、皆さんの前途を祝福い
たしたいと存じます。 
さて、皆さんは修士課程２年間の研究と論文の作成によって、学問とはどういうものであ

るかが、よく分かって来たと思います。学問には大きく分けて、対象を記述的に説明し明確
化することを中心とした学問と、できるだけ一般的な法則をたてて、対象に対して論理的な
説明を行い、さらにそこから新しい物事を推論することに中心をおいた学問とがあります。
人文社会系の多くの学問は前者に属しております。これに対して、後者の代表的なものは理
学・工学であり、これらにおいては、確立した一般的な法則を用いて、既存の物事や現象を
説明するだけでなく、いまだ存在しない新しい物を創造し、未来に起こりうる現象を予測し
ます。そしてその予測が当たることによって、予測に用いた法則がさらに確実なものとして
信頼を獲得するということになります。 
たとえば生物学は、これまでは記述的学問の典型でありました。その中心は、生物の分類

に関する学問であったと言ってよいでしょう。しかし、DNA、遺伝子が明確になってから
は、明らかに推論的な学問に変わりつつあります。生命の基本的な原理が分かって、その原
理にのっとって地球上に存在する生命の説明を行うことのほかに、遺伝子組み替え技術を
使って新しい生命を作り出しつつあります。 
経済学も、徐々に記述的学問から推論的学問の方向へ向かっていると言ってよいでしょ

う。種々の経済指標をもとにして、社会経済の状況をできるだけ良い方向に持っていくべく
操作・舵とりが行われ、それが近年かなり確かなものとなって来ているように見えます。 
このように学問の発展は、存在するものの理解と説明、すなわち過去への視線から、将来

ありうべき物事の予測、未来への眼差しという方向へ進みつつあります。知識や経験がぼう
大に蓄積されて来た今日、こういったことは、学問の世界だけでなくあらゆるところでの現
象であるようにみえます。たとえば我々一般庶民の生活においても、人生設計という言葉が
作られ、人間の一生が設計的な観点から考えられるようになりました。すなわち、人は生れ
てから、どのようなルートで教育を受け、大学を卒業したら、どんな企業に入って活躍し、
老後はどのように過ごすかといったことが、いろいろと考えられ、親は子供をそのように育
てるために懸命になり、子供もそのルートに乗らねば敗者であるかのように思ってしまう
ような雰囲気の社会を作り出して来ました。 
ところが昨今の日本や世界の経済・社会状況をみますと、こういった予測的なことが恐ら

くもう成り立たないのではないかと思われる状況となりつつあります。大企業が倒産し、銀
行も整理統合されるという時代となり、日本経済の先行きには不安材料が山積するように
なりました。政府のかかえる負債はぼう大であり、人々は萎縮し、経済は縮小再生産という
悪循環に陥りつつあるようにも見えますし、また極端なインフレの生じる危険性も否定す
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ることができません。また一方では、長寿高齢社会となり、年金の問題、医療保険の問題な
ど、次々に庶民社会の根幹にかかわる問題がつきつけられるという状況であります。しかし
一方では、ベンチャービジネスや新しいネット産業がどんどんと出てくるなど、これまでに
なかった事態も生じています。つまり何が起こるか分からない時代が来ようとしているの
であります。 
こういった未来予測の困難性は、社会現象だけでなく学問の世界でも明らかになってい

るのであります。既に知っている人も多いでしょうが、カオスと呼ばれる現象がそれであり
ます。力学は確立された学問であり、数式を用いて明確に規定されるものであります。数式
で記述されるシステムは過去から未来にわたって時間軸上で確定した動きをするから、こ
の数式をたよりにすれば未来は予測できると一般には考えられます。すなわち、このような
システムでは、入力に与える値や状況がほとんど同じなら結果もほとんど同じになると常
識的には考えられます。しかし、カオス現象を持つシステムの場合は、それが成り立たない
ということが明らかとなっております。どれだけ類似した状況に対しても、結果は全くちが
うものになるということがあり、結果は出て来るまで予想がつかないのであります。したが
ってあることの結果を予測しようとするとき、それに似た過去の経験から同じような結果
を推定することは不可能なのであります。 
このように数学的に明確なシステムでも未来予測は出来ないわけでありますから、状況

のはっきりしない経済現象などで、将来何が起こるかを予想することは至難の技であるの
は当然であります。今日、日本経済の先行きについての不安材料はこと欠かず、暗い将来を
予測する人達が急速に増えて来ております。そういった時に頼りにできるものは何なので
しょうか。お金でしょうか、財産でしょうか。そうではないでしょう。そういったものがほ
とんど頼りにならないことは、50数年前の敗戦を経験した我々の世代の人達には当然のこ
ととして分かることであります。 
このような不確実な時代に社会に出ていく皆さんが頼りに出来るのは、自分の就職する

企業でもなく、国でもなく、自分だけであるという状況になるかもしれないのであります。
したがって、ここで皆さんはあらためて自分の持つ実力というものを、よく考えてみる必要
があるでしょう。専門的知識や広い教養、物事を的確に判断できる能力など、実力にはいろ
いろな面があるでしょう。しかしここで最も大切なものは、どのような波瀾万丈の時代が来
ようとも、何とかしてこれを克服していくという知力と気力、精神力、忍耐力をもつことで
ありましょう。大学で、単なる知識としてのみ学問を学んだというのでは、あまりにも寂し
い事であります。学問は実践に結びつけられねばなりませんし、また学問をすることによっ
て、自分を精神的に鍛え、どんなことが起こっても的確な判断を下して行動に移していける
という自信を持つことが必要であります。 
皆さんは大学を卒業し、また京都大学大学院修士課程を修了するという、二つの大きな関

門を通過した人達でありますから、学問に裏打ちされた自信を十分にもち、これからの困難
な時代にもしっかりと生きていくことができるでしょう。もしそのような自信を持てない
人がこの中にいるとすれば、それは残念なことですが、しかし決して遅くはありません。卒
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業後こそ、自分にあった学問を自分流に学び、そういった自信と精神力を持てるように引き
続いて努力することができるのです。チャンスはいくらでもあります。またそういった自信
を持っている人の場合も、学問は急激に進歩発展し、また変化していっておりますから、絶
えず学ぶ努力を惜しんではなりません。 
皆さんがこれから社会に出て、長い人生を生きていく目標は何でしょうか。経済的に成功

することでしょうか。そのために経済学や経営学、あるいは技術を学び、金もうけのために
知識を使うといった考え方をするとすれば、あまりにも浅はかな人生であり、人生に値しな
い人生であると言わざるをえないのではないでしょうか。今日新聞紙上などで、やれベンチ
ャーだの、新しいビジネスモデルだのといったブームに便乗して、金もうけ主義、拝金主義
の風潮が取りざたされていますが、それは人を誤まらせるものではないでしょうか。 
こういった風潮に対する反省が、今日徐々に出て来ていることは確かであります。今日政

治学の世界でも、ジョン・ロールズの提唱した「正義論」がますます注目を集めるようにな
って来ていますし、経済学の分野でも1998年ノーベル経済学賞を受けたアマーティア・セ
ン氏の経済学における庶民への視線、経済活動における行動規範、倫理、文化の重要性とい
ったことが、これからますます大切になっていくと考えます。 
皆さんは、どのような困難に出合っても、学問的に、また社会の道徳規範にてらして、自

分が正しいと思うところを実行すること、これが最も大切なことであります。自分が正しい
と思うことが、広く社会的に見ても正しく、妥当なことであるべきことは当然必要ですが、
これは皆さんが大学で蓄積した教養に基づく人格によって導かれるものであります。 
混乱の時代はまたチャンスの時代であります。皆さんの前途には、予定されない、また予

測できない、いろいろなチャンスが待っているのであります。そのチャンスは人によって訪
れ方が違うでしょう。それぞれがそれぞれのチャンスをつかみ、それを最大限に活用するの
は、皆さんの実力によるわけであります。そういった限りないチャンスを秘めたこれからの
時代に出ていく皆さんに、激励の言葉を贈り、皆さんの修士修了をお祝いいたします。 
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博士学位授与式〔2000 年度〕 
2001（平成13）年３月23日 

 
本日ここに京都大学博士の学位を得られました課程博士400人、論文博士101人の皆さん、

おめでとうございます。ご列席の各研究科長とともに心からお慶びいたします。 
さて学術は20世紀の百年の間に目ざましい発展をして来ました。そして皆さんの努力に

よって、また一歩進められたわけであります。このようにして、将来とも学術はたえまなく
発展していくことはまちがいありません。しかし一方では、その発展を妨げる要素も出て来
つつあります。 
地球上の資源は有限であることがますます明確になって来ました。文明が進展すればす

るほど、資源はどんどんと消費され、そして廃棄物がそれ以上の割合いで増えており、これ
が一つの大きな問題となっております。国内に廃棄場所を見つけることは困難となり、外国
にまでこれを持ち出し、他国に大きな迷惑をかけ、多くの問題を引き起こしていることは、
新聞やテレビなどでも報道されているところであります。 
この問題を解決するためには、どうしても資源のリサイクルという概念を導入し、一度使

った資源を、部品交換などのリニューアルによってまた使うとか、他の製品のための資源と
して再利用するという道を開かねばなりません。こういったことを促進するために、特定家
庭用機器再商品化法（略称、家電リサイクル法）が制定され、これから本格的にリサイクル
を実施しようとしております。しかし一般的なリサイクル、あるいは広く資源の本格的な再
利用の研究は始まったばかりですし、まずなんといっても資源の浪費をしないように、我々
全てが努力しなければなりません。 
この、物事を循環させて利用するという考え方は非常に大切であります。海の水は蒸発し

雨となって大地をうるおし、また海にもどるという循環をしております。生物にもいろいろ
な意味で循環があります。春に出た草花は実をみのらせ、これが大地にもどってまた春にな
れば芽ばえるわけであります。 
物事の無限の発展のためには、このようなサイクルをえがく構造が内部に存在しなけれ

ばならないことは、ヘーゲルのいう弁証法的発展によらなくても当然のことでありますが、
これは数学的にも明らかにされております。たとえば自然数は無限にありますが、これはあ
る数に1をたすということの繰り返しによって全てをおおうという、繰り返しの構造によっ
て実現されます。このようにみると、無限の発展のように見えるものも、それは表面的なこ
とであり、それを支える基本は有限のものであると考えることができるのであります。 
したがって、ヨーロッパ近代に確立した進歩発展、過去より未来へ直線的に文明が発展し、

歴史が作られていくという概念はかならずしも唯一の物の見方や概念ではなく、むしろ東
洋的な輪廻の思想の方が地球上の現象の背後にある物事の本質をつかんでいるかもしれな
いのであります。特に今日地球上の資源が有限であるという観点からすれば、全てにおいて
の循環の概念を明確にもち、これを大切にしなければならないといえるでしょう。そうでな
ければ永久の生存ということはありえません。これまでの西洋の進歩の概念では行きづま
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ると最近いろいろな分野で言われ、東洋的な考え方の再評価がされ始めていますが、それは
理由のあることであります。 
直線的発展という考え方や輪廻的概念で物事をとらえる考え方のほかに、物事は衰退し

ていくのだという考え方もあります。万葉集の世界は我々日本人の心の古里であり、それ以
後今日までの日本精神はおおらかさを失い、枝葉末梢的になって来ている、古代日本の精神
に立ち帰るべきだという本居宣長の主張はその例でありましょう。全く同じようなことは、
古代ギリシヤの思想へもどれという西欧における何度もの反省運動といったことにもあり
ます。一般にエポックメーキングなことの後はほとんど全てにおいて、それの発展とは言っ
ても実はそれの具体化や解釈のし直しなどの方向のもので、進歩というよりは退歩といっ
たような現象が指摘されているわけであります。人間の成長をながめても、20歳前後をピー
クにしてその後は徐々に精神も肉体もおとろえていくことをさけることはできません。日
本は何年か前に世界の経済大国として一瞬間のピークを達成しましたが、その後今日まで
衰退の一方であり、はたして再び立ちなおれるのかどうかが問われています。 
このようないろいろな考え方がある中で、それでも時間だけは一直線に過去から未来に

向かって動いていっているとだれもが考えています。しかしこれにも違った考え方があり
えます。たとえば、未来が我々のところにやって来る、即ち未知の世界が現実となって現れ
るのだという考え方もあるわけです。 
もっと違った考え方をするのは、鎌倉時代前期の禅僧で日本最初の哲学者といってもよ

い道元でありましょう。道元は「時は飛去
ひ こ

するとのみ解
げ
念
え
すべからず」といっています。時

間はどんどん過去へ向かって飛び去っていくのではない、この世界にある全ての存在は、つ
らなりながら時をなしているのである、存在がすなわち時間だ、といいます。だから眼前に
立つ松も時であり、風にざわめく竹も時であると観ずるのであります。過ぎ去ったものはな
い、全てが眼前に現在として展開しているのであるといいます。 
このようにいろいろな物の見方がある中で、これからの世紀は、何が社会の主たる価値観

になるのだろうかという問題は、非常に興味のあることであります。よく知・情・意という
ことが言われます。この三つの概念がどうしてこの順に並べられたのか不思議な感じがし
ます。しかし西洋の歴史も日本の歴史も、よく考えるとこの知情意の順番で社会の価値観が
入れかわって輪廻転生して来ているように見えます。たとえばギリシア・ローマ時代は意か
ら知へ展開していった時代、そしてキリスト教という宗教の支配した中世をへて、再び意志
の力が支配したルネッサンス時代というように、歴史は変遷して来たと考えられましょう。
そしてそれ以後現代までは知の時代であり、科学技術が目ざましい発展をしたわけであり
ます。 
日本の歴史についても、奈良、平安、鎌倉…と、現代に至るまで、そのような概念的な当

てはめをすることができるでしょう。いずれにしても現代が知の時代であることを疑うこ
とはできません。しかし時代は徐々に再び、情の時代、すなわち心の時代に向かいつつある
のではないでしょうか。人々は科学技術に驚きの声をあげ、その恩恵を十分に受けながらも、
それでは満されない心の持主が増えつつあると感じられもするのであります。 
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いろいろなことを羅列的に申し述べて来ましたが、これは、物事にはいろいろな見方があ
ること、自分が当然と思っている考え方も、他の人はかならずしもそうは思っていないこと、
またこういった多くの考え方の中で自分は何を信じるのかということが大切であり、これ
を皆さんに問いかけたいからであります。こういったことについて、皆さんそれぞれに自分
の考え方があるでしょう。博士論文の研究のためには、ある一つの観点から物事を深く追求
することが必要だったでしょう。しかし、博士学位を取得したいま、皆さんはもっと広い立
場から、ここに述べましたような種々の考え方について理解を深めるとともに、世界が現在
直面している多くの深刻な課題に対して、自分はどのように判断し、立ち向かっていこうと
するのかということをよく考えていただきたいのであります。特に物事が、直線的に過去か
ら未来に向かって進歩発展していくといった単純で楽観的な考え方では、これからの世紀
を生きていくことは出来ないであろうことを考えていただきたいのであります。 
皆さんのこれからのご活躍を期待して、私のお祝いの言葉といたします。 
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卒業式〔2000 年度〕 
2001（平成13）年３月26日 

 
21世紀の最初の年に社会に出ていく2,829人の皆さん、京都大学卒業まことにおめでとう

ございます。ご来賓の元総長、名誉教授の先生方をはじめ、各学部長、教職員とともに、卒
業生諸君とご家族の皆さんに対し、心からお祝いの言葉をお送りいたします。 
さて、21世紀は情報の時代であり、情報社会が実現すると言われております。政府は、昨

年IT 戦略会議において、日本の情報技術（IT）の発展と社会への定着を検討し、それを基
にして「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」を作るとともに、予算の重点配分をす
ることによって、社会の情報化を強力に推進しようとしております。電子商取引きの促進や
電子政府の実現などがその中に含まれ、情報利用の機会均等が目ざされています。 
これは社会に多くのことをもたらすでありましょう。社会生活が便利で豊かになること

が望まれます。また企業内での情報のやりとりだけでなく、企業相互間での契約や取引きと
いったことまでが、電子ネットワークを介して行われるようになっていくでしょう。特に注
目すべきことは、インターネットをはじめとして、種々のIT 応用システムが各家庭に導入
され、単に電子メールのやりとりだけでなく、いろいろなことがどこにいても実行すること
ができることになることです。そこで、これを積極的に利用する人と、これを利用しない人、
利用できない人との間に大きな差が出てくるのではないかと心配され、情報技術の教育の
重要性が認識されつつあります。 
そういった中で最も顕著なことは、情報の洪水という現象があることであります。テレビ

はこれからますます多チャンネルになっていくでしょうし、新聞・雑誌もあらゆるところで
読まれています。たとえば我が国における出版物の点数は、1980年には年間約２万８千点
が出版され、約10億６千万冊の販売がありましたが、1998年には書籍の刊行点数が約６万
３千点で、販売冊数は約15億２千万冊となっており、また月刊誌は約29億冊、週刊誌は21
億冊出ております。最近２、３年間は、全体の伸びは鈍化しておりますが、その分インター
ネットなどの情報に移って行っているとみることができます。 
今日インターネット利用者は、日本において約2,000万人と推定されていますが、これか

ら我が国のIT 振興策によって、小中高校でのコンピュータリテラシー、インターネット利
用法の教育の普及によって、さらに急速に増えていくことが予想されます。それに伴って、
全ての人がそれぞれ情報発信をしますから、世界中からぼう大な情報が刻々と流されて来
て、我々は情報の洪水に右往左往させられることになります。そして、人はますます瞬間的
に物事の判断をし、行動をすることが要求されることになるのであります。企業は半年ごと
の業績が問われるとともに、日々の株価変動に浮身をやつすことになります。またジャーナ
リズムが主体となって企業間の優劣比較を行い、優良企業のランキングを毎年発表します。
大学においても、教育、研究の成果、さらには卒業生の社会での活躍の程度などが、各大学
間で相互比較され、ますます競争をあおるといった時代となって来ており、今後この傾向は
さらにひどくなっていくだろうと思われます。 
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このような状況になりますと、人々はいやおうなく、その時々の情報に強く影響され、こ
れに対応しなければならなくなっていきます。情報化時代はスピードが要求されますが、
日々変化する不確実な情報に一喜一憂しなければならなくなり、こうして人々の行動、企業
の活動、政府の施策といったことが、表面的な現象に対する対処療法的なことに終始するこ
とになってしまうのであります。これはよく考えれば異常なことであります。情報化時代は、
人に物事を深く考える時間を与えないところに、大きな問題をもっているのであります。 
皆さん、一度海岸に行って、打ちよせる波を何時間もじっと観察してみませんか。そして

波の原因について考えてみるのです。波の表面的な現象だけを見ていてはなりません。その
裏にはその波を生じさせる水の回転運動と海底の地形があり、またはるか彼方からくる長
周期のうねりがあることを知らねばなりません。それは一体どこから来るのでしょうか。こ
のように、目に見える波がどうして起こされているかという根本原因に、しっかりとした目
をむけて考えることをしなければ、波の現象の真の姿は捉えられません。 
同様に、日々の情報の洪水に対して、その場その場で反応しているだけでは、物事の本質

的な解決にはなりません。報道される種々の事柄についての真の原因がどこにあるのかを
考え、長期的な視野のもとに物事の判断をしなければなりません。そういった形で、しっか
りした物の見方をもたねば、長期的な意味での発展は望めませんし、また日々の判断にも誤
りを来たしてしまうことになります。10年前のバブル期に多くの企業が、競争相手の企業が
こうしたから我が社も負けずにこうする、といったやり方に熱中するあまり、長期的な視野
にたったとき、どのような問題をもたらすかに気付かなかった結果が、今日の日本経済の悲
惨をまねいている一因であります。自分の哲学をもたず、忍耐心をもたない人達の醜い争い
の結果であります。 
日々の不確実な情報に対して、どう対処したらよいかと迷った時は、物事の根本に帰るこ

とが大切であります。それはまず第一に、学問にたよるということであります。今日大学で
講義されている学問は、実際世界で役立たない空理空論である、といった非難がなされるこ
とがありますが、それは目先のことのみに囚われている人の言うことでしょう。たしかに学
問内容と実際の現象、現実の世界との間には大きな隔たりがあるかもしれません。しかし学
問は物事の本質を示してくれます。その本質と目の前の現実の間を埋めるのは、講義での説
明であり、セミナーにおける議論であります。そして、諸君はそのような訓練を受けて来た
のであります。 
社会に出ると、その訓練と自分の経験を生かし、よく物事を観察し、学んだ学問に照らし

て深く考察をし、そのギャップを埋めることが必要となります。現実は千差万別であり、そ
れらの現象全てについて、大学で詳しく説明をすることはできません。学問は、そういった
種々の現象に対する基本的な考え方を与え、なされるべき判断へのヒントを与えてくれる
ものなのであり、学問をいかに応用し、活用するかは諸君のこれからの研鑽にかかっている
のであります。 
技術革新とグローバル化にともなう今日のような激しい社会の変化に対して、企業や組

織がどう対処していくべきかは、大きな問題であります。諸君は社会に出て10年もすれば、
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そういったことに対して自分で判断を下し、物事を実行していかねばならない責任ある立
場に立たされます。他人に頼って、言われたことをしていればよいといったことは許されず、
自分の責任において決断をしなければならないことになります。 
この時にどうするかは諸君の情報収集能力、論理的判断力とそれまでに得た諸君の貴重

な経験によるわけですが、より基本的には諸君の人生観によるのであります。社会における
問題には数学の問題の解のように唯一の答といったものはほとんどなく、考え方によって
無数の解がありうるのであります。それは多くの未知の周囲条件をどのように推定するか
ということにもよるわけで、諸君の経験と直感に基づいて推定し、最も適切な解を選ばねば
なりませんが、そこに諸君のもつ世界観、人生に対する態度が現れてくるのであります。 
これからは情報の時代であるといわれ、より多くの情報を得るものが勝利をおさめると

いった事がよくいわれますが、世の中の現状はかならずしもそうではありません。むしろ情
報の洪水の中で、どう物事をきめればよいかが分らずに、結局解決を先延ばしするといった
ことばかりがなされているのであります。 
機が熟さないから我慢して待つということはあり、その我慢をするだけの忍耐力を持つ

ことは大切なことでありますが、最近は決断することができなくて、無策に先延ばしをして
ばかりいるといったことが多すぎるのであります。自分の人生をかけて決断しなければな
らないということは、長い人生において、誰にでも二度や三度はかならずあります。その時
にどう決断するかがその人の真価を問われるわけですし、それが誤まらずに行えるために
は、日頃から物事を深く自分で考え、精神を鍛錬していなければなりません。打ちよせる波
をじっと眺め、何時間もよく考えることによって、その動きの本質が分ってくるのと同じで
あります。その考える努力の方向は拝金主義といったものでなく、真実を求め、世の中の道
理を知り、社会に少しでも貢献するという使命観を目ざすものでなければなりません。 
こういったことは、大学でどのように自分の学問をしたか、どこまで深く人生を考えたか

によります。諸君は頭脳明晰で、いざとなれば相当なことが出来る能力と集中力をもってい
ることは間違いありません。しかし、諸君の人生を支える根本的な物の考え方を、学生生活
の間に身につけたかどうかが、もっと大切なことであります。だからといってあまり心配し
ないで下さい。そういったことを身につけるのは、誰にとっても簡単ではありません。学生
時代だけでなく、常に絶えまなく学び、よく考え、精神の鍛錬を行うことによって、徐々に
確立していくものなのであります。 
学問は大学の努力によって自律的に進歩発展し、社会を豊かにしていきます。一方では、

社会は常に新しい問題をひきおこし、大学はこれに答えるべく研究し、その結果を社会に還
元しながら、学問を発展させることもしています。学問の根本は変わりませんが、その発展
は日進月歩であり、常に変化していっております。したがって、根幹となる学問以外の専門
的学問分野は10年もすれば全く新しくなり、これから社会に出ていく皆さんも、しばらくす
ると学問の新しい展開について学ぶ必要が出てくるにちがいありません。 
大学はこういった場合に対して社会人入学という制度をもち、社会の人々を受け入れて

おりますから、皆さんも再び京都大学にもどってくることができます。これからは生涯学習
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の時代であります。大学は諸君の心の古里であるとともに、実際に諸君が必要とするときに、
適切な学問・知識を与える場であり、いつでも戻ってくることのできる故郷であります。 
情報の洪水にまどわされず、新しい学問を必要に応じて学び、自分で深く物事を考え、目

の前に現れる困難な問題にたち向って行く勇気を与えるのが大学であります。困難に出合
った時は京都大学を思い出し、いつでも相談のため、学習のため、また憩いのために戻って
来て下さい。京都大学は暖かい心で皆さんを迎え入れるでしょう。京都大学という偉大な故
郷があるという安心感を持って出立して下さい。 
これからの困難な社会を少しでも良くするという使命感をもって、存分に活躍して下さ

ることを期待し、京都大学の教職員一同は諸君を社会へ送り出すのであります。 
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学部入学式〔2001 年度〕 
2001（平成13）年４月11日 

 
21世紀の最初の年に京都大学へ入学された2,883名の皆さん、おめでとうございます。ご

参列の元総長、名誉教授の先生方をはじめ、ご列席の各学部長、教職員とともに、新入生の
皆さんとご家族の方々に、心からお喜びを申し上げます。 
皆さんの長年の努力が実って、ここに晴れて京都大学の学生になったことは、皆さんにと

って人生の一つの記念すべき事柄でありましょう。我々京都大学の全ての者にとって、若々
しい無限の可能性をもった皆さんを迎え入れることは、この上ない歓びであります。 
京都大学が創立されたのは1897年でありますが、初代総長木下廣次氏は「自重自敬」とい

う言葉を述べておられます。自分でよく考え、自分を大切にし、自分を尊敬できるよう努力
すべきであるということであります。京都大学はまた、「自学自習」という事を言っており
ます。すなわち京都大学で学問を学ぶというのは、受身的に講義を聞くのではなく、自発的
に、問題意識をもって授業に参加し、積極的に自ら学ぶという気持ちを持つことが最も大切
であるということであります。京都大学の学風である「学問の自由」という言葉の意味はそ
ういったところからよく理解されるのであり、何でも勝手にやってよいということではあ
りません。皆さんは自分に合った学問を見つけるための基礎をしっかりと学ばねばなりま
せん。その基礎の上に自由な学問的考え方が展開してゆくのであります。 
京都は千二百年の伝統を持つ日本文化の中心であり、日本人の精神性を支えている町で

あります。京都大学はその視点からも日本を代表する大学であり、皆さんは在学中にその良
さを十分に味わい、自分の人格中に生かすことが望まれます。皆さんの年代はこれからの長
い人生の基礎を作る時であり、京都の良き文化と伝統を吸収しながら、それぞれの専門分野
の学問に対して挑戦してゆかねばならないのであります。 
さて今日、大学は社会からいろいろと批判を受けています。京都大学の学生諸君には該当

しないとは思いますが、最近の学生はまじめに勉強せず、単位をそろえて卒業さえすればよ
いという風潮があるといったことが言われています。その中でも特に大きく取り上げられ
ているのは、最近の学生は物事を知らない、教養がない、教養教育が崩壊しているというこ
とであり、大学に対して非難が集中しているわけであります。 
そういった社会の声を背景にして、中央教育審議会は「新しい時代における教養教育の在

り方について」という課題をとりあげ、有識者から意見を聞きながら議論を深め、昨年 12
月に答申を出しました。そこでは教養を多面的なとらえ方で定義しております。基礎学力と
知識、社会規範の意識と倫理性、感性と美意識、あるいは困難をのり越える体力と精神力、
向上心と志、他者の立場に立って考える能力、自国のもつ文化・伝統をふまえ国際社会にお
いて相手に自分や自国の立場をよく理解させる能力、地球規模の視野で物事を考える力と
いったことが謳われております。 
そしてこういった教養を培ってゆくための基本的方向として、主体的な学習の態度、国際

交流、異文化理解などをあげ、これを子供の頃からずっと一生を通じて獲得し、深めてゆく
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ことが必要であることを強調しています。このような中央教育審議会の答申をまつまでも
なく、大学時代・大学院時代という、個人の人格がまさに確立してゆく時期に、どのような
勉強をし、どのように教養を身につけ、人格を磨くかは、皆さんそれぞれの人生にとって最
も重要な事であります。 
教養といえば、物事をよく知っていることと、つい思われがちですが、いくら物事を知っ

ていても、これを正しく、良く使うということが出来ねばならないわけで、知識を悪用すれ
ば破滅にいたります。したがって知識と教養とは峻別しなければなりません。そして改めて
教養とは何かを考えねばなりませんが、これはそれぞれが自分の問題として深く考えるべ
きことであります。解答は他から与えられるものではありません。 
それにしても、以前は人間にとって最も大切と考えられていた教養と、それを備えた教養

人という概念が、今日ややもすると疎んじられ、逆に専門家が尊重されるようになって来た
のは世界的な現象のように見えますが、それはどうしてなのでしょうか。 
現代は全てのことがあまりにも専門化、細分化され、それぞれの領域において専門家でな

ければ適切な判断ができないという状況にあるのは事実であります。科学技術は多くの革
新的なことをなしとげ、新しい産業をおこし、企業に利益をもたらすとともに、社会を豊か
にして来ました。こういった世界では、科学技術のそれぞれの分野の専門家が尊重され、活
躍します。先端的な技術を扱う企業の多くに理工系学部出身の社長がおられるところから
もそれが分かります。最近では金融機関や商社等においても、経済や経営の専門家でなけれ
ば企業の運営について適切な判断をすることは難しいというような状況となって来ており
ます。あらゆる可能性を考えてリスクを最小にする、あるいは期待値を最大にするといった
形で数理的に市場の状況を把握し、適切な解を求めねばならないからであります。そういっ
たところから、法律、経済、工学など、あらゆる分野で専門家が尊重され、専門家を中心に
して全てのことが行われるようになって来たのだと考えられます。 
しかし今日の状況をみると、それが妥当なものかどうか、疑問視されるようなことが多く

出て来ております。たとえば作った物が全く思いもしなかった環境問題を引きおこしたと
か、専門家が経営しているはずの企業において、目先の利益を最大化することにばかり汲々
として、結局バブルがはじけてしまうような結果を作ってしまったりもしました。専門家は
しばしば自分のせまい専門分野の範囲内だけで物を見てしまい、もっと広い世界がどのよ
うに変化してゆきつつあるかという観点を入れた最も妥当な判断が出来ないことがしばし
ばあるのであります。 
そういったことを防ぐためにも、幅広い教養を持つことが必要であると言われておりま

す。しかし、もっと根本的には、社会正義や道徳に関する意識がしっかりとしていなければ
ならないのであります。目先の経済的利益を最大化するという、今日の経済活動の主流的立
場からの物事の設計においては、社会正義であるとか、できるだけ多くの人の幸福であると
か、道徳的に考えて疑問である、といった事が全く無視されてしまう結果、長期的にみると
社会が混乱し、ひいては個々の企業自体の存立も危うくなるといったことがおきかねない
のであります。 
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今日、そういった社会の健全な価値観、道徳観はくずれさり、それに代って評価されてい
るのは、経済力、金銭的価値であります。最近、教養が大切だと叫ばれているのも、もしそ
れが金もうけをするためであるとすれば、大きな間違いであります。今日あらゆる企業活動
が国際社会に直結しており、そこで成功するためには、広い視野をもち、多くの事を知って
いなければならないと言われていますが、それは当然のことでありましょう。しかしそれが
人が教養をもつことの動機であるとすれば、これは教養の意味をはきちがえた、嘆かわしい
事であると言わねばなりません。これからの教養人は自分が社会を良い方向に引っぱって
ゆくのだという責任感をはっきりと持ち、無責任な批判的発言でなく建設的な発言をして
ゆくべきでありましょう。すなわち、社会に対する責任感をはっきりと持った人でなければ
教養人としての資格がないといってもよいと考えます。 
この責任感は、また我々のたどって来た歴史、文化、倫理観、あるいは真にあるべき社会

といったことに照らして、自分の考え方、行動が誤っていないか、という不断の反省に裏打
ちされていることが必要でありましょう。こういった行為は、何ものかに対する畏れ、ある
いは敬いの念からくるものですが、これが今日ほとんど忘れ去られ、また無視され、人間の
行うことは全て何でも肯定されているかのような現代の風潮に大きな問題がひそんでいる
のではないでしょうか。今日我々が直面している困難な社会状況、地球環境問題、その他多
くのことは、人間のもつ傲慢さから来ていると考えることもできるのであります。我々は禁
欲的な考え方や、我々の理性のおよばないことに対する畏れの気持ちを持つことが必要で
あり、これは教養における重要な部分を占めるものと考えます。 
戦後今日までの我々が尊重し、追求して来た概念は、個人の尊重であり、個の確立であっ

たのではなかったのでしょうか。今日教養が大切であり、我々一人ひとりが教養を積まねば
ならないと言われていることは、これからの日本が戦前のような世界に戻らないようにす
るためにも、ぜひとも必要なことであります。そして二千年以上にわたる日本の文化・伝統
の中から、真に価値あるもの、個性的であり、かつ世界に通用するものを見つけ出し、これ
を我々自身がよく認識するとともに発展させ、心の豊かな社会を作ってゆくためにも、敬虔
な気持ちをもち、教養を積む不断の努力をすることが必要なのであります。京都という地は
その意味で最も良いところであり、皆さんは京都大学で学生生活を送れることに感謝する
とともに、この環境を最もよく生かし、自分の人格を高めてゆくために役立てねばなりませ
ん。我々は、これまでの良い意味での日本人の精神性をもった人達が明らかにしてきたこと
を再認識し、我々が今日おかれている状況から、将来にむけて何を大切に考えて進んでゆく
べきかを、それぞれがよく考えるべき時であるといってよいでしょう。これは新入生の皆さ
んへの課題にしておきたいと思います。皆さんが京都大学を卒業するときに、この宿題に対
する答を提出してもらいたいものであります。 
以上述べて来ましたように、我々は教養と人格についての明確な認識を持たねばならず、

これなくしては日本がいくら経済大国になり、科学技術大国になっても、世界にその存在を
評価される国にはなれないでしょう。これは企業においても、また個人においても同じであ
ります。そしてこのような原則的なことを見失った国や企業は衰退し、世界史から消えてゆ
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かざるをえないのであります。 
さて、諸君が京都大学を卒業して社会に出てゆく21世紀はどのような時代になってゆく

のでしょうか。諸君はそれぞれにこの問いを問わなければなりません。科学技術はますます
発展してゆくでしょう。しかし地球環境問題も深刻になっているかもしれません。生命科学
も進展し、さまざまな高度医療が行われるようになるでしょう。しかし一方では生命倫理が
厳しく問われる時代となるでしょう。情報化社会の進展によって社会は大きく変転し、日本
はますます国際化されてゆくでしょう。またそうでなければ日本の将来はありません。諸君
には、そのような将来の日本を支え、国際社会で活躍してゆくことが期待されているのです。 
そのような21世紀国際社会で活躍してゆくためには、しっかりした専門的知識とともに、

国際的な視野と論理的な思考力を持ち、深く物事を考えて適切な判断ができるようになら
ねばなりません。また、これを国際社会の中で発言し、納得してもらえるだけの外国語によ
る表現力・語学力も要求されます。21世紀はまた情報の時代であると言われています。コン
ピュータやその他各種の情報機器を自由に駆使して必要な情報を収集し、情報の洪水に流
されずに適切な判断を下せるようになる必要があります。こういったことは全て皆さんの
学生時代に十分に習得しておくべきことでありますが、豊かな教養に基づいていなければ
ならないことは言うまでもありません。 
京都大学は創立以来、今日までの百余年の間に、多くの先輩が輝かしい成果をあげ、京都

大学ならではの学問の仕方、物の考え方を築いて来ました。京都大学が皆さんに与えること
のできるものは実に様々で豊富であります。これを自分のものとするのは皆さんの意欲に
かかっているのであります。皆さんはこの価値ある京都大学の独自の学風を学びとり、ます
ます国際化・情報化の進展してゆく21世紀社会において、十分に力を発揮して活躍できる人
材として育っていってもらいたいと願っています。 
皆さんの学生生活は、これからの激動の時代に耐え、それを克服し、社会を良い方向へ導

いてゆくための基礎を築く時であります。いかなる困難な事態に遭遇しようとも、人間とし
ての原理原則、学問の根本に立ちかえり、強靱な精神力によってこれを克服する勇気を持つ
ことができねばなりません。何のために学問をし教養を積むかといえば、それはそういった
強い人間力を発揮し、困難を乗りこえて、社会のためにつくす、そういう自分を作るためで
あると知っていただきたいのであります。人は志を高くもち、それに向って一歩一歩着実に
進めば、必ずそれを達成することができるのであります。 
皆さんのこれからの京都大学における勉学と生活が実り豊かなものであることを期待し、

皆さんの入学へのお祝いの言葉といたします。 
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大学院入学式〔2001 年度〕 
2001（平成13）年４月11日 

 
大学院修士課程入学者2,115名、博士課程入学者916名、合計3,031名の皆さん、京都大学

大学院への入学まことにおめでとうございます。ご列席の各研究科長とともに、心からお喜
びいたします。 
皆さんは大学の学部４年間に教養を積み、基本的な学問を修得しました。そして大学院に

おいて、さらに広く深い基礎的な学問、あるいは学問の進展した部分、先端的な部分を学ぶ
とともに、自分の研究テーマを見つけ、自ら主体的に研究を行うことになるでしょう。 
しかしここで皆さんは、大学院とは何か、大学院の目的は何なのか、そこで皆さんは何を

しようとしているのかを、改めて問うてみる必要があるでしょう。ところが実はこの問いに
対する答は難しいのであります。そもそも大学を法律上規定している学校教育法において
も、その第52条において、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く
専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」
とのみ書き、またその第65条において、「大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、そ
の深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。」としか書かれておりません。 
そこでこれでは不十分であるとし、また今日の学術の進展と社会の諸活動の高度の専門

化に対応することが必要であるとし、平成10年10月に大学審議会は「21世紀の大学像と今
後の改革方策について」という答申において、大学院について次のような記述を行いました。 
「大学院は、あらゆる学問分野にわたり基礎研究を中心とした学術研究の推進とともに、

研究者の養成及び高度の専門的能力を有する人材の養成という役割を担うものであり、将
来にわたって我が国の学術研究水準の向上や社会・経済・文化の発展を図る上で極めて重要
な使命を負っている。21世紀初頭の社会状況の展望等を踏まえると、これからの社会が特に
必要としているのは、細分化された個々の領域における研究とそれらを統合・再編成した総
合的な学問とのバランスのとれた発展であり、学術研究の著しい進展や社会・経済の変化に
対応できる幅の広い視野と総合的な判断力を備えた人材の養成である。社会の高度化・複雑
化が進む中で、主体的に変化に対応し、自ら将来の課題を探求し、その課題に対して幅広い
視野から柔軟かつ総合的な判断を下して解決する能力を育成することは、研究者の養成あ
るいは高度専門職業人の養成や社会人の再教育など、いずれの方向性を目指すにせよ大学
院においても等しく強く求められるところであり、教育研究の高度化・多様化を更に推進し
ていかなければならない。」 
「大学院は、それぞれの課程の目的・役割を明確化していくことが課題となっており、と

りわけ、修士課程にあっては、研究者養成の一段階又は高度専門職業人の養成などその役割
の方向性を明らかにし、それに即して、学部教育で培われた専門的素養のある人材として活
躍できる基礎的能力に立ち、専門性を一層向上させていくことが重要である。また、博士課
程にあっては、基礎的・先駆的な学術研究の推進、世界的な学術研究の拠点、優れた研究者
の養成などの中核的機関としての基本的な役割が極めて重要である。」 
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「今後の大学院の在り方としては、その教育研究水準の質的向上とあいまって、全体とし
て研究者養成に加え、高度専門職業人養成の役割をもより重視した、多様で活力のあるシス
テムを目指すことが重要である。」 
「そのため、これまでの高度専門職業人の養成の充実と併せて、これを更に進め、特定の
職業等に従事するのに必要な高度の専門的知識・能力の育成に特化した実践的な教育を行
う大学院修士課程の設置を促進することとし、制度面での所要の整備を行い教育研究水準
の向上を図っていく必要がある。 
高度専門職業人の養成に特化した大学院修士課程は、カリキュラム、教員の資格及び教員
組織、修了要件などについて、大学院設置基準等の上でもこれまでの修士課程とは区別して
扱い、経営管理、法律実務、ファイナンス、国際開発・協力、公共政策、公衆衛生などの分
野においてその設置が期待される。」 
大学審議会のこの答申に基づいて、京都大学にも従来の修士課程とは区別された大学院

修士課程が医学研究科に社会健康医学専攻としてつくられました。 
そこで、京都大学大学院に入学された皆さんの大学院での目的は何かがここで問われる

ことになります。皆さんそれぞれにこの問いを問うていただきたく思います。 
京都大学は日本では１、２を争う研究中心の大学であり、ノーベル賞学者を輩出して来ま

したし、世界に名の知られた多くの研究者を擁する大学でありますが、その活力の中心は先
生方の研究とともに、いっしょに研究する大学院学生の皆さんの力にあるのであります。た
とえば、昔の話になりますが、ノーベル物理学賞をもらわれた湯川秀樹先生や朝永振一郎先
生などは、旧制大学の時代ですが、大学生の時に既に核物理学の世界の最先端の学術論文を
読み、それを批判し、自分の考え方を形成してゆかれたのであります。このような研鑽をさ
れたからこそ、湯川先生は27歳の若さで中間子の存在を予言する独創的な論文を書くこと
ができたのであります。 
皆さんもそれぞれの分野で、世界の最先端がどこにあって、そこでは何を問題にして議論

がなされているか、その先に横たわっている課題は何かを、若く鋭い感覚で嗅ぎとって、果
敢に挑戦してゆかねばなりません。独創的なことは、多くの場合、若い20歳代に出て来るの
であり、皆さんも学問の最先端がどうなっているかを早く知る努力をしなければなりませ
ん。 
ただそういったことの前提には、自分はどういったことに興味があるか、大学院に入って

何をしようとしているのかということをはっきりと自覚していることが必要であります。
そういった自覚を持っている人は、どのような勉強をすればよいか、どのような本や学術雑
誌を読み、どのような資料やデータと対決しなければならないかがすぐに分かるでしょう。
そういった自覚をいまだ持っていない人は、これから人一倍専門書を学び、学術雑誌を読む
ことが必要であります。そうすることによって、自分の興味のあるテーマが浮かびあがって
来て、何をするべきかが分ってくるでしょう。いずれにせよ、よいアイディアを出すために
は、不断の勉強が必要であります。 
研究者を指向せず、高度専門職業人になることを目ざしている人においても、大学院にお
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いて新しい課題を見つけ、それに解決を与える努力をすることは必須のことであります。未
知の問題に出会ったとき、これをどのように解決してゆくかが、社会において高度専門職業
人に期待されている能力であり、これは研究という訓練を通じて最もよく体得されるから
であります。 
いずれにしても、皆さんは自分で自分の課題を見つけ、これに挑戦してゆくことが求めら

れています。皆さんの大学院生活が実りのあるものであることを期待し、皆さんの京都大学
大学院入学へのお祝いの言葉といたします。 
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博士学位授与式〔2001 年度〕 
2001（平成 13）年５月 24 日 

 
 今日、京都大学博士の学位を得られました課程博士 40 名、論文博士 20 名の皆さん、ま
ことにおめでとうございます。ご列席の各研究科長とともに、皆さんの京都大学博士の取得
を心からおよろこび致します。 

 さて、私は４月下旬から５月上旬にかけて、アメリカ、中国、フランスに出張いたしまし
た。アメリカでは、米国の代表的な 60余の研究中心大学が構成するアメリカ大学長会議が、
その百周年を記念して、39 カ国の代表的な大学の学長 47名を招待し、大学が今日直面して
いる問題、21 世紀における世界の研究大学の果たすべき役割り等について語り合いました。
今日、世界的に大学は変革期をむかえており、会議では、社会からの要請と大学固有の目的
との間の調整、大学間の協調と競争、情報技術利用による大学の教育・研究活動、その国際
的展開など、広範な問題が各国の学長によって提起され、討論されたことは大変有意義なこ
とでありました。 

 北京では、北京大学と並び立つ清華大学の創立 90周年の記念式典に参列しました。また
その前日に、これからの世界の研究大学のあり方についてのシンポジウムが開かれ、大いに
議論をしました。記念式典には江沢民国家主席、朱鎔基首相、その他の政府要人が出席し、
江沢民国家主席は、中国の幾つかの主要大学を近い将来世界で明確な地位を占める一流の
研究大学にすると声高らかに宣言し、大学の発展は国力の発展につながることを説きまし
た。これは日本の大学にとっても見過ごすことのできない重要なことであると考えます。 

 フランス政府はストラスブールに日仏大学会館を開設し、５月２日に研究大臣を迎えて
その開所式を行うとともに、日仏高等教育シンポジウムを行いました。今日、フランスは日
本に対して熱い眼差しをそそいでおり、新しい時代における大学のあり方、大学の管理運営、
産学協同のあり方、公的支援の現状等についての情報交換を行うとともに、日仏間の大学協
力をいかに進めてゆくかを真剣に考えています。特に学部学生の相互交流、さらには博士課
程の学生を相手国に派遣して研究させるための枠組の検討など、多くの提案をして来てお
ります。 

 こういった一連の訪問を通じて言えることは、今日どの国においても、大学を自国の学生
のみならず、留学生にとっても魅力のあるものとし、研究においても国際的に一流であるよ
う、大学はもとより国自体が努力をしているということであります。また大学は社会からの
さまざまな形の要請に答えるべく、過去の大学の組織と体質を変革しようとしており、国際
的環境の中で教育を行い、国際的視野をもって活躍できるしっかりした人材を養成するべ
くいろいろと努力しているのであります。 
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 京都大学においても、以前からいろんな面でこういった方向の努力をして来ております。
とりわけ 21 世紀社会が直面するであろう問題については、新しい研究科を幾つも作って、
その解決にむけて努力をしはじめております。社会は日々変化しており、学問も日々進歩発
展するとともに、新しい学問分野がどんどんと出て来ており、こういった変化に対して、大
学がいかに適切に対応してゆくか、あるいは、こういったことを先取り的に取りあげて、研
究し解決を与えてゆくことが出来るかどうかが、これからの大学に問われているのであり
ます。 

 一方では、大学は学問の伝統を守り、これを次の世代に継承してゆくという、いわば地味
な活動もしてゆかねばなりません。また学術的成果を社会に具体的な形で還元してゆくこ
とも強く要請されております。こういった性質の全くちがった事柄について大学がバラン
スのとれた舵とりをしながら進んでゆかねばならないわけであります。 

 今日博士の学位を得られた皆さんは、これからそれぞれにいろんな道をたどって行かれ
るわけですが、どの道を取る場合も、グローバル化の中での種々の矛盾する要請、あるいは
矛盾する欲求の間の調和ということを考えながら進んでゆくことが必要となるでしょう。
深くまた広く物事を探求すればするほど、また多くの要素を考えれば考えるほど、その矛盾
に満ちた世界をどのように包容しながら、どういった方向へ進んでゆくのが妥当であるか
について悩むことになります。しかしこれを悩みながらもこれを克服し、新しい世界を開い
てゆく力を博士の学位を得られた皆さんは持っておられるはずであります。その自信をも
って、皆さんそれぞれのこれからの人生を開拓していって下さることを期待し、お祝いの言
葉といたします。 
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博士学位授与式〔2001 年度〕 
2001（平成 13）年９月 25 日 

 本日、京都大学博士の学位を得られました課程博士 75 名、論文博士 65 名の皆さん、ま
ことにおめでとうございます。ご列席の各研究科長とともに、皆さんの京都大学博士の取得
に対し心からおよろこび致します。 

 さて皆さんもご存知の通り、京都大学総合博物館が去る６月１日に開館され、広く市民に
公開されました。このような博物館が学生研究者だけでなく、社会人から子供たちまで、一
般市民に利用され、気軽に貴重な資料を閲覧し、科学技術の楽しさに触れる場ができました
ことは、学外学習、生涯学習が盛んになりつつある今日、非常に意義のあるものであります。 

 この博物館は文部省学術審議会が 1996 年１月に出した答申、「ユニバーシティ・ミュー
ジアムの設置について－学術標本の収集、保存・活用の在り方について－」に基づいて、
1997 年４月に教官９名（教授、助教授、助手各３名）と事務官５名で発足したもので、旧
文学部博物館の建物のほかに、1999 年に自然史系の建物部分の予算が認められてようやく
全体の開館にこぎつけたものであります。 

 この総合博物館の前身はかなり昔まで遡ることができます。京都帝国大学が創設された
のは 1897 年（明治 30年）でありますが、その９年後の 1906 年に開設された文学部の前身
である文科大学が美術品や考古学資料の収集を始め、その保管の必要から 1914 年には文科
大学に陳列館が設けられました。これが戦後 1955 年に文学部博物館となり、1987 年には
東大路通りに面して建物が新築され、一般に公開されることになりました。これが現在の総
合博物館の本館であります。 

 一方、自然史資料についても、その整理・保存の必要性が出て来て、1986 年から、主と
して理学部、農学部、当時の教養部が中心となって検討を始めました。そして 1988 年には
自然史博物館基本計画を作りましたが、その後文学部博物館と統合した京都大学総合博物
館構想となり、技術史分野も入れて今日の組織と建物が実現したのであります。 

 大学博物館の第一義的な目的・使命は、その大学において行われて来た研究の過程で収集
された標本・資料を保管・管理し、活用をはかると同時に、研究成果を展示公開することに
あります。したがってその展示のあり方にその大学の性格が色濃く反映されるのは当然の
ことであります。京都大学総合博物館の常設展示の主テーマはフィールド・サイエンス、つ
まり野外研究でありますが、これは京都大学が探検大学といわれるほど野外研究がいろん
な学問分野で行われ、大きな成果をあげているからであります。この博物館展示を見れば、
京都大学が初期の頃から今日まで、種々の学問分野でフィールドワークを行い、いかに多く
の輝かしい学問成果をあげ、世界をリードして来たかがよく分かります。京都大学総合博物
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館は、このように学問的に非常に充実した内容をもっており、全国初の本格的なユニバーシ
ティ・ミュージアムと言ってよいでしょう。 

 この博物館には、文化史系、自然史系および技術史系の３つの分野がもうけられており、
資料の整理や展示についてもこのような立場から行われております。文化史系には、国宝１
件、重要文化財４件を含み、旧石器時代からの出土品などの実物の考古資料だけでも 30 万
点を越す厖大なコレクションをもっておりますし、古文書、古地図などの文献資料も多数も
ち、日本の考古学を常にリードして来ました。日本の歴史に影響を与えた中国や朝鮮半島に
ついてもさまざまな時期の資料を菟集し、多くの研究成果をあげております。 

 自然史系、技術史系にも多くの貴重な資料があります。特に自然史系の動物標本、植物標
本、菌類標本は約 200 万点にものぼるもので、世界的にも有数の標本をもつ博物館と位置
づけられます。この中には栽培小麦の起源を明らかにした木原均博士の収集した小麦関係
の標本など、多くの輝かしい研究成果の基礎となった標本が含まれております。 

 最近は世の中のスピードがあがり、博士課程学生の研究においても３年間に論文を何編
発表しなければならないとか、一方教官の研究指導においても、博士課程３年を終わったら
学位を与えられるようにしなければならないといった雰囲気がますます顕著であります。
また教官の研究活動についても、過去５年間に何編の論文を国際的に評価のある雑誌に掲
載したかを調べるといった業績評価が行われようとしており、全てにおいてあわただしい
時代となって来ております。 

 しかし、このようなスピードとは全く違った時間概念を持つ学問分野もいろいろとある
のであります。博物館の資料の収集と保存の仕事などは長年月をかけねばならない仕事で
あり、通常の研究とは違うものですが、なくてはならない活動であり、貴重なものでありま
す。現在総合博物館には 100 万点をこえる植物標本がありますが、今日も新しい品種を発
見するなどのことがあり、毎年数千点から一万点の植物標本をこつこつと作っているので
あります。１点毎の資料の収集と保存は実に地味で、すぐには論文につながりませんが、こ
ういった地味な仕事が長年にわたって積み重ねられてこそ学問の進歩があるのであります。
これは総合博物館の地階収蔵庫の 250 万点の標本を前にすれば誰もがひしひしと感じるこ
とで、これこそ百年にわたる研究の歴史をもつ大学でなければ成しえないことであり、誇り
とすべきことであります。 

 標本資料の活用の仕方にもいろいろな場合があります。たとえば、戦前からの琵琶湖の魚
の標本も沢山もっていますが、こんなものを沢山もっていてどうするのだろうかと思うか
もしれません。しかし地球環境問題がクローズアップされて来ている今日、琵琶湖の水に含
まれる微量有害物質がどのような経年変化で増加して来ているかを調べることは非常に大
切なことであり、これは長年にわたって採集されて来た琵琶湖の魚の体内に含まれる微量
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物質を調べることによってかなり明らかになってくるわけであります。また、動物・植物・
化石標本など、かつては形態の比較のために収集された標本も、含有するＤＮＡの分析が可
能となるに伴い、分類体系の再構築のため、またバイオテクノロジーの分野の研究のため、
などの研究素材として、新しい存在価値が認識されはじめているのであります。 

 このように学術標本は、図書館の図書資料と同じく、将来どのような目的に利用されるか
全く予測ができないわけで、そうであるからこそ、価値判断を入れずに全てを網羅的に収集
するということが必要となるのであります。今日ややもすると、その研究の目的は何かとい
ったことを性急に求めがちでありますが、大いに反省すべきことと考えます。 

 京都大学はこれまで百年の間に多くの研究成果をあげるとともに、こういった厖大な知
的な財産を蓄積して来ました。このような学問研究の環境は一朝一夕で作れるものではな
く、我々は先人の努力に感謝するとともに、またこれからの人達に対してよりよい知的資産、
学問的環境を残してゆかねばなりません。今日博士の学位を得られた皆さんの業績も、これ
からの京都大学の学問的環境の一部を形成することになるわけであります。どうか京都大
学博士であることに誇りを持ち、これからも学問世界や社会に対して貢献して行って下さ
るようお願いし、お祝いの詞といたします。 
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博士学位授与式〔2001 年度〕  
2002（平成 14）年１月 23 日 

  
今回京都大学博士の学位を得られた課程博士 57 名、論文博士 92 名、合計 149 名の皆さ

ん、まことにおめでとうございます。ご列席の各研究科長とともに心からお慶び申し上げま
す。 

 京都大学におきましては、博士課程への進学者も徐々ではありますが年々増加して来て
おり、博士学位授与者の数は平成 12年には 849名、うち課程博士 579 名、論文博士 270 名
となっております。しかし博士課程入学者定員 1,081 名からすると入学者は定員の 87.8％
であり、課程博士の学位授与率は約 65％にとどまっているという現状につきましては、大
学としてさらなる努力をすべきものと考えております。しかしながら毎年の修士課程入学
者数と博士課程入学者数の合計は 3,000 名をこえ、学部入学者数約 2,800 名よりも大きい数
字となり、名実ともに大学院重点化大学となって来ていることが分かります。 

 京都大学は日本における代表的な研究中心の大学であり、“自由の学風”を確立して来たの
でありますが、今日その目ざすところをさらに具体的に示す必要があるとして、最近京都大
学の基本理念を策定いたしました。これは、教育、研究、社会との関係、運営という４つの
柱をたてて、京都大学の目ざすところを述べておりますが、そこでの特徴は“研究”を第一に
おいたところにあるでしょう。その内容は、“京都大学は、研究の自由と自主を基礎に、高
い倫理性を備えた研究活動により、世界的に卓越した知の創造を行うこと”とし、また“総合
大学として、基礎研究と応用研究、文科系と理科系の研究の多様な発展と統合をはかる”と
しております。そしてこういった活動において、“環境に配慮し、人権を尊重した運営を行
い、社会的な説明責任を担う”ことを明言しております。 

研究の本質は研究者個人の内発的な興味と探究心にあります。そしてこれを自由に発展
させてゆく環境が大学というところに与えられているのですが、これは大学と大学の研究
者が社会から信頼され、自由に研究する権利を社会から信託されているのであり、これを忘
れてはなりません。この社会からの信託に答えるために、研究者は常に人格をみがき、研究
に専心するとともに、社会の信頼を裏切らず、また社会に対して言うべきことは言うという
勇気も持たねばなりません。 

 今日、科学技術の発展が国を支え社会の将来を豊かにするという期待のもとに、巨大な研
究開発資金が投入され、また優れた成果をあげた研究者は華華しく表彰されるという時代
となり、研究者の間には研究費獲得のための熾烈な競争が行われ、研究成果も学会だけでな
くジャーナリズムを通じて大きく公表され、社会にアピールするといったことが日常的に
なって来ております。しかしそういった状況はしばしば研究者のあせりを誘発し、京都大学
の研究理念に言うところの“高い倫理性を備えた研究活動”からややもすると逸脱した行動
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を生じる危険性のあることを我々は十分に認識し、注意深く行動することが必要であると
存じます。 

 今日、科学研究における不正行為は氷山の一角であり、それは予想をこえて科学界に広く
浸透しているという指摘があります。米国には研究公正局（Office of Research Integrity）
という機関があり、こういったことにも積極的に対処していますが、日本ではそういった不
正行為の存在を認めたがらず、組織的な対応ができていないのであります。 

論文の捏造といった明らかな背信的行為は論外としても、科学者として倫理的に考えて
疑問とされるような行為もいろいろとあるのであります。たとえば、山崎茂明氏の情報の科
学と技術 51巻 12号（2001 年 12 月号）の論文、“科学の不正行為への生態学的アプローチ”
においては、次のような事実が示されております。この論文は Medline の 900 万件以上の
文献を中心として種々の分析をしたもので、たとえば科学の不正行為について論じた論文
が過去 24 年間に 882 編存在し、1993 年 94 年をピークとして徐々に減少して来ましたが、
2000 年にまた増加に転じ、2000 年１年間に 100 件近くのこの種の論文が発表されている
とのことで、科学技術関係で不正と疑われるような論文がかなりあることを暗示している
と考えられます。 

 実際の不正行為が行われた事例を発見するのは非常に困難なようでありますが、米国の
研究公正局の統計では、1993 年から 1997 年までの 5 年間で 76 件、年平均 15 件の不正行
為が明らかにされているとのことであります。米国科学振興協会の 1992 年の調査では、研
究者からの回答 469 件のうち 27％が過去 10 年間に研究の捏造、偽造、盗用などに個人的
に出合っており、この期間に平均して 2.5回の疑わしい事例を直接目撃したといい、これら
の事例の 48％について、その疑わしい個人が研究機関を去り、不正行為を認めていたとい
う報告があるのだそうであります。 

 こういった事例のほかに、ほとんど同じ内容の論文を異なった雑誌に重複出版したり、一
度発表した論文を何らかの理由で撤回したという類いのものもあります。さらに微妙な問
題なのは、論文の著者が複数人の場合で、研究の実質的内容を作った人が筆頭著者になって
いなかったという不満は多く、また一方では論文原稿を読んでもいないのに著者に加えら
れていたという事例もあります。 

以上のような各種の不正行為については、まず不正行為の範囲を明確にすることについ
て種々の議論があり、データのもつ弱点を説明しない、結果を選んで説明する、ネガティブ
な結果を発表しないといった不正行為に近い憂慮されるべき逸脱行為についてまで議論は
進んでいないという状況のようであります。もっとも科学は学説が否定されることによっ
て進歩するものであり、「正確なエラー」と「不正行為」をはっきりと区別することが必要
であるということにも十分注意する必要があるわけであります。 
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 以上のような山崎茂明氏の指摘は、今後科学技術研究にますます資金が投入され、成果に
期待がかけられる時代になればなるほど、我々研究に従事するものは深刻に受けとめる必
要があると存じます。京都大学の基本理念が研究において掲げる“高い倫理性を備えた研究
活動”は、もっと広い研究活動面での研究者倫理を意味しておりますが、研究論文の作成に
限っても引用しましたような問題が現実には山積しているのであります。 

 京都大学博士の称号を得られた皆さんには、これからも研究を続けて行かれる方、研究成
果をもって社会に出てゆき活躍される方など、いろいろな方々がおられます。しかし、いず
れの場合も研究に対して今後とも何らかの関係を持ちつづけられるでしょうから、研究活
動についての倫理性ということについて常によく考えていただきたく存じます。 

 皆さんの博士学位の取得をあらためてお祝い致します。 
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修士学位授与式〔2001 年度〕 
2002（平成14）年３月25日 

 
今日、京都大学修士の学位を得られた1,918名の皆さん、まことにおめでとうございます。

ご列席の名誉教授、各研究科長の皆さんとともに心からお慶び致します。 
ところで、皆さんにとって修士課程の２年間はどのような意味をもっていたでしょうか。

修士課程修了のこの時にあたって、自分を振り返るということは非常に大切なことであり
ます。自分の修士課程での学問研究とともに、もっと広い意味における自分というものを見
つめなおすことが必要であります。人間として自分はどのように成長したのだろうかとい
う問いであります。 
学部は基礎教育、教養教育に主眼をおいたものであるのに対して、大学院修士課程は、そ

れぞれの専門分野の知識を深く学びとり、その分野の専門家として社会から認知される人
材となる教育をすることにあるとされています。しかし単に専門的知識を身につけるとい
うだけでなく、専門的知識をもつ人の持つべき当然の責任も負わねばなりません。すなわち、
いろんな局面において正しい適切な判断を行い、そのように発言し、また行動ができるよう
でなければなりません。こういったことは、真理を探求する諸君の研究を通じて、自分の人
格の総体において獲得したと思いますが、これを修士修了に際して、それぞれが自身に問う
ていただきたいのであります。 
皆さんが過ごした修士課程の２年間に、社会ではいろんなことが起こりました。社会はま

さに激変しております。特に日本においてはバブルがはじけて以来、経済はますます低迷し、
企業は倒産し、失業者がどんどん増えるという厳しさであります。これまでの日本の多くの
分野で行われて来た護送船団方式は完全に崩壊し、グローバル社会の中での激しい競争時
代に突入しました。 
また1989年にソ連が崩壊し、民主主義・資本主義が勝利したといわれ、その後は米国を中

心として極端な金もうけ主義の時代に入って来ております。そして今日では日本において
も企業間競争だけでなく、あらゆる所に競争的環境を導入し、構造改革を行い、強者が勝つ
という論理を貫徹しようといった状況になって来ています。これは裏返していえば、弱者は
敗北し、没落してゆくことを意味しており、社会全体が勝者と敗者という二極分化の様相を
呈することになる危険性があるわけであります。 
しかし、そのような弱肉強食の世の中でよいはずはありません。お互いに分ち合うという

考え方が必要であります。そのようなロマンティックな考え方が、この厳しい競争世界にあ
りうるはずがないと思うかもしれませんが、たとえばオランダが実行しはじめてもう何年
にもなるワークシェアリングはその一つの例であります。地球上で最も進歩した、崇高な精
神をもっている人類が共存共栄といった理想へ向かって知恵を出せないはずはないのであ
ります。 
一方で競争は必要であります。しかしそれは健全な競争でなければなりません。競争とい

うとき特に注意すべきことは、競争の目標や尺度が単純な数値的なものとなりがちなこと
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であります。たとえば大きいことは良いことだとか、企業ではあらゆることを犠牲にして利
益の追求のみに人々をかりたてる金もうけ主義といったことが行われ、質のよい物を作る
とか、人々がいきいきと仕事をする環境といった数値に表れにくい価値が無視される傾向
が強くなってきております。競争が何のために行われるのかといったことへの反省がなく
なってしまっているわけであります。 

1998年ノーベル経済学賞を受けた、経済学者であり、かつ哲学者であるアマルティア・セ
ン氏は、従来のような利益追求型の経済至上主義は間違いであって、もっと人間中心主義の
経済政策をとるべきだと主張し、「人間の安全保障」という概念をかねてから提出しており
ましたが、これは国連でも取りあげられ議論がなされています。この人間の安全保障という
概念は、特に最近のコソボやアフガンの難民問題、アフリカの一部の国の状況を考えても、
益々重要な概念となって来ています。各国、各地域の貧困、階級や所得格差などに基づく不
平等がこういった問題の裏に存在するわけで、こういったことを無くしてゆく政策を考え、
努力してゆく必要があるわけです。 
競争ということの内容、すなわちどういった形の競争が奨励され、どういった競争は否定

されるべきかは難しい問題であります。日本の戦後の初等中等教育では、競争に対立する概
念である平等ということに絶対的な価値がおかれ、またこの平等という概念が適切に理解
されず、チャンスの平等でなく、結果の平等ということが無批判的に受入れられてしまいま
した。その結果、能力のある生徒がその能力を十分にのばすことができず、押えられてしま
うことになってしまいました。これは学力だけでなく、運動能力、その他においても同様で、
全体が低いレベルに落ちてゆくということになり、無気力が教育界全体をおおうというこ
とになってしまいました。そして一方では、学校外での教育・補習などにおいて、大学入学
試験を目ざして激烈な競争が行われて来たわけであります。 
最近は大学の世界、学問の世界にも競争の概念が持ちこまれて来て、大学の教育・研究活

動を外部から評価し、それに応じて予算配分をしようといったことが検討されています。適
切な評価に基づく健全な競争はよいのですが、そうでない場合や過度の競争が多くの弊害
をもたらすことは、例をひくまでもなく明らかなことであります。アルフィ・コーンは1986
年の著書「競争社会をこえて」において競争の弊害をくわしく論じ、そのエネルギーを相互
協力の方向に向けるべきことを論じております。これは単に教育の分野だけでなく、研究社
会から一般社会、企業活動を含むあらゆる分野について適用される社会理論であると言え
ます。たとえば著者は、「健全な競争」という言葉のもつ矛盾をも鋭く指摘しています。我々
はまさに競争という次元を越えたところに視線を定めるべきでありましょう。 
学問研究は研究者の発想と意欲によって自由に行われるべきものであります。競争の時

代だからといって、他の研究者の研究よりも進んでいて、他人よりも良い成果をあげるとい
った相対的な軸で考えるのではなく、学問の発展に対してどのように貢献しているかとい
う絶対的な軸によって、研究を行ってゆくのが本来の姿でありましょう。そうでなければ、
新しい研究分野、学問分野を切り開くといったことはできません。 
京都大学は、21世紀の地球社会が直面する困難な諸課題に対して真剣に取り組むべく、新
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しい研究科を幾つも作って来ましたが、こういったことは今述べました学問発展の絶対軸
の考え方に基づくものであります。そして我々の視野は、単に人間社会だけでなく、他の生
物、無生物を含む地球社会全体の調和ある共存にまで広げられ、京都大学における諸学の教
育研究は常にそのことを念頭におき、それを実現すべく努力するところにあることを宣言
しました。これは京都大学の基本理念および環境憲章に表されているものであります。 
これからは量の時代から質の時代への転換が行われてゆくでしょう。数値で測られる時

代から、簡単には数値化できない物事の価値を重視する時代になってゆくでしょう。そして、
グローバル社会の時代であるからこそ、逆にまた文化多元的世界というものの価値をより
一層認識し、自分の持っている価値観だけで物事を裁断してはいけない時代となってきて
いるのです。そこではお互いに相手の存在と価値を認め、共存するということしか解決の方
法はないわけであります。 
修士の学位を得て社会に出てゆく皆さんも、京都大学で学んだこと、京都大学が持ってい

る考え方や精神を忘れることなく、それぞれが自分の道徳観、人生観を確立し、それを堅持
して、これからの波乱万丈の時代を生きてゆくことが大切であります。皆さんにはそういっ
た人間としての強さ、勇気が求められているのであります。それぞれの人がこうして努力し
てゆくことによって、日本の社会が個人の尊厳をさらに高めるとともに、全ての人にとって
住みよい社会を実現してゆくというところにつながってゆくでしょうし、またその努力に
よって世界全体の調和ある共存という理想に少しでも近づいてゆくことになると存じます。 
努力することによって将来に希望をもつという信念を持って、社会に出て行ってくださ

ることを希望し、私のご挨拶といたします。 
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博士学位授与式〔2001 年度〕 
2002年（平成14）年３月25日 

 
今日ここに博士の学位を得られた皆さん、まことにおめでとうございます。ご列席の各研究科

長をはじめ、京都大学のすべての教官と共に、皆さんの学位取得に対して心から祝福致します。
今回は課程博士454名、論文博士84名、合計538名でしたが、本年度一年間を通じますと課程博士
626名、論文博士261名、合計887名となります。京都大学は日本の代表的な大学院重点化大学、研
究中心大学でありますが、このように毎年大勢の博士授与者を出し、しかも年々その数が増加し
ているということは、まことに喜ばしいことであります。 
皆さんの研究は、それぞれの学問研究分野の流れの中に明確な刻印を打ち、その学問、研究分

野の発展にはっきりした寄与をしたものであると存じます。それは、課題の発見と設定、その課
題の解決、そのための新しい方法論の確立など、どの部分をとっても皆さんの創意工夫、独創性
の結果であり、創造の苦しみを味わったに相違ありません。 
その苦しみが大きければ大きいほど、困難を突破したときの喜びも大きいのであり、今日はそ

の喜びをかみしめておられることと存じます。研究におけるこの喜びは何物にも代えがたいもの
であり、この喜びこそ研究者のもつ特権であると言うことができるでしょう。こうして皆さんは、
それぞれの困難な壁を突き破って新しい世界を切り開いたからこそ、京都大学博士という名誉あ
る称号を得ることができ、はっきりとした自信を持って社会に出てゆくことができるのでありま
す。 
だからといって自信過剰になってはいけません。今日博士の称号を受けたほとんどの方は課程

博士であり、これまでずっと大学という特別な環境の中で過ごしてきたのであります。これから
いよいよ社会に出てゆくわけですが、企業社会の文化や、人間関係は大学のものとは全く違いま
す。学問や論理がすんなりと通り、受け入れられるには社会はあまりにも複雑すぎます。皆さん
が大学院の研究で達成したこと、あるいは大学で得た学問・知識を現実の世界に適用するために
は、大変な努力が必要であるという覚悟をすることが必要であります。 
アメリカの19世紀の詩人エミリ・ディキンソンは面白い詩を残しています。 

 
真実をそっくり語りなさい。しかし斜めに語りなさい― 
成功はまわり道にあります。 
私たちのひ弱な喜びには明るすぎます 
真実のもつ至高の驚きは。 
丁寧に説明すると 
子供たちも稲光りが怖くなくなるように 
真実はゆっくりと輝くのがよいのです 
さもないと誰もかも目がつぶれてしまいます。 
 
エミリ・ディキンソン、亀井俊介訳； 

岩波文庫 ディキンソン詩集159頁 
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ほんとうに、新しい発見、新しい概念といったものは、すぐには社会に理解されません。そこ
で焦ったり怒ったりせず、時間をかけて辛抱強く説明し、またそれをわかりやすい形に敷衍する
努力が必要であります。これは研究成果だけについて言えることではありません。企業内で新し
いプロジェクトを立ち上げようとする時なども同じであります。上司にそのプロジェクトの意義
や重要性を説明しても、最初からそれを了承してくれる上司はほとんどありません。内容が理解
できても、こういった場合にはどうだ、ああいった場合には社会は受け入れないのではないかと
いった具合に、いろんな異論を出し、まるでその提案をつぶそうとしているのではないかとさえ
思うことがよくあるのです。しかしそういった場合にも落胆せず、絶対にやるべきプロジェクト
であれば、時間をかけて説明し、相手を理解させる努力をするべきであります。 
上司はプロジェクトの内容と共に、必ずプロジェクトを成功に導くという提案者の持つ熱意と

自信と気力、その注意深さなど、要するに提案者の人間を見ていることが多いのです。誰でもで
きるようなプロジェクトでは意味がなく、成功させるという熱意と気迫を持った者だけが実現で
きるプロジェクトだからこそ、やる価値があるというわけであります。 
社会に出れば、皆さんの持つ知識や研究能力が試されるだけではありません。皆さんの人間が試
され、試練を受けるのであります。英語の有名なことわざ、 

Adversity makes a man wise. 
は、日本でも 

艱難汝を玉にす 
と訳され、よく知られています。 
近年のイタリアの詩人ジュゼッペ・ウンガレッティの詩にも 

 
これがセーヌ河 
あの混濁のなかで 
おれは掻きまわされ 
自分を知った 
 
ジュゼッペ・ウンガレッティ、須賀敦子訳； 

青土社 イタリアの詩人たち43頁 
 
というのがあります。パリへ行って苦労し、自分を発見したことを述べたものでありましょう。
いずれも困難を正面から受け止め、それを乗り越える努力をすることが大切であることを意味し
ており、これを逃れようとしたり、拒否したりする人は成長することができません。 
皆さんの京都大学博士取得と社会への門出をお祝いして、最後にロングフェローの人生の讃歌

の一節をお送りいたします。 
 

楽しみも、悲しみも、 
吾らの定められた行手でなく道でもない、 
明日ごとに今日よりも進んだ吾らになるよう 
行動することこそ、吾らの目的だ、道だ。 
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……… 
……… 
 
されば起って活動しようではないか、 
いかなる運命にもむかう意気をもって。 
絶えず成し遂げつつ、絶えず追い求めつつ、 
労働して待つあることを学ぼうではないか。 

 
ロングフェロー、大和資雄訳； 

平凡社 世界の名詩 260 頁 
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卒業式〔2001 年度〕 
2002（平成14）年３月26日 

 
今日京都大学を卒業される2,834名の皆さん、まことにおめでとうございます。元総長沢

田先生ならびに名誉教授の方々のご列席のもとに、各学部長とともに皆さんの門出をお祝
いできることは、私の最大の喜びであります。卒業式にご参列下さいました皆さんのご家族、
関係者の方々にも心からお慶びを申し上げます。 
皆さんは小学校以来今日まで、16年間以上にわたって教育を受けて来たわけですが、今日

の卒業式にのぞんで、京都大学での学生生活をどのようにふり返っているでしょうか。皆さ
んはどれだけのことを学び、どれだけのことが身についたものとなっているでしょうか。ど
のような楽しいこと、苦しいこと、悲しいことがあったでしょうか。 
そういった事を通じて、自分は人格的にどのように成長し、社会に出てゆこうとしている

のかをよく考えてみていただきたいのであります。諸君は法律上も社会的にも、もう立派な
大人と認められているわけですが、ほんとうに一人の独立した社会人として、自分でよく判
断し正しく行動する自信をもっているでしょうか。 
皆さんは今日から社会人としての第一歩をふみ出すのであります。もちろん、まだまだ未

熟であるわけですが、京都大学で得た知識、訓練した人格の力に支えられた勇気と自信をも
って、皆さんを待ちかまえている未知の世界に出てゆかねばなりません。 
今日の世界、特に日本社会は大きな激変期に入って来ております。おそらく敗戦以後の最

大の社会的変革の時期を迎えていると言って間違いありません。失業者が増え、また皆さん
のような若い人達でさえ就職できない人が増加しています。デフレ経済で企業はどんどん
と倒産してゆくという状況であり、何が起こっても不思議でないといった様相を呈してい
ることは皆さんも十分認識していることであります。国際的に見ても、貧困から脱出できな
い国や飢饉にあえぐ人達が膨大に存在し、宗教的対立もからんで、世界各地で民族紛争が起
こるといった状況であります。 
一方では、目ざましい科学技術の進歩があります。世界中がインターネットを介して即時

につながり、またクローン動物が出来たり臓器移植が行われるといった、以前には考えられ
なかったようなことが実現されつつあります。しかし他方ではこの大きな地球がどんどん
と汚染され、環境破壊されつつあるという事実もあるのであります。 
このように今日地球上では、目をおおうばかりの悲惨から、現代文明を支える人間知識の

輝かしい成果といったことまで、あらゆる事が起こっております。このような状況を我々は
一人の人間としてどのようにとらえ、どのように理解すればよいのでしょうか。 
我々は、人類の英知は無限に発展し、輝かしい未来があるのだという進歩の概念によって

これまで来たわけですが、これからは決してそうではないということがはっきりして来ま
した。まさに価値観の転換期を迎えているということであります。どのような価値観に変わ
って行くのかは、皆さんがそれぞれによく考えねばならないことであります。これからの複
雑で激動する社会に入ってゆく皆さんは、よほどしっかりした人生観、物の見方をもってい
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なければ、目先のことに翻弄され、自分のやるべき事が見えなくなり、自分の人生を見うし
なってしまうことになりかねません。 
ただ、自分の物の考え方、あるいは人生観といったものも固定されたものではなく、人生

経験によって変化し成長してゆくものでありましょう。その成長が健全なものであり、立派
な人格を身につけることになる基礎は、皆さんが大学で学んだ学問であり、青春時代のいろ
んな経験から形成した倫理観、道徳観であります。皆さんはこの大学時代に得た様々な事を
生涯大切にし、これに磨きをかけていってもらいたいのであります。 
京都大学の創立者、第一代総長の木下廣次先生は「自重自敬を旨として自立独立を期す」

と言っておられます。これは「自由の学風」という概念とともに京都大学の理念となってい
ますが、自分が自分の責任において事にあたってゆくという意味が込められていると考え
られます。皆さんはこの困難な世界に出てゆくにあたって、この「自重自敬」という言葉を
よくかみしめ、ことあるごとにこの言葉を思い出していただきたいと存じます。「政治が悪
い、社会が悪い、会社の上司が悪い」などと言って、他人に責任を押しつけていても、何も
良くはならないのです。どうすれば良くなるか、自分の力で出来ることは何かを考え、時間
がかかっても忍耐強くやってゆくことが必要であります。 

21世紀の京都大学の努力すべき目標として昨年末に定めた京都大学の基本理念の中で、 
「教養が豊かで人間性が高く、責任を重んじ、地球社会の調和ある共存に寄与する優れた

研究者と高度の専門能力をもつ人材を育成する」 
と述べています。これからは他人や他の生物・無生物を犠牲にして科学技術を無理矢理に押
し進めたり、自分の企業だけが競争に勝つために手段を選ばないといった過度の競争、他を
犠牲にした独善的な発展といったことは否定されるべきであり、あらゆるものとの調和あ
る共存を目ざすべきであります。 
「共存」という言葉は「共生」という言葉と置き換えてもよいでしょう。この「共生」は

生態学において「寄生」に対する対概念として定義されているものであり、そこには対等の
立場での存在という意味が込められているのであります。京都大学の基本理念における「共
存」には、当然その意味が込められております。多民族・多文化の共存、先進国と途上国と
の共存など、社会学、政治学の世界はもちろんのこと、さらに広く動物の生存の権利や自然
環境そのものの存在の権利、あるいはその存在の価値の尊重といったことまでも含んでい
ると解すべきであります。 
特に我々現代の人間が将来世代の人々のことを考えずに地球資源を消費しつくしてしま

うといったことは、現代世代と将来世代との利害衝突と考えることが出来るでしょう。この
ような場合は、一方は権利主張を出来るが、他方は権利主張する主体が現時点で存在しない
という場合であります。さらに人間以外の生物・無生物は権利主張する手段を持たぬ主体で
あります。権利という概念は意志のあるところのみに存在するという古典的な定義や解釈
を越えて、権利主体をもっと広くとらえることが必要であり、また今日の権利概念はそのよ
うな方向に行きつつあると考えられます。これは新しい価値観の時代に入って来つつある
ことを示しており、京都大学の基本理念はそういったところに作られているのであります。 
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森羅万象との共生、共存という概念は、東洋において古くから存在したものであります。
人間、あるいは自己は宇宙・自然の中の一員であり、自分は他の全てのものと同列にあると
いう考え方であります。自分が大切な存在であれば、自分の隣にいる人達、自分をとりまく
事物もまた全て同じく大切なのであり、自己に魂があるとすれば、他の全ての存在にも霊魂
が宿っていると観る見方であります。日本古来の思想はその色彩が特に強く、自然と人間と
の共生、共存ということが何らの不自然さもなく今日にまで引き継がれて来ております。 
こういった全てのものの共存の概念の社会において、我々はこれまでのようにほとんど

無制限な権利や自由を主張し、またそれを享受することはできません。地球世界の全てのも
のが共生・共存してゆくためには、全てのものが自分のエゴを押さえ、それぞれが他者の立
場に立ち、一定の犠牲をはらい、忍耐することが必要であります。 
我々は今日、このような考え方、すなわち人間が地球上の他の生物、また無生物とも適切

な形で共存してゆくという覚悟をしなければ、21世紀の社会が直面しているエネルギー問
題や地球環境問題を始めとする数多くの深刻な問題の真の意味での解決を得ることは困難
でしょう。 
したがって、これから益々グローバル化されてゆく国際社会において、我々はこの日本古

来の精神に立ち帰って、これを世界の人達に広めてゆく努力をする必要があると考えます。
全てが競争であり、全てが金銭的価値で計られるという今日の社会を変革し、京都大学の基
本理念が述べている「調和ある共存」という新しい価値観が広く受入れられる社会に向って、
我々は力を尽くしてゆかねばなりません。 
今日卒業される皆さんはこういったことをよく考え、皆さんのこれからの幸い多い人生

を通じて全てのものの調和ある共存に向って努力して行っていただくことを期待し、私の
お祝いの言葉といたします。 
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学部入学式〔2002 年度〕 
2002（平成14）年４月８日 

 
本日京都大学に入学された2,895名の皆さん、まことにおめでとうございます。ご列席の

元総長岡本先生、沢田先生、西島先生、井村先生、名誉教授の方々、各学部長とともに皆さ
んの京都大学入学を心からお喜びいたします。 

 
１．学問をすること 
皆さん既にご存知の通り、京都大学は日本における最高の学問研究の場であり、数多くの

世界的な学者・研究者を擁しております。このような先生方の指導の下に皆さんはこれから
の４年間勉強することになるのです。これまで皆さんは、いわば標準的メニューで、栄養た
っぷりでほとんど噛まなくても消化する食事といった形の教育を受けて来ました。しかし
これからはそうではありません。皆に一様に与えられる標準的なメニューというものはな
く、それぞれが自分で自分のメニューを作り、自分で料理をしたり、噛めないほど固い物を
何度も噛んで食べるといったことをしなければなりません。 
「学問に王道なし」であります。人類の英知の結晶である学問が、ぼんやりと聞いていて

理解できるものでは到底ありません。京都大学の学問研究は求める者にはあまねく開かれ
ています。学問をしようとする者に対しては先生方は真剣に対応し、そこに先生の全人格が
投入されるのであります。「求めよ。さらば開かれん」であります。 
したがって、皆さんは就職するために通過する単なる１つのステップとして京都大学に

入学したとするならば、その考え方は今ここで捨てていただかねばなりません。皆さんは知
にあこがれ、学問をしようと決心して京都大学に入学して来たのであり、自らすすんで学問
を求めてゆかねばなりません。その覚悟をこの入学式においてはっきりと持ち、これを４年
間持続していただきたいのであります。 
それでは学問とはいったい何なのでしょうか。これまで皆さんが学んで来た事とどう違

っているのでしょうか。その根本的な違いを皆さんは知らねばなりません。これまでは皆さ
んは標準的な教科書によって知識を学んで来ました。それらは全て正しい事であり、無批判
的に安心して学習して来たわけであります。これに対して、大学で学ぶ学問は、知識がどの
ような体系をなしているかを学ぶとともに、何が正しいことであるか、こういった事が起る
のはなぜなのか、といった疑問を発することによって、物事の根本にある事柄を明らかにし、
複雑な事象をこのようなより基本的な事柄の相互関係によって説明します。学問は知識を
体系化し物事を論理的に推論する方法を教えてくれるのであり、未知の事柄に対しても学
問的知識と推論の力で深く考えることによって、その事柄の成り立ち、原因などを明らかに
することが出来るのであります。 
皆さんは、大学を出て社会に入って行けば、種々の難しい解決困難な問題に遭遇しますが、

そういった問題に解決を与えてくれるのは皆さんが大学生の間に学んだ学問であり、そこ
で鍛えた思考力であり、またそこで形成した皆さんの教養と人柄であります。皆さんの長い
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人生の基礎は、この学生時代に築かれるということをよく自覚していただきたいのであり
ます。 
２．迷いを克服すること 
皆さんの中には、将来何をしたいとか何になりたいといった明確な目標を持って入学し

た人達がいるでしょう。そういう人たちが多くいる事を望みますが､皆さんの中には、ある
学部へ入ったけれども、将来こういう仕事をしたい、こういう人になりたいといったことを
明確に意識していない人も多いのではないかと思います。大学を卒業したらどのような職
業につくのか、あるいは大学院へ進学してさらに勉強しようとするのかといったことは、こ
れから３年先には決めなければなりません。しかしそれは簡単ではありません。自分が何に
適しているか、将来何をするのがよいかを自分自身で判断するのは非常に難しいことであ
ります。しかし結局は自分が決めねばならないわけであり、自分の人生は自分しか責任を取
れないのであります。 
皆さんはこういった状況の中で大いに迷うでしょう。将来何になるか分らねば何を勉強

したらよいかが分らないということにもなりかねません。しかし、迷うのは自分だけではあ
りません。ほとんどの人が迷うのですし、迷わない方がおかしいと言ってよいかもしれませ
ん。大いに迷えばよいのです。ただ、迷って何もしないというのがいけないのです。自分の
迷いを解決するためになすべきことがあるはずです。自分の置かれている状況をよく考え、
いろんな可能性を検討することが必要です。そうすれば自然に自分のとるべき方向が見え
てくるでしょう。その検討のためにも社会を知り、自分を知ることが必要で、そのためには
勉強をしなければなりません。 
皆さんの前途にはあまりにも多くの可能性が開かれていますから、自分の将来にとって

何が良いか、それを判断するための材料とその 拠
よりどころ

をどこに求めるかといったことについ
て迷うのです。自分は絶対にこれだという確信に到る人は稀であり、そういう人は幸運であ
ります。世の中が自分の予想通り、また思い通りにならないのは当然であり、多くの人は偶
然や運に左右されながら人生を過してゆくのです。しかし一方では、憧れや理想を持ち、努
力をしつづければ、長い人生の間にはその目標を達成できるということも多くの場合事実
なのであります。その時々には運命に左右されるように見えても、自分の目的や憧れを放棄
せず、常に努力をすることによって、それを実現したという人達は沢山おられます。“Boys 
be ambitious”であります。憧れを抱くだけではなく、それを実現するにはどうすればよいか
を考え、常に着実に努力することが必要であります。 
 
３．人間として守るべきこと 
人生には迷うことが多いと言いましたが、誰もが迷わずに実践すべきことがあります。そ

れは人間として間違いのない生き方をするということであります。人としての道徳を守り、
正しい生き方をする不断の努力が全ての人に求められているのであります。 
民主主義は、今日これ以上に危険性の少ない制度がないという意味で、世界における普遍

的な原理と考えられるようになって来ておりますが、これを自由主義、特に何の制約もない
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単純な無限の自由という権利を持つこととしばしば誤解されます。今日の社会では権利の
主張があまりにも多すぎるきらいがあります。権利には常にそれに伴うものとして義務が
あります。自分の権利を主張するということは、自分だけでなく全ての他人も主張すること
ですから、自分の権利を守るということは他人の権利をも守るということであることは当
然であり、そこに他人に対する義務という考え方が生じるのであります。これは民主主義の
一つの大切な概念であります。 
京都大学の我々の先輩であり元日本弁護士連合会会長の中坊公平氏は、権利という語は

英語のrightの訳語であり、rightには本来的に正義という意味があるのであるから、権利の
利は利益の利という文字でなく、道理の理という文字を用いるべきであると言っておられ
ます。つまり権利は道理や正義につらなってゆくというわけであります。 
ここで、皆さんに特に認識していただきたいことがあります。それは権利の中でも特に大

切な人権ということであります。自分の権利を守ることは他人の権利をも守ることである
と言いましたが、これが人権の根本的な考え方であります。これは人間である以上だれもが
守らねばならないことですが、とりわけ学問をする大学においてはこの人権を尊重し、よく
守るべきことは当然であります。ところが京都大学において時々差別落書きなどの問題が
起きているという事実があるのであります。これは許すことのできない事であり、新入生の
皆さんにも十分な認識を持っていただく必要があり、人権と差別問題について少しお話を
いたします。 
 
４．人権（差別）問題の認識と解決に向けて 
今日、民主主義が定着したと考えられている日本においても、人権問題がいろいろ残って

います。児童問題、高齢者問題、同和問題、障害者問題、女性問題、人種・民族問題、環境
問題などです。このような人権問題の中でも、部落差別、障害者差別、女性差別、人種・民
族差別など、いわゆる差別問題と呼ばれている問題の解決には、人間一人ひとりの尊厳と固
有の価値をお互いに認め合うことが必要であります。「人は皆同じだから平等」というので
はなく、「人は皆違うからこそ平等でなければならない」という根本認識を持たねば、こう
いった問題はなかなか解決しません。 
京都大学は、昨年12月、創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつつ、今日の

多元的な課題の解決に挑戦して、地球社会の調和ある共存に貢献するため、「自由と調和」
を基礎とする八つの基本理念を制定しました。そしてその中の一つとして「環境に配慮し、
人権を尊重した運営を行うとともに、社会的な説明責任に応える」ことをうたっています。 
京都大学は、このような理念に基づき、以前からも真剣に取り組んで来た人権問題に、よ

り積極的に取り組んで行こうと思っています。大学全体として人権尊重の視点に立った施
策を策定・推進するために、同和・人権問題委員会と人権問題対策委員会を設けております。
同和・人権問題委員会は同和・人権問題についての理解と認識を深めるため、教職員と学生
を対象に研修会を開催したり、啓発冊子を作成・配布したりしていますし、人権問題対策委
員会は学内における具体的な人権問題、セクシャルハラスメント等に対処するため、行動計
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画を立てるとともに、相談活動を行っています。また各学部等においても、人権に関する相
談窓口を設け、誰でも問題があれば訴え、相談することが出来るようにしております。さら
に、将来、社会の第一線で活躍することになるであろう学生諸君に人権尊重の精神を涵養す
るため、人権に関する講義を全学共通科目や教職科目、専門科目で開講しています。 
政府においても、これまで人権問題について幾つもの法律を作るとともに、国際連合の人

権関係条約の締結を行い、この問題の解決に努力してきました。今国会においては、人権救
済機関の創設を柱とした「人権擁護法」を成立させ、不当な差別などについては法的措置を
取ることが出来るようにしようとしています。 
新入生の皆さんには入学に際して幾つかの学習の手引きの他に、人権問題に関するパン

フレット「自由で平等な社会をつくるために」を渡していますから、これをよく読み、人権
についての認識を深め、人権意識の向上に努めていただくとともに、差別的言動や落書きな
ど、許しがたい人権侵害行為に対しては黙認せず、毅然とした態度で立ち向かっていただき
たいと思います。 

 
５．自分の足元を見ること 
学問は抽象的な世界であるとともに、それは現実世界に足をおろしたものでなければな

りません。我々は学問の高みを見上げながら努力するとともに、そこに登ってゆくために一
歩一歩踏みしめる足元をよく眺めなければなりません。京都大学に入学した皆さんは将来
の日本を支えてゆく、いわばエリートの卵であり、上へ上へと登ってゆく意識を持っている
でしょう。それは大変よいことでありますが、上昇志向で目線を上に向ければ向けるほど、
同時にまた目線を下に向け自分の足元を見なければなりません。学問をする人間は人権問
題など社会の基底に沈澱し堆積している多くの人間的・社会的問題に対して、理性による理
解はもちろんのこと、それを越えて心の底から理解をするということが大切なのでありま
す。我々が生まれ育って来た社会的な土壌をよく理解するということがなければ、栄養を汲
み上げて高く成長することが出来ないのであります。 
現代の我々はあまりにも西欧化された文明世界に住んでいるためか、我々の祖先がどの

ような精神的伝統をもっていたかとか、もっと目線を下げて昔の人達はどのような生活を
していたのか、といったことをほとんど全くといってよいほど知りません。日本の日常社会、
庶民の生活に目線を向け、日本の民俗学を確立したのは柳田国男でありました。しかし日本
全国を隈なく旅し、庶民とともに生き、庶民の最も底辺の生活に目線を向けたのは宮本常一
でありました。宮本常一の書いたものからは、庶民一人ひとりを大切にし、それらの人達を
愛し、友とする気持がよく伝わって来ます。宮本は、たった50年100年前の日本の田舎にお
いて、日本人はいかにおおらかな気持を持ち、相互扶助の社会を形成していたかをよく画い
ておりますし、また一方ではそのような社会に根強く残っている差別問題についても目を
そらさない人でありました。 
 
６．これからの時代を生きてゆくために 
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皆さんもご存知の通り、今日の日本は経済の不況の真っただ中にあり、これからの日本経
済を強くしてゆくための、いわゆる構造改革といったメスが鋭く入れられている結果、多く
の企業の倒産と大量の失業が生じるなど、日本社会は戦後50年を経て大きな混乱の中にあ
り、歴史的転換点にあります。 
戦後、日本の産業は急速に発展し、社会は豊かになり、いくつかの企業は世界的な規模の

ものとなりました。しかし、日本人一人ひとりを見るとけっして国際的に通用する人間とは
なっておりません。すなわち、一人ひとりの人がいまだに自立した個人となっていず、色濃
い集団主義の中に安住しています。日本人は自分の属す集団の一員としてしか行動しない
し、また他人を個人として見るのでなくその背後にある集団の中の人として見る傾向がな
くなっておりません。個人が確立していないわけであります。人間は本質的に社会的なもの
であり、集団に属し、集団の目的に向って努力することは当然ではありますが、それは常に
個人としての判断の下にそうすべきであって、集団としての考え方、集団としての行動に単
純に追従するということであってはならないでしょう。 
この日本人の個人の持つ性格とほとんど全く同じことが日本の企業の行動についても言

えるのであります。企業の責任者がそれぞれ企業倫理を守り、それぞれが企業責任を自覚し
てまじめに努力することをせず、あまい判断で護送船団方式の中に安住し、国にもたれかか
って来た結果が今日の日本経済の混迷を招き、不況からなかなか脱出できないでいる根本
的理由ではないでしょうか。これからの厳しい国際的競争世界の中で、日本が、また日本の
企業がしっかりと生き活躍してゆけるようにする原動力は、その構成員である個人の人格
と識見にあるのであります。したがって大学の役割は、そういった使命感をはっきりと持ち､
その活動の中心となり、またこれを先導してゆくことのできる人達を育成するところにあ
るのであります。 
 
７．京都大学で学ぶこと 
京都大学はそういった将来の日本を支える人材を育成しようとしているのであります。

京都大学は学問の自由を標榜し、個人を最大限尊重する学風をもった大学であります。皆さ
んは京都大学において自由に勉強することができます。学生一人ひとりの人格・人権を尊重
しております。しかしそれはとりもなおさず、自分の責任は自分がとるという責任感をもっ
た個人を作ることを意味するのであります。皆さんは京都大学における学問の自由を、何で
も無際限に許されていることと考えてはなりません。先ほどから言っていますように、人間
や社会を抜きにした学問はありえず､人間として守るべき基本的なこと、即ち他人の人権を
尊重するということを抜きにした学問ということはありえません。 
これからの難しい国際社会の中で、日本という国家、あるいは皆さんが将来入る企業、ま

た皆さん個人がしっかりとした地位を占めながら、世界の平和的共存に貢献してゆくため
には、それぞれが世界的な視野を持ち、世界の誰とでも対等に意見をたたかわせることがで
きるだけの識見とコミュニケーション能力を持つことが必要であります。そのためには十
分な教養を積み、外国語能力を高め、さらに皆さんの専門分野の知識を十分に習得し、自分
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の物の考え方を確立することが必要であります。 
京都は1200年の古都であり、日本の伝統・精神文化の中心であります。皆さんは世界に普

遍的な学問を学ぶとともに、日本人としてのアイデンティティを身につけ、これからの多様
化し多元的価値の共存する世界において、日本人としての良さを発揮していただくことが
大切なことであります。京都大学の卒業生から５人のノーベル賞学者や､借り物でない自分
の学問を打ち立てた多くの学者が出たというのも､京都という精神的･文化的土壌からの栄
養の汲み上げがあったからに違いありません。京都大学に学ぶということは、そういった点
からも皆さんにとって最良の場であり、人生における最も大切な時であるわけであります。
皆さんの京都大学での勉強、生活が実り豊かなものであることを期待して、お祝いの言葉と
いたします。 
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大学院入学式〔2002 年度〕 
2002（平成14）年４月８日 

 
本日、京都大学大学院に入学された2,445名の皆さん、おめでとうございます。ご列席の

各研究科長とともに皆さんの入学を心からお喜びいたします。これから皆さんは修士課程
２年間、あるいは博士課程５年間を京都大学で過ごすことになりますが、それが充実したも
のとなるよう期待しております。 
京都大学には約3,000人の教官がいて、それぞれの分野で世界的なレベルでの研究をして

います。京都大学はそういった意味で研究中心の大学、大学院重点化大学であります。大学
院でも教室での講義はいろいろとあり､学問の最先端を教えますが、さらに大切なのはセミ
ナーや実験室において教官とともに研究をし、議論を深める事であり、これによって学問に
おける最も大切なことを学びます。それは、どういったことに対して疑問を持ち問題設定を
するか、どういった観点からそれを分析し解決にもってゆくか、といった学問の仕方であり
ます。 
そこでは皆さんも教官と対等の立場に立って物事を考え、アイディアを戦わせることが

必要であります。教官あるいは先輩に対する礼儀を守るという事は当然ですが、それと自分
の意見を述べ、相手に理解してもらうこととは全く別のことであります。一般的にいって京
都大学の学生はおとなしく、遠慮がちで、自分の意見を明確に表現するということにおいて
は、東京や大阪の学生に比べてかなりの差があります。自分の考えている事をいかにうまく
表現し、相手に理解してもらうかということは、皆さんのこれからの人生において非常に大
切なことであります。 
皆さんが京都大学大学院に入学したということは、他から与えられた研究テーマを義務

的にするのでなく、自分が興味をもち解明したいという研究課題を持っているはずであり
ます。その課題はどういった内容のものであり、その課題の解決がどのような学問的寄与を
する可能性があるか、それをどのように解決しようと考えているかといったことを、他の人
達に分かりやすく説明することが出来ねばなりません。物事を分かりやすく説明するため
には、それをいろんな角度からながめて、なすべきこと、取るべき方法などを考え、自分と
してその課題に取り組む確信を得ることが前提となります。そのためには出来るだけ多く
の人に説明し、理解してもらい、また批判してもらうことによって、自分の考え方が客観的
に耐えうるものであること、そして自分の課題の解決が他の人達の研究に対しても貢献す
るものとなることを確信できるのであります。 
いずれにしても、大学院に入れば自分の専門分野の学問の最先端がどこまで行っていて、

どのようなことが研究の課題となっているかを国内だけでなく世界のレベルで知らねばな
りません。特に世界の最先端の研究グループがどこにあって、どのような考え方で研究を推
進しているかを知ることが必要で、そのためにはそのグループのところに出かけて行って、
その中心人物に会って議論することが必要です。そうすればその人の人柄、物の考え方が分
り、研究をどのような方向に展開してゆこうとしているかが分り、自分の考え方がどのよう
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に違っていて独創的であるかといったことも分ってくるのであります。したがって皆さん
はあらゆる機会をとらえて外部、特に外国に出かけて行って研究者に会い、相手を理解する
と共に、自分の研究を知らせ、また議論をする必要があります。 
新しい文明は異なった文明間の衝突によって作られて来ていることは歴史を見れば明ら

かでありますが、同様なことは創造についても言えるでしょう。異なった考え方のぶつかり
合い、異なった学問分野の考え方や手法の導入、異なった学問分野の統合などによって革新
的な考え方が生まれ、新しい学問分野が展開されてゆきます。人類学、言語学、心理学など
の統合的立場からのＣ．レヴィ．ストロースの構造主義は有名ですが、近代経済学は高度な
数学的手法の導入によって発展して来ていますし、最近では地球温暖化現象と国際経済の
関係や、生命科学と情報科学との結合による生命情報学という分野が発展しつつあるなど、
枚挙にいとまがありません。 
実務に近い分野ではそういったことがもっと激しく生じております。今日、情報・ソフト

ウェア技術や生命原理などが分からずに特許紛争や医療関係の訴訟は扱えないようになっ
て来ております。したがってこれからの裁判官、弁護士などは自然科学や医学、その他多く
の学問が分からねば仕事ができないようになるでしょう。 
こういったことからも分かるように、これからの学問研究をしてゆこうとする皆さん、あ

るいはまた高度専門職業人として社会に出て活躍しようとしている皆さんは、自分の狭い
専門分野にとじこもっていてはだめなのであり、広く関連分野の勉強をしながら、自分の専
門分野に新しい角度から鋭いメスを入れるということが出来ねばならないのであります。
そしてグローバル化された世界に出て行って自分の研究成果を説明し、相手に対してチャ
レンジすることが大切であります。いわゆる他流試合をする勇気を持つことであります。 
新しい知識を作り出してゆくには、広くいろんな知識を動員して種々の組み合わせを考

え、推論をすることが必要になるのですが、現在分かっている知識から演繹的に推論できる
範囲の新しい知識はいわば常識的な進歩の部類に入るものであり、それを越える全く新し
い物事、ブレークスルーをもたらす真の創造的なアイディア・研究は偶然生み出されること
が多いのであります。学問芸術の女神ミューズの微笑みが必要というわけであります。 
しかし、それは全くの偶然、何もなしの偶然ではありません。あらゆる知識を動員し、推

論しつくした先で、なおかつ現実や実験結果との差異を直視し、深く考えるという行為がま
ず必要であるわけであります。ほとんどの人はそのあたりであきらめてしまうのですが、そ
うでなく壁にぶつかっても考え続けていると、ある時偶然にミューズが微笑んでくれ、大発
見や予見されなかった新しいものの創造につながるということがあるのであります。ノー
ベル賞をはじめ偉大な賞をもらった多くの人は何年、何十年にわたるねばり強い努力によ
ってミューズの微笑みを呼び込んだのであります。そういう人の場合は、研究を義務として
やるとか、自分の生計をたてる手段としてやっているといったことでなく、自分の人生をか
けているのであります。皆さんも大学院でそういった自分の人生をかけられる研究テーマ
を発見していただきたく思います。 
もう一つは、皆が常識だと思っていること、分かっていることから演繹される当然の結論
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といったことにも疑いを抱くということです。そこから全く新しい世界が開けてくる場合
もあるからであります。ある結論も少し違った条件や環境におけば反対の結論になること
があるからであります。特に人文社会系の多くの問題はそういった性質をもっている可能
性があるのであります。 
さらに、ある目的に向って研究を進めている中で、脇道に面白い副次的な課題が見つかっ

て、そちらにのめり込んで行って大きな成果をあげたりすることがあります。serendipityと
呼ばれていることで、そのような副次的課題にのめり込んで行く人はよいのですが、自分の
最終目的とは違っているのでしばしば見過ごしてしまいがちです。しかし、実は最終目的は
いつまでも到達できずに、serendipityによる幾つもの成果が社会で高く評価されるというこ
ともあるのです。これもミューズの微笑みの一種でしょう。そこが研究の面白いところでも
あります。 
いずれにしても、学問研究は客観的で多くの人が理解できる普遍性を持つことが必要で

ありますが、研究そのものは研究者の主観、直感と学問芸術の女神ミューズの微笑みの助け
によるといった、ある意味で矛盾した要素をもっている、非常に奥の深いものであります。 
皆さんの努力と成功を期待いたします。 
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博士学位授与式〔2002 年度〕 
2002（平成 14）年５月 29 日 

  この度京都大学博士の学位を得られた課程博士 49 名、論文博士 27 名の皆さん、まこと
におめでとうございます。ご列席の各研究科長とともに心からお喜び致します。 

 さて今日日本経済は低迷し、社会は不安定化し、将来がなかなか見通せない時代となって
おります。そして大企業も軒並に赤字決算であり、倒産する企業も多く、何を信用すれば良
いかさえ分からない時代となってしまっております。物事に対する従来の価値観が成り立
たず、価値観が混乱している時代といってよいでしょう。 

 大学においても同じことが言えます。従来は大学は真理を探究する場であるということ
で、社会とは関係をもたずに別世界を形成していましたが、今日では大学は社会に貢献しな
ければならないと言われています。特に国立大学は国民の税金でまかなわれているから、大
学で創造される知を社会に積極的に還元しなければならない、技術移転、産学協力をすべき
であるといったことが叫ばれています。 

  また知識を与えるという教育から、自発的に学ばせるという方向へ教育の考え方を転換
すべきであるという声も大きく、いわゆる「ゆとり教育」路線はこういった考え方から出て
きたものでありましょう。大学においても、教師の方からすれば抽象的な学問体系をじっく
りと長時間かけて教え、学ぶ方からすれば難しい、砂をかむような講義を忍耐強く聞いてい
た時代から、細切れにトピック的に問題を扱い、浅く広くいろんな話題をからませて面白く
教え、学生の興味を喚起するという方向への転換が起こりつつあります。長年その道一筋で
学問をしてきた先生よりも、社会経験が豊かでいろんなことを知っている企業人が大学教
師として受けているとか、タレント的な人が大学教師として活躍している理由の一つは、き
っと教育というものに対する考え方のこのような転換があるからではないかと思われます。 

 大学に競争原理を導入するということも最近積極的に進められつつあります。以前はこ
のようなことは明示的に示されるということがありませんでしたので、多くの所でショッ
クを与えているようであります。教師の教育研究活動の評価、学部や大学全体の運営に対す
る評価などが外部の第三者組織によって行われ始めているほかに、教師の教室での講義の
良し悪しを学生が評価するということも行われるなど、以前にはなかったことがいろいろ
と行われ始め、大学人の間では大きな関心を呼んでおります。 

 大学はこれまで学問を教える所であったわけですが、最近は社会に出て実際に役に立つ
知識や技術、ノウハウを教えるべきであるという声が高まり、専門職大学院の設置なども真
剣に検討されています。そこでは研究をせず、また論文を書かないで、実際に役立つ知識を
与え、また実地研修を重視するという全く実践的な教育を行うことが計画されています。 
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 以前は大学における教育には小中高等学校の教科書のようなものはなく、教師の専門と
する学問をそれぞれに教え、そのためにも教師は研究をしなければならないとされていま
した。すなわち教育と研究は切り離せないという考え方でありました。ところが最近の学部
教育は、一クラスの学生の数が多く、またそのレベルも低下して来ているので、教育技術を
マスターした教育のプロが当らねばならないということになって来つつあります。すなわ
ち教育と研究の分離が必要であるという考え方であります。そうでなければ教育効果があ
がらないし、学生からの教師の評価は非常に悪いものとなるというわけです。あげくの果て
は大学教育の質をチェックする品質保証機関が設立され、あちこちの大学、学部のカリキュ
ラムが評価され始めております。 

 このような一連の現象をみると、我々大学人は従来の大学についてのイメージを放棄し、
価値観を 180 度転換することが必要となるようにも思われます。こういった中で京都大学
の教育研究がどうあるべきかはなかなか難しいところであります。一方では高等教育が大
きくこのような方向に動いているという抗しがたい流れがあり、しかし他方では大学は学
問をする場であるという、これを捨てては大学ではないという核があるわけであります。専
門職大学院のように知識と実践だけを与える教育ということになれば、下手をすると効率
よく機能する道具としての人間を育てるということになりかねませんが、そんなことでよ
いのかという大きな疑問が出てくるわけであります。 

  学問はあるべき姿を追求するという側面をもち、そこから当然のこととして現状とのギ
ャップが認識され、それを批判するということが起こらざるをえません。すなわち学問をす
る者にとって、現状に対する疑問を呈し、なぜそのようなことが起っているかを探求し、こ
れを批判するという、批判精神を抜きに学問研究ということはありえないでしょう。これは
人文社会科学だけでなく自然科学の世界のおいても言えることであります。 

  ところが今日の学問の状況はどんどんと技術的内容の方に傾いて行き、知識の製造と伝
達、利用ということにしか目が向かないという傾向が色濃く出て来ているのであります。こ
れでは大学の重要な機能の一つを放棄することになり、大学にとってはもちろんのこと、社
会にとっても長い目で見たときに大きな損失となるということを認識しなければなりませ
ん。21 世紀の学問、21世紀の大学がこの健全な批判精神をどこまで取り戻せるかという大
きな課題を背負っているのであります。 

 原理原則の尊重ということがややもすると軽く見られがちな日本社会において、社会の
期待と要請に適切に応えてゆきながら、学問・研究の本質を再認識し、将来の日本を背負っ
て立つ若人にしっかりした考え方を持たせるべく教育をしてゆくために、具体的にどうす
ればよいかは悩ましい問題であります。京都大学においても時代の変化とともに価値観の
転換が必要でありますが、清濁併せ呑みながら一段高い立場に立って教育をし、学問研究を
行い、将来の社会に対して貢献してゆくつもりであります。 
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 今日、博士の学位を得られた皆さんには、これからも研究を続けてゆく人、社会に出てゆ
く人など、いろいろな方がおられますが、京都大学で学問研究をし、京都大学博士の学位を
得られました以上、学問に必然的に伴う批判精神というものを忘れずに、矛盾に満ちた社会
の中で正しく生き、社会に貢献していってくださることを期待し、お祝いの言葉と致します。 
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博士学位授与式〔2002 年度〕 
2002（平成 14）年９月 25 日 

 本日京都大学博士の学位を得られました課程博士 66 名、論文博士 48 名、合計 114 名の
皆さん、まことにおめでとうございます。ご列席の副学長、各研究科長とともに心からお喜
び致します。 

さて、今日は西洋と東洋あるいは日本との違いについて考えてみたいと存じます。物事を
二分法的に割り切って論じるのは良くないことですが、私にはどちらかといえば西洋は動
物的であり、東洋、特に日本は植物的であると感じられます。ヨーロッパ人は自由に動きま
わる動物であり、古くから国を越えて移動し、アフリカはもとより南北アメリカ、ついには
アジアにも進出してきました。彼等は能動的で動物的な闘争をしますし、食事も肉食中心で
あります。これに対して東洋人、特に日本人は自由に動きまわることはそれほどせず、あま
り争わず、定住的で積極的に外に出てゆく意欲を持たず、食べる物は米などの草食中心で来
たわけです。 

 学問の世界で考えても彼我にいろんな違いがあります。ヨーロッパ人は物事を要素に分
解して、分析的に考え理解します。この西洋人の分析的思考法から自然科学のぼう大な体系
が作られました。キリスト教の教義についても、原理原則からの帰結として教義の解釈が行
われましたし、神の存在証明が延々と議論されたのは有名なことであります。 

 これに対して東洋の方はどうだったかというと、全く逆の方向であります。古代中国にお
ける科学技術が当時の西洋とは全く比較にならない高さを持っていたことは、ニーダムの
名著「中国の科学と文明」で明らかにされたことでした。しかし、それが今日まで発展的に
継承されなかった理由は分析的でなかったからであると言うことができるでしょう。 

 物事を分析的にとらえ、要素に分解し、これを組み合わせると元の物が出来上るという立
場は幾つもの利点をもっています。一つは分解されたそれぞれの要素は単純なもので人か
ら人へ教え伝えることが容易であり、それを組み合わせればよいわけですから、天才に限ら
ず多くの普通の人に技術が継承できるわけであります。もう一つは要素の違った組み合わ
せによっていろいろと新しい物を作り出せるということです。こうして技術は進歩発展し
現代西洋文明が築かれてきました。 

 これに対して中国や日本の技術は誰もが学びとれるように分析的に取り扱われず、見よ
う見まね的に全体が弟子に伝えられるという形だったがために、特別の才能のある人だけ
がそれを受け継ぐことができたということで、古代中国の技術も大きな発展には至らず、そ
の成果が社会に広く流布するところにならず、結局はすたれてしまったわけです。東洋人、
特に日本人はどちらかというと直感的に全体を有りのままにとらえようとする傾向があり
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ます。受動的な理解ともいえるでしょうが、分析すれば、それはもう元のものの持つ本質が
失われてしまうと考えるからなのです。真に優れた芸術品は技術の単純な組み合わせで作
られるものではなく、人間精神の微妙な働きによる美的統一感によってしか作られないも
のでありますから、中国や日本の名人と称される人達の作ったものは西洋を凌駕する高い
レベルのものだったわけです。ここにもヨーロッパの外向きの姿勢、ダイナミックな動物的
性格が見られるのに対し、中国や日本は密かに物事を伝えてゆく、内向きのいわば植物的な
性格をみることができます。 

 このようなところから、ヨーロッパの人達は動的・闘争的であり、しばしば欲望にまかせ
て凶暴となる危険性があるということで、これを押えるために強力な唯一神が創造され、そ
の力によって人達の規律が保たれるようになったのではないかとすら邪推させられます。
そこでは神は人間を支配する超越的絶対的な存在であり、人々は神との契約の下に生きる
というわけであります。ただ異なった唯一絶対神の下にある人同士には何らの関係もあり
ませんから、闘争が起りうるわけであります。しかも近年どこにおいても神の力は弱くなっ
てきており、人間のあくなき欲望が丸出しになってきて、多くの残虐なことが起り、悲劇が
起っているのは残念なことであります。 

 これに対して東洋、特に日本の場合は違います。木々はお互いに静かに隣接して生長し、
林を形成し、動物のように激烈な闘争はせず、調和的に共存します。したがって人々を服従
させる超越的絶対神は必要なく、多くの神々が人間とほとんど同列的なレベルで共存して
きたと見ることができるでしょう。仏教に神というものは存在せず、我々人間も努力して悟
りの境地に至れば仏になることができる、仏は追求すべき真の自己であるというわけであ
ります。 

 日本人の場合は微細な変化に対する感覚が特に鋭く、対象を分析的に理屈で説明しても
十分に説明したことにならないことを直感的に知っていて、以心伝心、不立文字、人間の全
能力で感知することを尊んだのではないかと思われます。自然界に存在する全ての対象の
持つ説明しきれない精妙さや生命力に対して神秘な何物かを感じ取り、我々の祖先は自然
界の全ての物に霊が宿っていると考え、そこに神の存在を自覚したとしても不思議ではあ
りません。そしてそこには、小さな子供が自然の生命を驚きの目で眺めるといった無垢で純
粋な目と心があったのではないでしょうか。 

 今日の世界は個人の欲望を限りなく追求することを認める資本主義社会、利己主義の社
会になっており、これを克服することが２１世紀最大の課題であると思われます。これはそ
もそも既に述べましたように動物的性格をもつ西洋の思想から出て来たものであり、これ
を西欧的な物の考え方で克服することは難しいと思われます。 
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 21 世紀のもう一つの大きな課題は地球環境問題であることは言うまでもありません。環
境汚染をしない技術、また汚染された環境を回復するための技術の開発を進める必要があ
ります。しかし、それだけで地球環境問題を解決することはできません。社会の人々全てが
この問題について次のような根本的な認識を持つことが必要でありましょう。すなわち、人
間は自然を自由に利用できる自然より一段上の存在であるという西洋的概念では根本的解
決を期待することはできません。人間は常に自己抑制的でなければなりません。これを実現
するためには、人間も他の動物・植物も、また山や川、田畑や石など地球上の全てのものが
対等で、我々人間と同じく大切な存在であるとする東洋的考え方を持つことが必要であり
ます。特に全てのものは霊が宿っている尊敬すべき対象であると考える古来の日本的考え
方の大切さを再認識することが必要であると考えます。これは人間の自己否定、自己を無に
するということを通じて初めて体得できる考え方でしょう。これは西田幾多郎先生も言っ
ておられることであります。 

 このように全てのものの調和ある共存という日本的な考え方がなくて 21世紀はありえな
いというところから、今日こそ我々はこの日本的考え方が世界性を持っていることを認識
しなければなりません。京都大学が昨年末に定めた京都大学の基本理念は、そういった考え
方を暗黙のうちに含み、地球社会の調和ある共存という概念を基礎において、研究・教育・
社会との関係など、大学運営のあるべき具体的理念を表明したものであります。 

 本日京都大学博士の称号を得られた皆さんも、この京都大学の基本理念をよく理解し、分
析的にのみ物事を考えず、総合的立場あるいは全体としてのあるべき姿を把握する直感を
磨き、その立場から問題をその問題の存在する場において正しくとらえて解決してゆくと
いう努力をしていただきたく存じます。単なる学問のための学問でなく、我々人間にとって
の学問、地球社会にとっての学問とは何かをよく考え、そのような学問をするということを
目ざし、これからも研鑽されますよう期待し、お祝いの言葉と致します。 
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博士学位授与式〔2002 年度〕 
  2003（平成 15）年１月 23 日  

 本日京都大学博士の称号を得られた課程博士 61 名、論文博士 79 名の皆さん、まことに
おめでとうございます。ご列席の副学長、各研究科長とともにお慶び申し上げます。 

 さて最近は産学協力、あるいは産官学協力ということが盛んに言われております。大学の
社会における存在意義としては、社会の発展のための人材の育成、学術文化の継承、さらに
研究を行うことによって人類の知識を増大・発展させるという、大きく分けて三つの使命を
持っていると考えられてきましたが、最近はさらに大学において作り出し、蓄積してきた知
識を社会に適切な形で還元することも重要な任務であるということになってきております。 

 大学の持つ知識の社会への還元は、従来大学の研究者が個々に、一般社会に新しい物の見
方、考え方、あるいは新しい知見を伝えたり、企業に専門的知識を教え、特許を移転あるい
は取得させたり、また企業の研究者と共同研究をしたりするなど、種々の形で行われてきて
おりました。しかし、こういった個別的、非組織的な形では、社会に対する公平性、透明性
が欠けることがありますし、そういったことに大きな関心を持つ研究者のみが行っている
のでは不十分であり、大学の創造した知識で社会に直接役に立つものはもっと多いという
ことなどから、産学協力を制度的なものにし、もっと積極的に推進して行くべきだという考
え方が出てきました。 

 1980 年代の日本企業は世界を席巻する勢いで、大学からは人材さえ供給してくれれば企
業に必要な研究開発は全て自社において行うといった考え方でありました。ところがバブ
ルがはじけ、研究開発にほとんど人材と資金を出せなくなって、大学は社会に役立つ研究を
し、産業界に積極的に協力すべきだという声を産業界がいっせいにあげ始めたのでありま
す。アメリカの大学はずっと以前から企業からの資金で研究を行い、その成果を還元すると
いうことをやってきており、またベンチャー的な事業も比較的容易に立ち上げることがで
きて、アメリカの産業界に活力を与え、アメリカの景気を支えてきましたが、これを日本の
産業界が見て、日本でもそういった事を実現すべきだという願望もあったからでしょう。こ
ういった声の高まりに対応して、国は国立大学の教官の兼業兼職を大幅に認め、また産学協
力ができやすい種々の制度的工夫をしてきております。 

京都大学においても数年前にベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを作り、大学院学生に
自由な発想に基づく研究をさせるとともに、知的財産権に関する知識、特に特許の取り方を
教えたり、起業、すなわち新しく企業を作るために必要となる知識を与えるなどの努力をし
てきました。また最近は国際融合創造センターを作り、産業につないでゆける種々の研究を
行うとともに、産業界への大学の窓口として、企業からの問合わせ、協力要請、共同研究提
案等に対して、学内で関連する研究をしている教官を紹介したり、教官をグループ化して対

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第３章長尾真総長

2983



応させるといった仲介の機能を果していますし、大学に設置が奨励されている知識財産本
部を作るための準備的検討もしています。 

このように、京都大学も社会の要請にまじめに対応しておりますが、これで京都大学が
社会に役立つ応用研究の方に方向転換したというとすれば、それは大きな誤りであります。
京都大学はあくまでも学問の発展、新しい知識の創造、そのための基礎研究を第一に考える
というこれまでの姿勢は全く変わっておりません。社会や産業界との協力によって、そこに
存在する真に困難な問題を摘出し、これに創造的な立場から解決を与えるための基礎研究
を推進すること、こういった努力を通じて新しい学問分野を開拓してゆくということを心
がけているのであります。空理空論でなく、現実世界に立脚した学問を構築しようという態
度であります。こういった努力が、5 年、10 年、あるいはもっと長い期間を通じて見た時に
本当に良く社会に貢献できる道であると考えます。 

産学協力の他に、最近は産官学協力ということが盛んに言われています。これは学問研
究に官が係わらねば有効な研究の発展が期待できないような課題と状況が出て来ていると
いうことであります。今日、大学における研究には各国とも国策として相当な額の研究費を
投入するようになってきていますが、そのためには国としてどのような考え方と方向で学
術の振興、科学技術の発展をさせねばならないかということが大切となります。そこに官が
係わってくる理由があります。たとえば地球温暖化問題を考えてみますと、これは地球全体
についての観測網を国際的協力のもとに設置しなければなりませんし、CO2 の排出削減に
ついては各国が国として相互協力をしなければなりませんから、政府間交渉が重要な役目
をすることになります。原子力研究、あるいは今世界のどこに設置するかが問題となってい
る国際熱核融合実験炉など、多くの大型研究については国が予算的にも政策的にも深く係
わって来ざるをえないことになります。情報化社会の構築、あるいは e-Japan と呼ばれてい
る電子政府の構築といったことのための種々の研究も、国の関与、あるいは国の積極的な協
力・推進がなければ社会に定着してゆかないわけであります。 

こういった事例をよく考えてみますと、産官学協力だけではなお不十分であることが分
かってきます。どのような研究をどのように進めるかには、その成果を利用する社会の人々
が係わって来ざるをえないということであります。たとえば学校教育に情報技術を導入す
ることはこれからの大きな課題であり、そのために多くの基礎的・応用的研究をしなければ
ならないわけですが、これを成功させるために行う情報技術の研究開発は学校教育の現場
の協力なくしては成功しません。また先端的な基礎医学の研究成果を臨床に応用するトラ
ンスレーショナル・リサーチなどでは、大学の研究者と企業の研究者とが一体となって研究
しなければならないほかに、患者が積極的に協力し、情報提供も行わねば成功しないといわ
れています。また特に再生医療などでは生命倫理など社会の考え方を抜きにしては進めら
れないところに来ています。 
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このように、これからは産官学協力だけでは不十分であり、産官学民の協力ということ
を明確に打ち出すことが必要であると考えられます。すなわち、これからの研究の多くは研
究室の中に閉じこもってはできず、必要に応じて産も官も社会をも取り込み、それらと協力
しながら進めてゆく必要が出てくるわけであります。歴史的に考えて研究活動のあり方が
そのように変わらざるをえない時代になってきているのではないでしょうか。またそのよ
うにしなければ真に困難な問題が浮かび上がって来ず、学問の新しい発展が期待できない
ともいえるでしょう。したがってこれからの研究者は自分の専門分野のみならず、広く関連
分野の知識を持ち、産や官、民ともうまく協力してゆける資質が要求されてゆくことになる
でしょう。 

本日京都大学博士の称号を得られた皆さんは、これからも研究生活を続けてゆく人、あ
るいは社会に出て自分の力を発揮しようとしている人など、いろいろな方がおられると存
じますが、皆さんの活動は全て、大なり小なり、産官学民の全てに係わるものとなるでしょ
うから、こういったことをよく考え、相互協力への努力をし、社会の発展のために貢献して
いただきたいと存じます。皆さんの将来に期待し、お祝いの言葉といたします。 
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修士学位授与式〔2002 年度〕 
2003（平成15）年３月24日 

 
 ただ今修士の学位を得て京都大学を出てゆかれる2,038名の皆さん、おめでとうございま
す。ご列席の名誉教授の諸先生、副学長、各研究科長、その他教職員の方々とともに、皆さ
んの修士課程修了を心からお慶びいたします。 
 さて皆さんの修士課程二年間の学生生活はどのようなものだったのでしょうか。学部学
生としての勉強の仕方と比べてどのような違いがあったのでしょうか。修士課程では皆さ
んは自分の研究テーマをはっきりと持ち、主体性を持った研究を行い、これを本格的な研究
論文に仕上げたに違いありません。そこに学部における卒業論文の研究とは随分違うとこ
ろがあったといってよいでしょう。そして研究とはどのような事であるかについての理解
も深まったに違いありません。また当然のことながら、自分の研究テーマに関係した研究が
世界のどこでどのように行われていて、自分の得た成果がその中でどのように位置づけら
れるかということがはっきりと見えているに違いありません。 
 研究テーマと研究の仕方を決めて研究を進めてゆくとき、皆さんには試行錯誤や迷いが
あったでしょう。自分の期待する結果や結論に至る道だけを直線的に突き進んでゆくとい
うのは、確かに効率のよい方法ではありますが、あまり感心しません。迷いによって物事を
深く考えることになりますし、また研究の途中で何か大切なことを見失っていないかどう
かという反省、さらにはゆったりとあちこちを眺め、廻り道をしながら進んで行くという余
裕、研究における遊びの心、なんでもない事のようでもなぜそうなのかという疑問を持つこ
と、といった好奇心・探究心を大切にしなければなりません。 
 昨年ノーベル化学賞をもらわれた田中耕一さんの研究はまさにそういった研究者の真面
目な疑問と探究心から得られたものなのであります。英語ではserendipityと言われているこ
とでありますが、そのような幸運に恵まれるかどうかは研究者の常日頃の探究心によるわ
けであります。このようなことでなくても、研究の途中に得られる副産物、by-productと呼
ばれるものが高く評価される場合がしばしばあります。自分にとっての目標からすればそ
れほど大した事ではないと思う事が、思わぬ形で製品につながって広がっていったり、副産
物的な研究成果が他の人の研究にいろいろと役立ったりする場合であります。したがって
研究というのは試行錯誤で廻り道をしながら、また楽しみながら進めてゆくことも必要な
のであります。このような経験は、これから皆さんがどのような道を歩まれようとも役に立
ち、大きな力になるでしょう。 
 皆さんは修士課程の研究を通じて自分で解決すべき課題を発見する能力も持ったはずで
あります。世の中には分からないこと、解決すべきことが山積していますが、これをどのよ
うな形で捉え、どのように課題設定すれば問題の本質が明らかになるか、そしてその問題を
解決する道が発見できそうであるかということを考える力が養われたのであります。また
同じような課題に誰か他の人が直面していないか、どのようにしてその課題が解決された
か、またされようとしているかといったことの調査能力も獲得したでしょう。この能力も大
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切であります。世界中あちこちで類似の課題が持ち上がり、検討されていて、ひょっとする
ともう解決されてしまっているかもしれないからであります。今日この調査は各種のデー
タベースを検索することでほとんどの場合十分でありますが、その課題に関係する機関を
訪問し、直接その問題を扱っている人に会い、意見交換をすることを通じて、どのような考
え方でどのように具体的な課題解決の努力をしているかを知ることは大切であります。自
分の気づかなかった考え方や課題といったことに気がつくことが多く、また将来やるべき
事について大変参考になるからであります。 
 このような、皆さんの研究過程における様々のことは、皆さんが社会に出て行って実務の
部門を担当する場合にも類似の形で出てくるのであります。その際、もっとも大きな違いは、
解決に至る道が学問研究の場合よりもはるかに多岐にわたり、種々の条件や環境について
の考え方が異なれば全く正反対の結論が得られることさえありうることであります。した
がって、このような複雑な問題については、関係する人達と徹底的に議論をし、あらゆる可
能性について吟味することが必要であります。このようなプロセスを踏むことによって、自
分の全く気づかなかった考え方や事実が明らかになり、問題解決の道もはっきりするでし
ょう。そして相互理解が深まり、得られた結論を実行する際に皆の一致した大きな力が得ら
れ、スムースに成功に導けることにもなるわけであります。 
 皆さんは社会に出て何年かすれば企業の課長や部長といった組織の長となったり、研究
グループのリーダーとして活躍することになるでしょう。その時には自分が率いている組
織の全てのことについて責任を負うことになるわけで、その覚悟をしなければなりません。
現代の問題の一つは、この責任ということについての意識があいまいになり、リーダーとし
ての意志がはっきりせず、またグループ全体に明確に伝わらず、ややもするとグループの一
体性が欠けるということであります。ではどうすればよいかという時に、組織の内部の人達
に対してむやみに詳細にわたって命令したり、強制したりするというのは決してよい方法
ではありません。全体がうまくゆくためには、一定の方向へ向けての意識が全員に染み渡る
ことが大切ですが、全員がそれぞれの能力を十分に発揮できる余裕のある雰囲気を作り出
すことの方がはるかに重要であります。そしてお互いに対等の立場で議論することが必要
であります。仕事の遣り甲斐があって、努力すれば評価され感謝されるといった生き甲斐を
感じさせる場を作ることであります。 
 こういった場は功利的な考え方から作り出せるものではなく、全ての人を自分と対等の
人として、その人の考え方、立場を尊重し、その人の誠意に敬意を払いながらお互いに協力
して目的に向かって努力するというところから自然に出てくるものなのであります。これ
は決して難しいことではなく、研究の世界では当然のことであり、人を人として尊敬し、正
しいこと、より良いことを求めて努力する共通の仲間として対応するという実に単純な基
本的なことを実行することに尽きるのであります。これは職場においても、社会においても、
また国と国との関係においても通じるべきことであると存じます。 
 現代という厳しい競争社会において、他に負けない成果をあげるためには一致団結して
頑張らねばなりませんが、それによって人々の健康が破壊されたり過度の労働が原因とな
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って悲劇が起こるようでは、何のための労働であるかということになってしまいます。人々
の持つべきゆとりと仕事の両立・バランスということは困難な課題でありますが、その解決
には社会全体に他人の立場を尊重するという基本的な考え方を浸透させてゆくことが必要
であります。皆さんはこれから社会に出て、それぞれの分野の専門家として仕事をしてゆく
ことになりますが、こういった人間同士の相互関係や生活の面にも目を向けられる成熟し
た人間となっていただきたく存じます。 
 皆さんの将来の大成を期待し、お祝いの言葉といたします。 
 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第３章長尾真総長

2988



博士学位授与式〔2002 年度〕 
2003（平成15）年３月24日 

 
 本日ここに博士の学位を得られた課程博士487名、論文博士140名の皆さん、まことにお
めでとうございます。ご列席の副学長、各研究科長とともに皆さんの学位取得に対して心か
らお慶び致します。 
 さて今日の日本は皆さんもご承知の通り、経済は不振であり、産業もなかなか明るさを持
つことができず、社会全体が低迷しており、いつになったら活力が取り戻せるかは誰にも分
からないという状況にあります。そこで政府は構造改革を唱えると共に、もう一方では科学
技術によって日本の産業界に革新をもたらす必要があるとして、科学技術基本計画を実行
しつつあります。科学技術の進歩が今日の文明と豊かな社会をもたらしたということは言
うまでもありませんが、一方では、20世紀を振り返ってみますと、科学技術が人間社会と地
球環境を脅かす種々の負の面を持っていたことも明らかとなるのであります。 
 科学技術の持つこの負の側面を認識すべきことは当然ですが、人口の爆発的な増大、水や
食糧・資源・エネルギーの不足、地球の温暖化といった深刻な問題に対処し、発展途上国を
含み世界全体の持続的な発展を実現するためには、科学技術の力に頼らざるをえないこと
は言うまでもありません。しかし南北における富の格差や情報格差を克服し、人権を守り、
生命倫理を尊重して、人類の明るい未来を切り開いてゆくためには、科学技術だけでなく人
文社会科学がもっと重要視され、また人間の持つべき倫理、道徳への認識とその実践が行わ
れてゆく必要があるでしょう。 
 世界の主要国が科学技術に力を入れ、国際競争力のある産業を興し、経済力を付けようと
して、激しい競争をしている中で、我が国がどのようにすべきかは大きな問題であります。
総合科学技術会議は国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点課題として、ライフサイ
エンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の４分野を指定していますが、これがそ
の他の科学技術分野については力を入れないということになっては意味がありません。い
ろんな分野で新しい発見やブレークスルーがありうるわけですし、思いも寄らなかったこ
とが産業に結びついてゆくことも十分に考えられるからであります。 
 日本のような先進国においては、米国やその他の国がある分野に力を入れているから日
本もそうしなければ負けるといった近視眼的な発想でなく、科学技術全体を総合的に展望
し、日本の社会にとって必要な科学技術に力を入れてゆくといった自信を持つべきであり
ましょう。たとえば社会と自然環境との調和といった観点や、資源がなく超過密な都市生活
を余儀無くされている現状をいかにして打破できるかといった視点も大切であります。つ
まり進歩発展が比較的容易なところを政策的にのばすというよりは、こういう困難な問題
は是非とも解決しなければ未来社会はないといったいわば困難な課題をこそ国として積極
的に取り上げて解決してゆくという姿勢を持つことがこれから益々大切になってゆくので
はないでしょうか。 
 従来の自然科学は方法論がしっかりしていますから、誰がやっても進歩発展してゆくも
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のであります。よく言われることですが、ニュートンやアインシュタインといった天才が出
ることによって自然科学が飛躍的に進歩したことは事実でしょうが、こういった天才がい
なかったとしても同じ結果は誰かによって何十年か後に得られていたに違いありません。
自然科学はおおむねこのような形で発展してゆきます。  
しかし人文科学や文学・芸術といった分野はそうではありません。源氏物語は紫式部がい

なかったならばその後出現しなかったでしょうし、モーツアルトの音楽は他のいかなる人
にも作れなかった天才の作品であります。人類の豊かな発展を考えるとすれば、科学技術だ
けでなく、こういったことの価値についても十分よく考えねばなりません。 
 今日我々が直面している地球環境問題や食糧・エネルギー問題などの21世紀の深刻な課
題は、さらにもう一つ全く別の観点から考えねばならない、従来の自然科学の方法論の単純
な適用では解決できない問題であると考えられます。これらの問題はいずれも人間の行動・
社会活動等までを含んだ複雑なシステムの活動の結果もたらされてきたものでありますか
ら、これをどのようにとらえ、総合的な立場からどのように解明してゆくかが問題であり、
これまでの科学的方法論ではうまく取り扱えない問題であるところに特徴があるといえる
でしょう。 
 つまり、こういった問題に対しては、従来の自然科学の分析的、要素還元主義的な立場、
あるいは文化芸術的な価値の観点からだけでは解決ができないわけで、個々人の社会生活
における行動様式、価値観などが大きくかかわるものであります。ひょっとすると人々の価
値観が物質文明的な時代を通り過ぎて、精神文化や道徳を重んじ、善悪の判断に心を至すべ
き時代に入ってゆかねば根本的には解決しないのではないでしょうか。また世界全体を直
感的に把握する哲学的立場、禅的立場の方に有効な解決の糸口があるのかもしれません。 
 今日は、ほとんどあらゆる学問が技術・テクニックに堕落してしまっております。学問は
善悪などの価値と何ら関係のない世界で構築されますが、それが広い視野のもとでの善悪
の判断をほとんど伴わずに、社会に応用されてしまっています。そしてそれがまた学問をま
すますテクニックの方向に曲げていくということになっているのであります。こういった
中で、京都大学博士の称号を得て社会に出て活躍される皆さんは、自分の専門分野だけでな
く、ここに述べました意味においても色々と幅広く勉強し、よく判断をすることが必要であ
ります。そして、しっかりとした自分の価値観を確立し、社会のために貢献していってくだ
さることを念じ、私の挨拶と致します。 
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卒業式〔2002 年度〕 
2003（平成15）年３月25日 

 
 今日、京都大学を卒業される2,746名の皆さん、まことにおめでとうございます。元総長沢田先
生、ならびに名誉教授の先生方のご列席のもとに、副学長、各学部長とともに皆さんの門出をお
祝いできることは、私の最も喜びとするところであります。この卒業式にご参列下さいました皆
さんのご両親、ご家族、関係者の方々にも、心からお慶び申し上げます。 
 皆さんが小学校以来、長く勉学を続け、最高の学府である京都大学を卒業する日を迎えること
ができましたのは、皆さん自身の努力はもちろんのこと、背後にあって有形無形の支援をして下
さった皆さんのご両親、あるいは親族その他の方々の御陰であり、卒業にあたってこれら皆さん
の恩人に対して感謝しなければなりません。 
 皆さんは京都大学の学生生活を通じて何を学んだのでしょうか。卒業式に際して皆さんそれぞ
れによく考えていただきたいと存じます。それぞれの学部学科の専門的基礎知識を身につけて社
会に出てゆく人、また大学院に進学してさらに専門分野の勉強をしようとしている人など、いろ
いろとあるでしょう。いずれの場合も、学問は今日急速に進展しており、大学で学んだ先端的な
ことは数年もたてば役にたたなくなるでしょうから、これからも常に勉強を続けねばなりません。 
 
（１）大学で学んだこと 
 社会で重要な立場に立たれた方々の中には、しばしば「大学では遊んでばかりいてろくに勉強
しなかった」とか、「大学の講義は卒業してからあまり役に立たなかった」とかおっしゃる方が
多くおられます。青春の時代にはよく学びよく遊ぶのは当然のことであり、楽しい遊びの方の記
憶だけがいつまでも残った結果、そういう発言となったのでしょう。しかし、そういう人に限っ
て実際は大学時代によく勉強されたに違いないのであります。なぜならば、もしそういった人達
が青春時代を大学で過さなかったとしたならば、その人の今日はおそらく無かったに違いないの
であります。本人が自覚するしないにかかわらず、大学の学生生活はその人の人生にとって大き
な力となっていることは間違いありません。大学で学んだ基本的なこと、いわゆる教養というも
のは身についていて、いつまでも忘れないものであります。 
 さらに学生生活においては、大学で直接学んだこと以外に、目に見えない形で物の考え方、物
事に対する価値観、人生に対するあるべき態度などを学び取り、体得します。これがいわゆる教
養の核となる最も重要な部分であります。教養とは何かについてはいろんな考え方がありますが、
その一つに「学んだ知識を全て捨て去った後になお残るもの、これが教養である」ということが
よく言われます。ここでいう教養の核となる部分であります。遊んでばかりいてろくに勉強しな
かったと言う人も、この意味での教養にあたるものは、学生生活を通してしっかりと獲得してお
られたのではないでしょうか。そうでなければ、千変万化の厳しい社会を生き抜いて、その人の
今日があるということにはならないはずであります。別の言い方をしますと、いろんな具体的な
知識はその時その時に獲得すれば何とかなるが、この教養というもののしっかりした獲得が長い
人生においていかに重要であるか、特にそれを学生時代にしっかりと身につけることがいかに大
切であるかということを、「大学では遊んでばかりいた」という人の話が意味しているとも言え
るでしょう。 
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 この教養の中でも最も根本的なもの、すなわち自分の人生観というものが確立される青春時代
を京都大学において過したということは、皆さんにとってかけがけのない貴重なことであります。
京都大学ほど物事を根本的に考えさせる環境を与えてくれる大学は他にないからであります。京
都という都市、京都大学の持つ学問と真理に対する真摯な態度などから育まれた、皆さんそれぞ
れの人格・精神こそが、これからの長い皆さんの人生を根底から支えていってくれるのでありま
す。皆さんはそのような無二の価値を持つ京都大学の卒業生として社会に出てゆくのであります。
どうか自信と誇りを持って活躍していただきたく存じます。そしてこれからも時折は京都大学の
学生時代を思い出し、自分の人格をより良く深め、またそれに磨きをかけていって欲しいのであ
ります。 
 
（２）責任と使命 
 さて皆さんは大学を卒業し社会へ出て、いよいよ本当の意味で一人前となるわけでありますが、
そこで最も大切なことは自分のことは全て自分が責任を取るということ、すなわち自己責任とい
う意識をしっかりと持つことであります。人に指示されたからしたというのではなく、たとえ指
示されたことであっても、それを自分がしたということは自分の判断でそれを決定したというこ
とであることを認識しなければなりません。何事につけても、つい他人に責任を転嫁しがちな今
日でありますが、この責任感こそが社会生活をしてゆく上で最も大切なことなのであります。 
 さらに、これからの社会に対する使命感も持っていただきたいのであります。社会に対して自
分なりに貢献するということであります。自分の存在は自分の力だけによっているのではなく、
多くの他の人に依存し、支えられて存在しているということを知らねばなりません。親・兄弟だ
けでなく、先生、友人、さらには自分の全く知らない人、関係のない人にまで御蔭をこうむって
いるのであります。今日の物の考え方はしばしば自己中心的であり、自分の権利の主張といった
ことになりがちですが、それでは社会は成り立ちません。世の中には一人勝ちということはあり
えないのであり、共存共栄への努力が大切であります。そのためには謙譲の精神を持ち、他に対
する協力、社会に対する貢献という視点を持つ必要があります。自分の心が豊かになるためには
周囲の人々もまた心豊かでなければなりません。これは人と人との関係、企業と企業との間だけ
でなく、国と国との関係についても言えることであります。 
 
（３）独自性と忍耐 
 次に大切なことは他人の真似をしないということです。多くの人が時代の流行に乗って同じよ
うなことをしていたり、長い目で見たら実にくだらない競争をしているということが世の中には
多くあります。また現代は改革と革新の時代と叫ばれていますが、あまりにも急激な変革は多く
の歪を生じ、何年か先には大きな矛盾となって現れるということも多いのであります。ただそう
いったことの無意味性を理解したとしても、自分だけが多くの人のしていることをせず、自分の
信じる道をこつこつと進むということは大変困難なことであります。特に評価ばやりの今日、他
人からの評価によって価値が決められてしまうといった状況下では、これには忍耐心という非常
な勇気が必要であります。しかし深く考えた末に得られる信念に基づいた、そういった勇気を持
たねば、本当に良いこと、意味のあること、社会に役立つこと、あるいは新しい独創的なこと、
といったことはできないでしょう。 
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 自制心と忍耐力をしっかりと持ち、自分の信じる道を追求すること、少なくとも自分の信じな

い事には与
くみ
しないこと、といったことも大切であります。ただこれを偏狭で頑固な考え方でやれ

ば唯我独尊に陥る危険性があります。京都大学の自己点検・評価の作業において卒業生にアンケ
ートをしましたところ、京都大学の学生は国際性・協調性にやや欠けるところがあるという結果
が出ています。そうならないためには、他人や世界をよく知り、おおらかな心、寛容と自信、そ
して客観的な物の見方をし、自分の位置づけを知るといったことへの努力が必要であります。自
分の理想とする人生の生き方にできるだけ沿った人生を生きるということは、現代においてはほ
とんど不可能なことでありますが、そういった考えを持ちながら最善の努力をするということは
大切なことであります。 
 
（４）社会への貢献 
 以上に述べましたことは古い考え方であると言う人もいるでしょうが、正しいことは古くから
今日まで、いつの時代にも正しいのであります。こういったことは大学の授業で直接的には習わ
なかったでしょう。しかし、1200年の伝統を持つ京都に生活し、京都大学で学問を学ぶことによ
って、皆さんは間接的に、また暗黙のうちに体得したのではないでしょうか。そうであることを
私は皆さんに期待をしたいのであります。あるいは少なくとも京都大学で学んだことの最も大切
な真の価値はそういうところにあったのだということを皆さんがこれからの人生のいつかの時点
で自覚していただくことを期待いたします。 
 これからの社会、また世界はいろんな意味で困難山積の時代であります。民族や国家間の対立・
抗争が激化しつつあり、難民は増大し、貧富の格差がますます激しくなっております。また人口
爆発とエネルギー・食糧・水などの不足が深刻化しつつありますし、大気や水・土壌などの汚染
を典型とする地球環境問題など、数え上げればきりがありません。こういったことの解決は容易
ではありませんが、これからの社会を支える皆さんが、国際的な相互理解、相互協力の努力を通
じてこういった難問の解決にあたることが期待されています。長い忍耐のいる仕事でありますが、
皆さんは京都大学で培った力によって少しでもよい社会、明るい世界が作り出せるよう、それぞ
れに努力していただきたく存じます。皆さんの新しい出発を祝福して私の餞の言葉といたします。 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第３章長尾真総長

2993



学部入学式〔2003 年度〕 
2003（平成15）年４月７日 

 
本日京都大学に入学された2,882名の皆さん、まことにおめでとうございます。元総長沢

田敏男先生をはじめ名誉教授の先生方をご来賓にお迎えし、ご列席の副学長、各学部長とと
もに皆さんの京都大学入学をお祝いするとともに、京都大学の構成員として迎え入れます
ことを心からうれしく存じます。 
 
（１）形は精神の表れである 
大学といえば、皆さんは時計台と呼ばれる塔を連想するでしょう。京都大学の時計台の建

物は現在全面的な改築中で時計の付いた塔は見えますが、下部と建物全体を見ることはで
きません。この改築は11月中には終わり、美しい姿を皆さんの前に現わしますので期待して
待ってください。 
塔といえば鋭く尖った三角形をしたものや山型のものがありますが、これは天に至る強

い意志を表していたり、威圧的、権威主義的な雰囲気を感じさせたりします。これに対して
京都大学の時計台は四角で構成されていて、穏やかであり、調和を感じさせるものでありま
す。この京都大学の時計台建物は京都大学建築学科の初代教授武田五一氏によって京都帝
国大学本館として設計されたもので、1925年に竣工しておりますが、これは京都大学のキ
ャンパスの中でも最も美しい建物の一つであります。 
時計塔の高さは高からず低からず、中庸を得ており、四角い塔の太さも適当で、京都大学

の学風である堅実さを象徴していると感じられます。またこの塔は決して威圧的でなく、
我々に親しみを覚えさせますし、色調も地味な小豆色で、眼鏡のような丸い文字盤の時計は
愛らしささえ感じさせます。そしてこの塔の下の建物は平らな矩形で、正面からは十数本の
柱が並んで見えます。同じ高さで並ぶこれらの柱は、それぞれに教官、職員、そして大学院
学生、学部学生、新入生諸君などに見立てれば、京都大学の構成員の全てが平等に京都大学
を象徴する時計台を支えているように見えますし、またこれらの柱を各学部・研究科や研究
所、センターや事務部門、附属病院等であると見れば、これら全てが等しく参加して京都大
学の活動に寄与していると理解することもできるでしょう。つまり、鋭い先端を持たないこ
の穏やかでバランスのとれた建物は、京都大学が理念としている「全てのものの調和ある共
存」を表現していると解することができるのであります。時計塔や建物の上部、柱の上半に
つけられた石の白い色は、全体に明るい印象を与えますが、これも京都大学が権威主義的で
なく、自由の学風を重んずる大学であることを感じさせます。 
 
（２）精神は時代と環境で育てられる 
物の形は作った人の思想の表現であるとともに、その人の活動している時代や環境の意

識的・無意識的な表れであります。武田五一先生は京都大学の持つ自由で明るい学風、そし
て教師と学生が学問の道を手を携えて共に歩んでゆくという京都大学の教育の理念、とい
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ったことを暗黙のうちに表現したのではないでしょうか。私は京都大学の学風、性格、健全
性といったことを、この時計台の建物が象徴的に表現しているものと感じ、常に時計台の建
物をながめ、愛しております。皆さんも京都大学に入学し、京都大学の建物を愛し、キャン
パスを大切にし、京都大学の自由の学風のもとで学問への志を強く持って学生生活を送っ
ていただきたいと思います。 
人間は自由意志を持ち、自分の考えによって行動ができますが、おかれている環境にいろ

んな形で影響を受けます。人は風土を離れて生活はできないのであります。また同様に人は
時代からも離れることはできません。京都は平安時代から千年余りにわたって日本の首都
であり、また日本文化の中心地でありました。したがって京都には日本というものの本質的
なものが現代にまで脈々と続いて存在してきております。それは具体的に目に見えるもの
だけでなく、目に見えない空気のような形で我々京都大学にいる者にも影響を与えている
といってよいでしょう。京都大学には長い日本や東洋の文化的伝統を重んじ、学問を本質的
なところまで掘り下げて考える哲学的傾向が強くあります。また一方では我々の周辺に漂
っている強固な伝統に反撥し、これを打破しようとする反骨的精神も旺盛で、他では思いも
及ばないアイディアを出すなどして、全ての学問分野で最先端を開拓するとともに、現代と
いう時代を反省的・批判的に眺め、将来のための新しい学問分野を形成すべく果敢に挑戦し
ております。これらの創造的活動は全て世界に通用する普遍的なものでありますが、その学
問の発想法や本質には日本ならではの特徴が認められ、それだからこそ独創的でありうる
のであります。皆さんも学生生活を通じて京都の良さを十分に味わい、精神の糧としていた
だきたく存じます。 
大学は皆さんの若い力によって発展していく教育研究の場であります。皆さんも既に聞

いていると思いますが、国立大学は来年の四月には文部科学省の下部機関であることをや
め、自立して自己の責任によって大学を運営し、個性の輝く大学に発展してゆくことが求め
られています。京都大学においてもそのための準備をいろいろとしていますが、これまで実
現することの難しかった種々のこと、特に学生諸君の勉強と学生生活がより充実したもの
となる工夫をしているところであります。皆さんは大学の設置形態が変わることによって
より一層勉強のしやすい環境が整備されるものと考えて、安心して自己の目的とするとこ
ろに向って努力していただきたいと存じます。 
 
（３）物事を論理的に深く考える 
「大学入試はインドに学べ」という題で東京理科大学の芳沢光雄教授がおもしろいこと

を書いておられます（文芸春秋2003年３月号）。日本では入学試験に○×式や穴埋め問題な
どが増加し、数学においては証明問題は年々極端に減ってきているという現実があるのに
対して、世界的に有名なインド国立工科大学の2000年度の数学入試は10問全てが証明問題
で、京都大学の入学試験問題などよりハイレベルのものであったとのことであります。また
インドではたとえ計算問題であっても、その計算過程を詳しく論理的に言葉で明記しなが
ら解答しなければ点数がもらえないのだそうであります。つまりインドの教育は１ステッ
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プずつ論理的に進んでゆくという、時間はかかるが着実な学問的態度を取っているわけで、
こういった訓練が今日のインドを世界のソフトウェア大国にしている理由であると芳沢教
授は述べておられます。コンピュータソフトウェアの記述は論理的に正確で、あらゆる場合
を考えた証明文を書くように緻密でなければならないからであります。 
京都大学の学問研究の態度はまさにこのような考え方にたっており、事実を徹底的に調

べ、深く思考することによって独創的な研究成果をあげ、新しい学問を築いてきたのであり
ます。手っ取り早く結果を出すことが、長い目で見たとき必ずしも大きな成果をもたらさな
いということであります。今日全てにおいてスピードが必要であると言われていますが、教
育研究の場合ゆっくりと注意深く進んでゆくことも大切であり、よく考える必要があるで
しょう。 

 
（４）京大生は学問をしよう 
京都大学ではこれまで何回か教育・研究を中心とする大学の諸活動について点検を行い、

自己点検・評価報告書を出してきました。その中には京都大学の学生がどのような特徴と欠
点を持っているかについて卒業生の方々の意見を調査した結果も報告されています。それ
によりますと、京都大学は学問の自由、自由の学風ということを標榜し教育研究を行ってき
たわけですが、学生諸君もこの気風を十分に活用して学生生活を送っていることが分かり
ます。つまりのびのびと自分のやりたい勉強をし、また学生生活を楽しんでいるわけであり
ます。しかし調査結果によりますと、主として最初の一、二年の時に学ぶ一般教養科目より
も三、四年時に学ぶ専門科目をより熱心に勉強したという結果が出ています。皆さんはそれ
ぞれの学部に入り、その学部が与える知識を習得してその分野の専門家として卒業してゆ
くことを目ざしているわけで、それぞれの専門分野の知識を習得する努力をするのは当然
であります。しかしそのためには基礎学力を十分に養わねばなりません。また社会に出て専
門知識を適切に用いて問題を解決しようとすれば、広く種々の知識を持ち、深い教養を持た
ねばなりません。したがって専門科目とともに、主として一、二年時に学ぶ一般教育科目を
しっかりと勉強していただきたく存じます。 
皆さんがそもそも京都大学に入学したのは単に専門分野の知識を得るためではなく、学

問をするためであります。したがって皆さんはそれぞれに学問とは何かを自分に問うてみ
る必要があります。高等学校までの勉強とは違って大学においては知識とともに、物の考え
方、学問の仕方、といったことを教えます。これは皆さんが社会に出て未知の問題に出合っ
た時に必要となることであります。知識は時代とともに新しくなりますので、常にこれを学
んでゆく必要がありますが、物の見方、解決の方法といった学問の方法はいわば普遍的なこ
とであり、これを学生時代に習得することは勉強のために必要であるばかりか、皆さんの人
格を形成し、これからの長い人生に対してしっかりした基礎を与える最も大切なものでも
あります。皆さんはこれまでの受験勉強から開放されたのですから、広くいろんなことを自
由に学び、人格の形成に役立てていただきたく存じます。 
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（５）京大生の欠点を克服しよう 
京都大学の自己点検・評価報告書には京都大学を卒業する学生諸君の欠点についても指

摘がなされています。京都大学の学生は、国際性と協調性に欠けるところがあるという指摘
であります。今日どの国も他国との関係を考えずに存在することはできず、企業もほとんど
全て世界に活動の範囲を広げていますから、これからの人達は国際的な視野をもって種々
のことを学ぶとともに、諸外国の人達と十分に交渉できるだけの外国語能力と知識、そして
しっかりとした自分の考え方、意見を持ち、それを堂々と述べ、人を納得させる力を持つこ
とが求められます。特に英語でコミュニケーションできる能力はこれからの京都大学卒業
生の全てに必要とされるものであります。京都大学における語学教育はできるだけ少人数
の教室で密度の高い教育をする努力をし、いつでも外国語を自習できる語学ラボを提供し
ていますが、それ以外にもいろんな機会を利用して英語による会話能力や意見の発表の能
力をつける努力をしていただきたく存じます。 
京都大学の学生は勉強はよくできるが、たくましさが足りないと言われることがありま

す。これは京都という平和な都市の中で他にほとんど競争相手がいないという環境が大き
な影響を与えているのではないかと思います。大阪や東京、あるいは世界のあちこちの都市
では学生諸君がそれぞれに他大学の学生と交流したり、他の国の大学に留学したりして自
分の世界を広げる努力をしています。井の中の蛙であってはなりません。皆さんも積極的に
外に目を向け、外に出てゆくことが必要であります。未知の世界に挑戦し、自分の世界を広
げる努力をすることは特に学生時代のような若い年代において必要なことであり、そうす
ることによって人との協調性が身につき、またたくましい人間に成長してゆくのでありま
す。こういったことは頭で考えるだけでは身につかず、実行することが大切であります。実
行した結果が失敗に終わっても全く問題はありません。皆さんはこれまでほとんど失敗し
たという経験がない人達でしょうが、失敗しても恐れずに再度挑戦するとか、新しい道を見
つけて立ち上がるといったことは若い時にこそできることであり、それは皆さんの長い人
生にとっての大きな力となるのであります。外国の大学への短期留学、長期留学などの仕方
については、皆さんが既にもらっている学生便覧に書いてあります。積極的に外国へ出て行
くようにしてください。 
 
（６）学生生活を充実させよう 
京都大学は国内有数の研究中心の大学でありますが、学生の教育にはより一層の努力を

払い、将来の日本を支え世界で活躍する人材を育成しようとしております。特に今年度は高
等教育研究開発推進機構を作り、皆さんの教養教育がより一層充実したものとなるよう努
力をしております。しかしそれが皆さんの日常における実践、将来における行動につながっ
てゆくようにしなければなりません。現在の大学教育で欠けているのは、この実践・行動の
ための訓練であります。そこでこれを補うために、京都大学では課外活動を奨励しておりま
す。各種のスポーツクラブや文化系のサークルがあり、その他にボランティア活動などもあ
ります。こういった活動を通じて、皆さんは忍耐力を養い、良い友人関係を作り、人格を磨
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くことができるのであります。したがって、いろんなことに積極的に参加し、皆さんの学生
生活が充実したものとなることを期待します。京都大学はそういった面でもいろいろと努
力をしていますが、何よりも大切なことはそれぞれの皆さんの自覚的・積極的な努力であり
ます。 
学問に王道なしであります。学問は教えられるものではなく、自分がするものであります。

このことを忘れず忍耐強く努力することによって、皆さんには輝かしい未来が約束される
のであります。皆さんの将来に期待し、お祝いの言葉といたします。 
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大学院入学式〔2003 年度〕 
2003（平成15）年４月７日 

 
本日京都大学大学院に入学されました博士前期課程2,172名、博士後期課程982名の皆さ

ん、おめでとうございます。皆さんが京都大学の活動を支える構成員として我々の仲間に入
っていただいたことは大変うれしく、ご列席の副学長、各研究科長とともに心から歓迎致し
ます。 
大学院の前期課程においてはある程度の数の授業を受けねばなりませんが、後期課程で

はその数が大きく減り、研究が中心となります。皆さんは大学院へ入ってきた以上、各自が
自分の研究テーマを明確に持っていることが必要です。このテーマをどのような観点から
どのように攻略し、修士論文、博士論文にまとめるかということについても、いろいろと考
えていることと思います。今日では良い研究成果を早くあげれば、所定の期間在学しなくて
も学位を得ることができる時代となってきていますので、ぜひともしっかりと勉強し、また
研究を行ってください。 
学問の仕方については、古く本居宣長の「宇比山踏」（1798年、宣長69才の著作）に含蓄

のあることが書かれています。『いやしくも学問に志す者は、始めからこれをやるのだとい
う課題があって、また学問の方法も本人が見つけるべきである。それがかなわぬ人はどこか
ら入ってゆくのがよいか、あれこれと問い求めることになるが、よい課題、よい方法を見つ
けるかどうかによって、随分差が出てくるものである。しかし課題は他が押しつけるべきも
のではなく、本人が選ぶべきものである。学問の成果をあげるには、自分の好きなこと、自
分の性に合ったことをするのがよいのであって、やり方についてもこうすればよいと教え
るのは容易であるが、その通りにするのが本当に良いものかどうか疑問である。本人に任せ
るしかないのである。要は、忍耐強く長期間励むことが必要で、心がくじけるようではいけ
ない。』というわけです。学問を志す若い弟子をつき放したような言葉ですが、これは、宣
長の長年の学問への精進の経験から得た結論なのでしょう。京都大学の大学院で学問をし
ようとする皆さんには、自分で道を見つけてゆく覚悟がなければなりません。 
本居宣長は、今日の我々にとっても考えさせられるもう一つの重要なことを述べており

ます。それは朱子学や儒学が支配的であった江戸時代において、日本古来の精神のすばらし
さを発見し、その大切さを自覚し、日本人は日本人の精神性の上に学問を築くべきだと主張
したのであります。真に独創的な思想や学問は、文科系・理科系にかかわらず、自分のおか
れた歴史的・社会的環境の中で徹底的に考えるという研究者の主体的意欲によってこそも
たらされるということを、宣長の学問が我々に示してくれているといってよいでしょう。他
人の学問・研究の上にちょっと接木をするようでは大きな学問は育ちません。こういったこ
とについても皆さんによく考えていただきたいと思います。 
さて今日、社会からの大学批判は相当に厳しいものがあります。大学院学生については、

視野が狭く、自分の研究したことの延長線上でしか物事を考えず、新しい課題に取り組む積
極性に欠けるといったことが言われています。そういったこともあってか日本の社会は博
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士後期課程修了者をあまり歓迎せず、修士課程修了者を採用するという傾向がいつまでた
っても改善されません。これからの大学院修了者は、修士課程修了の人はもちろんのこと、
博士課程修了の人は特に学問研究をしっかりとしたわけですから、専門分野の深い知識の
他に、他の分野についても広い視野と適切な判断力を持っているべきですし、また種々の新
しい課題に対してそれまでの経験を生かして積極的に取り組むことができねばならないで
しょう。ぜひともそういった人材となって大学院を修了してゆけるよう努力をしていただ
くことを希望します。 
皆さんもご存知のことと思いますが、来年度から専門職大学院制度が発足することにな

ります。法科大学院、いわゆるロースクールやビジネススクールなどと呼ばれているものが
その典型ですが、その他に公衆衛生分野など、国家資格等の職業資格と関連した専攻分野や、
社会的に高度な専門職業能力を持つ人材育成が必要とされている専門分野など、種々の専
門分野で二年ないし三年の標準修業年限のコースで実務を徹底的に教育するものでありま
す。この専門職大学院構想が文部科学省で検討されたとき、現在の大学院修士課程の修了で
は社会に出たときただちに実務に役立たないから新たな教育課程を作るという提案に対し、
少なくとも理工系の修士課程を修了した人は十分に実際に役立っているという発言もあり、
通常の修士課程と専門職大学院との違いはどこにあるかを明確にすることに議論が集中し
ました。 
専門職大学院の場合、まずその分野の実務に十分な知識と経験のある人を教官に相当数

持つこと、専門職大学院の学生は授業科目の履修の他に、実務の実習、事例研究、現地調査
などをすることにし、従来の大学院のように研究をするのではないといったことに修士課
程との違いを出すことになりましたが、少なくとも工学系の場合は両者の区別はあまり判
然としません。 
ただ今後このような専門職大学院ができると、そこからは毎年かなりの数の修了生が出

ることになりますから、大学院へ入学された皆さんでずっと研究生活を続けるのでなく、修
士を終わって社会に出てゆくという人の場合は、よほどよく自覚をもって研究的能力と実
務的能力の両方についての力をつける必要がでてくるでしょう。でなければ、専門職大学院
修了者の方が社会から歓迎されるということになりかねません。 
これからの社会はますます全てのことについての公平性、透明性を重視し、競争的な環境

を整備するとともに、敗者に対する救済、調和のとれた社会の発展という方向を目指すこと
になるでしょうから、専門的知識とともに他の種々の分野の状況についての理解力とバラ
ンスのとれた考え方、職業倫理、社会道徳といったことを必要とします。専門職大学院では、
専門分野の実務の他に、専門家としての職業倫理を教え、職業人としての使命感を持たせる
教育も行うべきであると思いますが、こういったことは専門職大学院だけでなく、従来の大
学院で学ぶ人達にも当然必要なことであります。したがって皆さんは自分の研究、関連分野
の広い知識などの他に、職業倫理についても勉強し、社会に貢献するという使命感をもたね
ばなりません。 
京都大学大学院で学ぶ皆さんは良い研究成果をあげるとともに、ここに述べましたよう
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に、これまでの大学院での教育研究とは違った新しい大学院が自分の周囲に作られようと
していることをよく知り、自分の幅を広げ、人格を確立し、将来社会の各方面におけるリー
ダーとして活躍できる基礎を作るべく努力していただきたく存じます。 
皆さんの大学院生活が実りあるものであることを期待し、お祝いの言葉と致します。 
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博士学位授与式〔2003 年度〕 
2003（平成 15）年５月 23 日 

 本日京都大学博士の称号を得られた課程博士 35 名、論文博士 19 名の皆さん、まことに
おめでとうございます。ご列席の副学長、各研究科長とともに皆さんの博士学位の取得に対
して心からお喜びいたします。 

 博士の学位を得るためには、それぞれの専門分野において深く研究をし、新しい創造的な
ことを成しとげねばなりません。だからといって自分の専門分野だけにしか興味を持たな
い視野の狭い人間になってしまってはなりません。特に博士の学位を得て社会に出てゆき、
自分の知識、成果を利用して種々の新しい課題に取り組むことになる人達は、自分のおかれ
た状況についてよく考え、柔軟に対処できる能力を持つことが必要であります。 

 つまり専門を深めれば深めるほど、教養の幅も広げる努力をしてゆく必要があるわけで
あります。我々の直面している難しい課題は全て、多くの原因が複合して生じ、ある１つの
観点からでは解決できない問題でありますから、広い知識を持ち、総合的な立場から解決の
道を考えねばならないのであります。 

 そういったこともあって、平成３年の大学設置基準の大綱化によって各大学の教養部が
解体され、楔形カリキュラムと称して各学部の専門教育科目が低学年のカリキュラムに入
って来ました。その後カリキュラムの改善の努力は続けられてきましたが、教養部解体とい
うことの影響は大きく、一般教養教育が徐々に軽んじられる傾向が出て来ているといわれ
ています。そして 10年たった今日、教養教育の再構築が多くの大学における重要な課題と
なり、各大学ともどのような形でこれを充実し実質化させるかに腐心しているのでありま
す。 

 大学評価・学位授与機構が平成 13年度に着手した教養教育についての大学評価結果が今
年になって出されました。５段階判定の最高の段階の評価を受けた大学はなく、次の段階の
「目的及び目標の達成におおむね貢献しているが、改善の余地もある」と評価された大学は
４校であり、多くの大学はその次の段階の「実績や効果がかなり挙がっているが、改善の必
要がある」という評価でありました。我が京都大学もその中に入っております。 

 教養教育はどうすればよいか、そもそも教養教育とは何かについては、人によって意見は
様々であります。教養教育の充実のための努力の方向は、カリキュラムを体系的に整備し、
できるだけ少人数のクラス編成にし、各科目の教育内容に種々の工夫をし、学生に常に興味
を持たせるようにするなどでありましょう。そして文系・理系に偏重せず、できるだけ多く
の広い知識を与えるとともに、物事を論理的に考え、適切な判断ができる力を持たせる方向
であります。 
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 各大学におけるこういった努力・工夫は多とすべきことでありますが、そういった努力を
すればするほど、カリキュラムは緻密になり、量も多くなりがちとなり、知識の過剰な供給
と詰め込み教育になる危険性があります。現在の教養教育の議論は与える側の議論であり、
受け取る学生側の立場についてどこまで考察がなされているかはいささか疑わしいと思わ
れます。 

 教養を高めるということは多くの知識を持つということとは違うということを、まずは
っきりと認識しなければなりません。教養を高めるための必須の要件は、誰からも何の要請
もされない全く自由な時間、つまり暇を十分に持つということではないでしょうか。そして
世の中のレベルの低い娯楽をさけ、静かな美しいキャンパスで過ごすといった環境を持つ
ことが大切であると考えられます。そうすれば人は自然に自分の関心のあることについて
いろいろと調べ、考え、また実践をするようになるでしょう。こうして人は自分の関心のあ
ることを広く深く楽しみ、またそういったことについてよく考えることによって教養が身
につき、自分の生き方ということを掴み取ることになるのではないでしょうか。 

 世の中には何でも知っていて、知識をひけらかす人も多いのですが、京都の人の多くは、
知っていても周囲の状況をよく判断し、適切な時に適切なことしか言わないという傾向が
あります。東京などは見せる文化であるのに対し、京都は隠す文化であるといわれたりして
います。一見すると前者の人の方がはるかに教養豊かな人のように見えますが、必ずしもそ
うではないのであります。ただ、現代のような情報を発信することに価値を見出す風潮の時
代には、京都的な奥ゆかしい人が不利であることも事実であり、これは残念なことでありま
す。 

 京都大学の教育は「自由の学風」といった言葉で表現され、学生は自由に振るまっており、
大学評価・学位授与機構などからの教養教育に対する評価がかんばしくないのは当然であ
るでしょう。しかし我々は京都大学の持つ長所と欠点をよく自覚し、ずっと全学共通教育の
改善について真剣な取り組みをしてきております。今年の４月には高等教育研究開発推進
機構をもうけ、カリキュラムの改善を行うとともに、学生が教養教育の重要性を認識し、そ
れぞれが自分にあったカリキュラム選択を行うよう指導しております。その中で、上に述べ
ましたように真の教養は学生それぞれが自分の自由な時間をもち、それぞれによく考えて
行動することに基本があるという環境は守ってゆきたいと考えております。そうでなけれ
ば京都大学の特色がなくなってゆく恐れがあるからであります。この考え方の一環として
最近はキャンパスを少しでも美しくし、憩いの場をもうけ、学生諸君がゆったりとした時間
を過ごせる環境を作るべく、いろいろと努力をしているところであります。 

 こういった余裕のある時間の過ごし方ということは、学生の教養教育だけでなく、研究に
おいても同じように大切であると思われます。いろんなことに寄り道をし、一見むだと思わ
れることに時間を使って調べたりすることによって、全く思いもよらない新しいことが発
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見されたり、独創的なアイディアが湧き出たりするからであります。研究においてある１つ
の目標を設定した場合、その目標を達成するにはいろんな方法、いろんな道筋がありうるで
しょう。どういった方法をとるかといったことは研究者のもつ経験と決断力によって決ま
り、それはその人の日頃から蓄積して来た教養的な背景によって支えられているのであり
ます。幅広い視野と社会性、専門性を兼ね備えて初めて一人前の博士であると、ノーベル賞
学者の野依良治先生が言っておられます。 

 皆さんは本日の博士学位の取得を契機として新しい世界に入ってゆかれるわけですが、
今日のように忙しい時代であればあるほど、周囲から押し寄せてくるいろんな事に押し流
されずに、自分の時間を大切にしていただきたいと存じます。 

 これからの皆さんのますますのご活躍を期待し、お祝いの言葉といたします。 
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博士学位授与式〔2003 年度〕 
2003（平成 15）年９月 29 日 

本日京都大学博士の学位を得られた課程博士 84 名、論文博士 41 名の皆さん、まことに
おめでとうございます。ご列席の副学長、各研究科長とともに心からお喜び致します。 

 私はこの夏京都大学フィールド科学教育研究センターの北海道研究林を見学に行ってき
ました。京都大学には全国各地に研究のための施設がありますが、訪れた研究林は最も北に
位置する施設であります。研究林としては芦生、和歌山のほかに、上賀茂、徳山にも試験地
を持っていますが、この北海道の研究林では、北の寒冷地における林の特徴は何かを明らか

にし、持続的な森林資源の管理手法の確立を目指しています。たとえば標茶
しべちゃ

区のヤチダモ、

ミズナラなどの落葉広葉樹の天然林とトドマツが混生する白糠
しらぬか

区の針広混交林の動態とそ
の比較研究、トドマツやカラマツ人工林の育成の方法、ノネズミや鹿などによる被害防除法
といったことを含み、いろんな観点から研究をしています。 

最近は外国から木材が大量に移入される時代となって、国内の木材生産は経済的にはほ
とんど成り立たない状況になっているのはまことに嘆かわしいことです。そこでいきおい、
高品位・高樹齢の大木を計画的に造る方向に行かざるをえないのですが、これには 80年以
上の年月を必要とし、その間に樹の密度管理を適切に行わねばならず、間伐作業などを必要
とするのであります。そこで間伐材の利用法を考えねばなりませんが、国産の木材にはそれ
なりの良さがあって、その長所を理解し、活用することも課題とのことであります。 

見学の日はちょうど１回生のポケットゼミの学生諸君が６名来ていて、一緒に白糠区の
山林の中を歩き、林長の竹内典行教授から直接種々の説明を受けました。低地の落葉広葉樹
林から山の上の方へ向かって木の種類が変わっていく有様、なぜそのような林の生態構造
になるのか、高い木と共存してその下に多くの低木が広がる林に比べ、整然と密生して植え
た針葉樹の林の中は日が当たらないこともあって何も生えず、したがって訪れる鳥も少な
く、死に瀕した場所になっていることなど、長年の経験を交えて現場を見ながら説明いただ
き、いわゆる針広混交林の豊かさ、すばらしさがよく理解できました。芦生の研究林とは生
えている樹種がずいぶん違いますが、混交林は様々な草花や樹木だけでなく、花や植物の実
を求めて多種多様な動物が集まって来て、お互いに食べ、食べられながら調和を保って共存
する循環的な世界を形成していることはすばらしく、自然の仕組みの合理性と偉大さがよ
く分かりました。 

同じことがご案内いただいた近くの釧路湿原についても言えます。この広大な湿原は豊
かな水のおかげで多くの植物が生えては枯れ、生えては枯れして、腐らずに数メートルもの
厚さに堆積しており、簡単に人を近づけません。そしてそこには豊富な魚や鳥が住んでおり、
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丹頂鶴などの渡り鳥がやってくるのです。しかしこのような湿原も周辺の人家の活動によ
って徐々に狭められ、水質も必ずしも良くなく、アメリカザリガニなどが繁殖して生態系が
変わりつつあるのだそうであります。 

湖沼や河川、干潟など、湿地の保全と賢明な利用を目的として 1971 年にイランのラムサ
ールで採択された国際条約は、正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関
する条約」という名称ですが、このいわゆるラムサール条約に日本は 1980 年に加入し、釧
路湿原を日本の第１号として登録しました。そして 1993 年には第 5 回ラムサール条約締約
国が釧路に集まり、湿地の保全と管理、賢明な利用、そういったことについての国際協力と
いうことを釧路声明として発表しております。そうしたこともあって、環境庁をはじめ、地
元の方々の手で湿原の保全への努力が行われるようになっています。 

できるだけ多くの人がこのような自然を守ることの大切さを認識する必要がありますが、
それは実際に見て初めて分かることでもあります。たとえば生物多様性の世界は、実際に観
察してみると、分かっていると観念的に思っていたこととは大違いで、その豊富さは驚くば
かりのものでありました。何事につけても実際を確かめることの大切さを改めて認識しま
した。 

 日本の植物・動物の生態系は近年の急激な地域開発、工業化によって決定的な破壊の渕に
立たされています。我々人間は本来的に自然に育まれるべきものでありますし、CO２排出
問題を考えてみても森林を大切にするだけでなく、多様な動植物が共生する自然林を積極
的に造ってゆくという方策が必要であります。このような森林には必ずといってよいほど
美しい川があり、そこにはまた多くの魚が生息しており、これを目あてに鳥や獣がやって来
て、それらの鳥獣はまた木の種を運ぶ役目もするのであります。こうして森はますます豊か
になってゆきます。豪雨による地滑りを防ぎ、砂防ダムやコンクリート壁の護岸などをでき
るだけ避けるためにも、山林を豊かな天然混交林にすることの大切さが再発見されてきて
おります。30 年前後の中くらいの太さの木材の生産を最高優先順位とするという従来の山
林の管理運営方式でなく、地球環境の保全を第一の目的としながら、木材生産事業、木材利
用事業が成り立つという方向を追求する時代になってきているのでしょう。 

 竹内先生のお話によれば、林学における基本的な実験計画は少なくとも二、三十年単位、
あるいは五十年から百年を１つのサイクルと見て組み立てられているようであります。ど
のような種類の樹木がどのような気候のどのような土壌に適合するか、新しく植林してそ
れがどのように生育してゆくか、雑木と植えた針葉樹とが種々の条件のもとでどのような
競合関係を構成するか、ある植物がどのようにして他地域に広がり、他の植生を侵略してゆ
くかといったことを実際に観察するといったことは、その例であります。 
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 このような研究は１人の教授在任期間で完結せず、２代、３代の教授に引き継がれていっ
て初めてはっきりした結果が出せるわけで、実に息の長い研究が必要なのであります。百年、
二百年先の子孫や人類のことを考え、将来の地球のことを考えて、いま我々は何をなすべき
かをもっと真剣に検討せねばならないでしょう。世界全体がものすごいスピードの競争時
代になってしまって、我々すべてが一年先、あるいはせいぜい数年先のことしか考えられな
いようになってしまっているのは実に嘆かわしいことであります。 

 こういった実に長期間にわたる研究があるかと思えば、今日のゲノム関係の研究のよう
に、日夜をわかたず実験を行い、新しい知見を一刻も早く見つけ、他の研究者に負けないよ
うに発表するといった研究分野もあります。同じ大学における研究といっても、このように
分野や目的によって、その研究の進展速度は全く違うのであります。国立大学を法人化する
とともに競争原理を導入して評価を行うという時代になりつつありますが、このように研
究の時間軸が全く異なるいろんな研究があることをよく認識しなければならないでしょう。
そういったことは観念的には分かっていても、１年間に幾つも論文が発表される分野に目
がゆき、何年もかけないと結論が得られないという自然を相手にした研究は評価において
不利になりかねないのであります。こういった何年も、あるいは２代、３代にわたって研究
を続けないと結論が得られないような研究は、どこの大学ででも行われうるものではなく、
京都大学のようなところでしかできないもので、そういった意味からも我々として非常に
大切にすべき研究であります。 

 このような性格を持った研究分野は文系・理系のいずれにも多く存在していますが、優秀
な若者がそういった分野に積極的に入ってゆけるような環境を整備することが大切であり
ます。長期にわたる奨学金を出し、成果に対する評価は毎年せず数年おきに行うなどの工夫
が必要になると思われます。大学に競争原理を導入するのは必要でしょうが、「角をためて
牛を殺す」 といったことにならないような注意が必要であります。 

 今日、京都大学博士の学位を得られました皆さんは、３年で論文を仕上げた人、４年５年
かけた人、あるいは 10年以上の年月をかけて他の人ではとうてい到達できない独自の世界
を築いた方々など、いろんな方々がおられると思いますが、京都大学博士はその名に値する
高いレベルのものでありますから、この博士号を誇りとして、これからまた一段と有意義な
活動をされ、社会に貢献して下さることを期待したいと存じます。 
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