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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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大学院学位授与式〔2014 年度〕 
2015（平成27）年３月23日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される2,179名の皆さん、修士（専門職）の学位を

授与される158名の皆さん、法務博士（専門職）の学位を授与される141名の皆さん、博士の
学位を授与される608名の皆さん、誠におめでとうございます。 
学位を授与される皆さんの中には、325名の留学生が含まれています。累計すると、京都

大学が授与した修士号は72,206、修士号（専門職）は1,233、法務博士号（専門職）は 1,720、
博士号は41,753となります。ご来賓の長尾 真真元総長、松本 紘前総長、列席の理事、副学
長、研究科長、学館長、学舎長、教育部長、研究所長をはじめとする教職員一同とともに、
皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げます。 
京都大学が授与する修士号や博士号には、博士（文学）のように、それぞれの専攻分野が

付与されており、合計23種類もあります。これだけ多様な専攻分野で皆さんが日夜切磋琢磨
して能力を磨き、その高みへと上られたことを、私は心から誇りに思い、うれしく思います。
本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到達点であり、これからの人生の出発点でも
あります。今日授けられた学位が、これから人生の道を切り開いていく上で大きな助けとな
ることを期待しています。私は昨年の10月に総長になって以来、学生を主役とする大学を作
るために「ＷＩＮＤＯＷ構想」を掲げています。大学を社会や世界に開く窓として位置づけ、
有能な学生や若い研究者の能力を高め、それぞれの活躍の場へと送り出す役割を大学全体
の共通のミッションとしました。野生的で賢明な、世界の急激な動きに左右されることなく、
独創的な考えを発信しながら、自分で判断し行動できる人を育てたいと思っています。これ
から社会に出て行く皆さんはぜひその模範となっていただきたい。また、「ＷＩＮＤＯＷ構
想」では、女性の活躍を支援して希望のある社会を築くことを謳い、男女共同参画推進アク
ションプランを提示しています。本日学位を授与された皆さんの中には、763名の女性が含
まれています。この数は年々増えていくことでしょう。ぜひ、ご自身の経験と能力を活かし
ながら、男女が分け隔てなく、楽しく働ける社会の実現へ向けて、皆さんのご活躍を期待し
ております。 
さて、本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみますと、やはり近年の世界の動

向を反映した内容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との接触、多文化共生、
人の移住、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう法や経済の再考、心の
病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。 
たとえば、文学研究科の安井大輔さんの「現代日本社会の多文化接触領域におけるエスニ

シティ生成過程の研究―横浜市鶴見区にみられる沖縄移民の文化実践を事例にして」、
Debnar Milosさんの「Globalization and diversity in migration to Japan:Migration, whiteness 
and cosmopolitanism of Europeans in Japan」、アジア・アフリカ地域研究研究科の泉 直
亮さんの「土地を求めて移住した農牧民の社会・経済変容と地元住民との共存に関する研究
―タンザニア・ルクワ湖畔におけるスクマの事例」、論文博士のJane Singerさんの
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「 Examining the roles of multiple stakeholders in dam-forced resettlement of ethnic 
minorities in Vietnam」は、人々の移住や民族・文化間の接触にともなう共存の問題をテー
マにしています。 

 
地球規模の気候変動や災害、人為的な環境の変化への対処をテーマにした論文としては、

工学研究科の久加朋子さんの「固定床流域を有する河川における掃流砂・河床変動特性と河
川生態システム改善に関する研究」、Aziz Tabindaさんの「Empirical analyses of human-
machine interactions focusing on driver and advanced driver assistance systems」、 理学研
究科のAkter Fatimaさんの「 Environmental conditions and dryline influence on the 
occurrence of severe local convective storms in Bangladesh during the Pre-monsoon season」、
情報学研究科の呉麗慧さんの「Earthquake disaster preparedness for tourism industry in 
Japan and China」、論文博士の高田 望さんの「降雨現象の階層構造を考慮した短時間降
雨予測手法および予測誤差推定に基づいた大雨予測情報提供方法の開発」などが挙げられ
ます。 

 
経済や社会変動を扱った論文としては、農学研究科の今泉 晶さんの「種子と遺伝情報の

管理体制に対する批判的検討―所有の正当化理論とシードシステムに着目して」、Ho 
Sanaraさんの「The transition of farming systems causing forest degradation in Ratanakiri 
Province, Cambodia」、経済学研究科の堀林 巧さんの「自由市場資本主義の再形成と動揺
―現代比較社会経済分析―」などがあります。 

 
近年の疾病や健康に着目した論文としては、医学研究科の義村さや香さんの「A lack of 

selfconsciousness in Asperger’s disorder but not in PDDNOS: Implication for the clinical 
importance of ASD subtypes」、本屋敷美奈さんの「Specificity of CBT for depression: A 
contribution from multiple treatments meta-analyses」、 論文博士の加島依子さんの「Studies 
for maximizing value of antibody drugs against tumors」、Techasrivichien Teeraneeさんの
「 Changes in sexual behavior and attitudes across generations and gender among a 
population-based probability sample from an urbanizing province in Thailand」などがあり
ます。 

 
また、こういった近年の自然や社会の現象ではなく、広く世界にテーマを求めた多様な基

礎研究が実施されています。たとえば、文学研究科の張陵さんの「平安女流文学と漢文学に
ついての研究―道綱母と菅原孝標女の場合―」、経済学研究科の大久保和宣さんの「パーク・
バーレル・ポリティクス―分配政治の経済分析―」、人間・環境学研究科の小野智恵さんの
「ニュー・ハリウッド映画期におけるロバート・アルトマン監督作品に刻まれる反古典的様
式の独創性―1967年『宇宙大征服』から1976年『ビッグ・アメリカン』までの音声的・映像
的実験によるナラティヴ全体の革新についての分析研究」、理学研究科の西川真理さんの
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「Cohesion and behavioral synchrony among females in a wild group of Japanese macaques」、
生命科学研究科の森井愛乃さんの「苔類ゼニゴケの青色光応答反応と青色光受容体フォト
トロピン機能の解析」などです。これらの論文は、タイトルを見ただけでも中身を読んで詳
しく内容を知りたいという気持ちをかき立てられます。この他にも、私の理解能力を超えた
たくさんのすばらしい研究が学位論文として完成されており、私はその多様性に驚きの念
を禁じえませんでした。この多様性と創造性、先端性こそが、これからの世界を変える思想
やイノベーションに結びついていくと確信しています。 
私も今から28年前の1987年、35歳のときに京都大学から論文博士の学位を授与されまし

た。ゴリラのオスの生活史を扱った論文でしたが、なかなか野生のゴリラのデータが取れず、
フィールドワークをする場所を変え、その間に職を得たりするうちに学位論文を書くのが
大幅に遅れました。何度も自己不信に陥り、挫折しそうになったことを覚えています。それ
でもあきらめずに学位論文を書き上げることができたのは、誰も見ていないことを自分が
見たという感動と、その発見を理論として学問の中に位置づけることを可能にしてくれた
指導教員や仲間たちの支えだったと思います。 
私の指導教員だった伊谷純一郎先生は、一度も私をフィールドで指導してくれませんで

した。フィールドでゴリラの観察法を指導してくれたアメリカ人のダイアン・フォッシー博
士は、私が論文を書き上げる前の1985年に何者かに殺害されて亡くなりました。しかし、私
はこの二人の先生からフィールドワークのリテラシーを学びました。それは結果をあせっ
てはいけない。自分の思うとおりの結果が出なくても、それを受け止めて世界を見つめ直し、
自分の考え方を変えなくてはならない。自分が研究している対象の世界に入り込んで、じっ
と目を凝らしていれば、いつか思いもよらぬ形で豪華な世界が垣間見える。その瞬間を見逃
すな、ということです。伊谷先生はそれを、「自然が微笑むとき」と呼びました。この自然
は宇宙であってもいいし、人間であってもいい。研究対象を通して新しい世界が見えてくる。
それを「豪華」と呼ぶのです。研究者にはその特権が与えられています。しかし、それを得
るには研究者としてのリテラシーが必要だというのです。 
ここに集った皆さんも、学位論文を完成させる過程で、自分が追い求めてきた豪華な世界

を垣間見ることができた人々なのだと思います。これから社会に出る皆さんや、研究の世界
に残る皆さんに、再びこの豪華な瞬間が訪れるかどうか。それは皆さんが研究者としてのリ
テラシーを守れるかどうかにかかっていると思います。昨今は科学者の不正が相次ぎ、社会
から厳しい批判の目が寄せられています。皆さんが京都大学で培った研究者としての誇り
と経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
本日は、誠におめでとうございます。 
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卒業式〔2014 年度〕 
2015（平成27）年３月24日 

 
本日、京都大学を卒業される2,803名の皆さん、誠におめでとうございます。ご来賓の松

本 紘前総長、列席の理事、副学長、学部長、部局長をはじめとする教職員一同とともに、
皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます。あわせて、今日の卒業式を迎えるまでのご家
族および関係者の皆様よりいただいた数々の厚いご支援に対し、心より御礼申し上げます。
京都大学が1897年に創立され、1900年に第１回の卒業式を迎えて以来、118年にわたる京都
大学の卒業生の数は、皆さんを含めて199,782名になりました。 
さて、本日はぜひ、皆さんが入学した頃のことを思い出してください。高校で優秀な成績

を修められ、厳しい受験戦争を勝ち抜いて入学した皆さんは、京都大学にどんな期待や夢を
抱いていたでしょうか。今日、卒業式を迎えるまでの数年間、それは叶えられたでしょうか。
それとも、その夢は大きく変貌を遂げたのでしょうか。そして、皆さんがこれから歩んでい
こうとされる道は、その頃の夢とどうつながっているのでしょうか。 
今からちょうど45年前の1970年に、私も京都大学に入学しました。そのときの夢は、漠

然とこの広い宇宙の仕組みを解いてみたい、ということでした。当時は大学紛争が激化した
時代で、東京で高校生活を送っていた私もその影響を強く受けました。日本の政治が大きな
曲がり角にさしかかっているときに、それを無視してのほほんと受験勉強に現を抜かして
いていいのか、という声があちこちから立ち上がり、市民集会や街頭デモに参加したりしま
した。大学へ進学することを自ら拒否した仲間もいます。しかし、私は今目の前にある世界
よりももっと大きく深い世界を知りたいと思いました。政治に翻弄される日常の世界に踏
みとどまるよりも、未来に出会うであろう世界を構想するためには、自分の頭の中にある時
間と空間を思い切り広げてみなければならないと感じたのです。京都大学はそれを実現さ
せてくれる学問の都に思えました。そして、私の夢は京都大学の在学中に大きく変貌し、今
に至っています。しかし、その夢の本質は変わることなく、部分的に叶えられたと思ってい
ます。 
開学以来、京都大学は対話を根幹とした自由の学風を伝統としています。私が入学した年

はまだ学生たちがキャンパス内を占拠し、入学式もままならない状況でした。授業もボイコ
ットされたり中止になったりしましたが、教員と学生との対話は今よりも頻繁でした。学生
たちも自主ゼミを開いて、自らテーマを掲げて必要な文献を持ち寄り、議論を交わしていま
した。学生たちは分野の壁を乗り越えて集い、ときにはキャンパスを出て、吉田山や鴨川、
円山公園や酒場に議論の場を求めました。そのなかで既存の考えを読み直し、多くの面白い
発想や新しい考えが育っていったと思います。現在の京都大学総合博物館の前身である陳
列館も、戦前は教官と学生、教官相互の自由な交流の場でした。昨年発行された「学問の礎
を受け継ぐ」と題した京都大学総合博物館の冊子には、この陳列館の様子が「下駄箱があっ
た地下室には、和服に下駄でやってくる教官たちが必ず立ち寄り、そこで談論風発、学問上
の諸問題からゴシップの類まで、学生も交えて賑やかで豊かな時間があったという」と記さ
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れています。 
ところで、談論風発とはいったいどんな様子を指しているのでしょうか。 
明治時代にジャン・ジャック・ルソーの思想を日本に紹介し、自由民権運動を展開した中

江兆民に、1887年に出した『三酔人経綸問答』という著作があります。ここには３人の論者
が登場し、酒を酌み交わしながら日本の国際戦略を論じるのです。一人は洋学紳士と呼ばれ
る西洋の近代思想を擁護する論客。もう一人はかすりの和服をきた豪傑君と呼ばれる壮士。
そして、お酒の大好きな南海先生です。洋学紳士はルソーさながらに自由・平等・博愛の３
原則の確立を説き、軍備の撤廃を主張します。人間は四海同胞たるもの、万一強国に侵略さ
れても、道義をもって訴えれば他の列強は放置するはずがないと言うのです。いいや、それ
は学者の書斎の議論である、と豪傑君は反論します。現実の世界は弱肉強食、国家間の戦争
は避けることができない。侵略を甘受せずに軍備を整えて大陸の大国に立ち向かうべしと
主張します。南海先生はその二人の間に割って入ります。双方の説は極端で机上の空論や過
去のまぼろしに過ぎない。国内においては立憲の制度を設けて人民の権利を守り、世界に対
しては各国の民主勢力と連携を図り、武力をふるってはならないと説きます。洋学紳士も豪
傑君も南海先生の議論の平凡さにあきれ返るのですが、南海先生は国家百年の大計を議論
するのに奇抜な発想などできるはずがない、と言って頑として譲りません。この三酔人はそ
れぞれ中江兆民の分身と思われるのですが、兆民は三人問答の形式を取って議論の向かう
べき道を示したといってよいでしょう。 
京都大学にも、この問答形式を採用して論を展開した先駆者がいます。霊長類学という新

しい学問を創った今西錦司です。1964年に理学部にできた人類学教室の初代教授で、私は
６代目の教授を務めました。今西先生が1952年に出した著作に「人間性の進化」という論考
があります。これは、進化論者と人間、サル、ハチが登場して、それぞれ意見を述べ合うと
いう形式になっています。本能に対置する概念として文化よりもっと広いカルチュアとい
う用語を適用し、動物にも人間にもカルチュアが認められるかどうか、それぞれの立場から
論じたものです。今まで人間だけに求められるとされてきた現象を、動物に見られるものに
置き換えてみれば、違った解釈が可能だということを、対話を通じて明らかにしていきます。
たとえば、本能によって生活している動物は、その行動の目的を知らないが、カルチュアに
よって生活している人間は、いちいちその行動の目的を知っている。ここに動物と人間の違
いを認めようという考えが一般に流布しているが、どう思うかと進化論者が問いかけます。
するとサルは、「チンパンジーは天井から吊り下げられたバナナを取るために箱を積み重ね
るのだから、目的をわかって行動している」と反論します。これに対して人間は、「目的で
はなく、ゴールに到達しようとして行動し、努力するのが人間だ」と言い返します。ハチは、
「カリウドバチが獲物を穴倉の巣にしまいこんで卵を産み付けるのは、幼虫とその食物の
安全さを確保するために予想して行動したように見える。ただし、これは本能であってカル
チュアとは言えない」。と主張します。大変面白く、読んでいて思わず引き込まれてしまう
論議で、いかに私たちが勝手に人間の行動を特別視しているかが浮かび上がってきます。こ
ういったさまざまな視点に立った議論を、私が所属していた人類学教室では嬉々として行
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うのが伝統で、それは今も守られています。 
今日卒業する皆さんも、このような自由闊達な議論を味わってきたと思います。その議論

と学友たちはこれからの皆さんの生きる世界で大変貴重な財産になるでしょう。京都大学
には創造の精神を尊ぶ伝統があります。まだ誰もやったことのない未知の境地を切り開く
ことこそが、京都大学の誇るべきチャレンジ精神です。その精神に基づいて顕著な活躍をし
た学生を称えるため、総長賞が設けられています。今年度は11人の学生が総長賞を受賞しま
した。その中には、今年卒業する工学部の田中英祐君も含まれています。田中君は学業にい
そしみ卒業研究に励む中、野球部の代表的ピッチャーとして京都大学の勝利に貢献し、ロッ
テ球団から指名を受けてプロの道に進むことになりました。京都大学としては初めてのプ
ロ野球界への挑戦です。きっと従来のプロ野球選手にはない能力を発揮して活躍してくれ
るだろうと期待しています。田中君ばかりでなく、今日卒業する皆さんもさまざまな突出す
る能力を身に着け、すでにそれを発揮して活躍している方も多いだろうと思います。京都大
学で磨いた能力を示し、試す機会がこれからはきっと多くなることでしょう。しかし、忘れ
てはならないことは、自分と考えの違う人の意見をしっかりと聞くことです。しかも複数の
人の意見を踏まえ、直面している課題に最終的に自分の判断を下して立ち向かうことが必
要です。自分を支持してくる人の意見ばかりを聞いていれば、やがては裸の王様になって判
断は鈍ります。このとき、京都大学で培った「対話を根幹とした自由の学風」がきっと役に
立つはずです。 
京都大学は「地球社会の調和ある共存」を達成すべき大きなテーマとして掲げてきました。

現代はこの調和が崩れ、宗教間、民族間の対立が激化して、多様な考えを持つ人々の共存が
危うくなっている時代です。皆さんもこれから世界のあちこちでこのテーマに抵触する事
態に出会うことでしょう。そのとき、京都大学の自由な討論の精神を発揮して、果敢に課題
に向き合ってほしいと思います。皆さんがこれから示すふるまいや行動は、京都大学のＯＢ、
ＯＧとして世間の注目を浴び、皆さんの後に続く在校生たちの指針となるでしょう。これか
ら皆さんの進む道は大きく分かれていきます。しかし、将来それは再び交差することがある
はずです。そのときに、京都大学の卒業生として誇れる出会いをしていただけることを私は
切に願っております。 
本日は誠におめでとうございます。 
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学部入学式〔2015 年度〕 
2015（平成27）年４月７日 

 
本日、京都大学に入学された3,002名の皆さん、入学誠におめでとうございます。ご列席

の理事、副学長、学部長、部局長、および教職員とともに、皆さんの入学を心よりお祝い申
し上げます。同時に、これまでの皆さんのご努力に敬意を表しますとともに、皆さんを支え
てこられましたご家族や関係者の皆さまにお祝い申し上げます。 

 
４月は桜の季節であるとともに、さまざまな木々が芽吹き、新緑が山々を彩る季節でもあ

ります。豊かな水に恵まれた琵琶湖の近くに位置し、盆地に育つ湿気に富んだ森に囲まれた
京都では、とりわけこの鮮やかな色彩が目に映り、心を躍らせます。教育の場だけでなく、
多くの職場がこの季節に新しく参加する人々を迎えるのには、この自然の背景が大きな影
響を与えているのだろうと思います。それまで冬の寒さに縮こまり、凍った心や身体を解き
放ち、すべての生物がいっせいに活動を始める。その勢いに誰もが同調して、世の中が騒が
しく、活気づくようになり、自らも思わず背筋を伸ばして歩を早める。それが勉学や仕事の
開始に合っていると、多くの人々が考えているのだろうと思います。 

 
しかし、４月を別の感情でとらえた詩人がいます。英詩の最大の傑作といわれる「荒地」

Waste landという詩の冒頭で、詩人トーマス・エリオットはこう歌い上げます。 
 

April is the cruellest month, breeding 
Lilacs out of the dead land, mixing 
Memory and desire, stirring 
Dull roots with spring rain. 
Winter kept us warm, covering 
Earth in forgetful snow, feeding 
A little life with dried tubers. 

 
この詩は第１次世界大戦の後に書かれ、引用したのは西洋文明の病んだ姿と人間社会の

荒廃をWaste landになぞらえて描写した冒頭の部分です。英国にも日本と同じような四季が
あります。多くの詩人は４月を生気に満ちた恵みの季節として歌いあげるのですが、エリオ
ットは荒々しく無情で残酷な季節と詠んだのです。長い間、私はその情景がよくわかりませ
んでしたが、この１月末に英国を訪問し、その冬の有様を体験して、おぼろげながらこの詩
の背景が見えたような気がしました。ロンドンから車でブリストルへ、ふたたびロンドンへ
戻った後、ケンブリッジへと電車で向かったのですが、風景にほとんど緑がなかったのです。
木々はすべて葉を落とし、牧場は枯れ草で茶色に染まり、冷たい雨が途中で雪に変わりまし
た。しかも、私が驚いたのは一面に吹き渡る風の強さです。途中でストーン・ヘンジという
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奇妙な環状列石のある場所へ立ち寄りました。ここは紀元前8000年ほど前から人々が住み
着き、自然の脅威を克服しながらその恵みを糧とし、さまざまな文化を発展させてきた場所
です。私は、立っていられないほどの強風にあおられ、寒さで顔を硬直させながら、昔の人々
はいったいどうやってこの寒風を凌いだのだろうと思いました。ミュージアムの脇に古い
住居が復元されていましたが、それは頑丈な木を組み合わせ、強靭な土壁で強風を防いで火
を焚き、中で冬芽のように人々が閉じこもる作りになっていました。英国の人々がやがて石
造りの家を作るようになった気持ちがわかるような気がします。冬は石の壁で寒風を遮断
し、暖炉の火に照らされながらさまざまな思いをつむぐ季節なのです。 
しかし、日本の冬は違います。日本列島は南北に長く、亜熱帯の植物が茂る沖縄から流氷

に見舞われる北海道まで多様な気候のもとに人々は暮らしています。深い雪に閉ざされた
地域では、冬は英国のように炉辺で人々が手仕事や話に興じる季節でもあります。しかし、
まるで背骨のように続く山脈が列島の中央にそびえるために、強い風に見舞われることは
少なく、暖流が洗う海岸部では常緑樹が発達していて冬にも葉を落としません。ナンテン、
マンリョウなど冬に実をつける木々もあり、多くの鳥たちが舞い降ります。冬の只中に正月
や節分の賑やかな行事があり、華やいだ気分を人々に運びます。そして、啓蟄を迎えて草花
が顔を出し、虫たちが活動を始める３月という助走の時期をはさんで、桜が満開の４月を迎
えるのです。こうした自然の織り成す季節の綾は、人々の心やその形である文化に大きな影
響を与えてきました。それを、かつて京都大学で教鞭をとった哲学者の和辻哲郎は、風土と
いう言葉で表現しました。日本の思想や文化は、この多様な気候を背景とし、穏やかで鮮や
かな色が織り成す自然の下で育まれてきたのです。 

 
ただ、エリオットの言うように、４月は開こうとしている蕾によって、過去のさまざまな

記憶に潜む可能性の喪失を意味する時期かもしれません。大学という学びの国に入るとい
うことは、皆さんが自分に合った道を選び、自分の能力をその道に沿って鍛えていくという
ことに他ならないからです。大学は、これまで皆さんが経験してきたような、既存の知識を
蓄積し、正しい答えを見つける時間を競う場所ではありません。世界はまだ答えのない課題、
複数の答えがある課題に満ちています。しかも、めまぐるしく動きを変える現代の社会では、
過去に出された解決策が通用しなくなり、それを現代の条件や要請に合わせて再検討して、
新しい答えを出さねばならないことも多くなっています。皆さんがこれから歩む道は、過去
に人々が歩んできた道とは異なっているかもしれません。しかし、新しい道を切り開くため
には、先人たちの歩みをたどり、それを教訓として現在の課題を克服する創造力が必要です。 

 
京都大学は1897年の創立以来、その学びの場を提供してきました。対話を根幹とした自

由の学風のもと自主独立と創造の精神を涵養し、多元的な課題の解決に挑戦し、地球社会の
調和ある共存に貢献すべく、質の高い高等教育と先端的学術研究を推進してきました。これ
までに９人のノーベル賞と２人のフィールズ賞をはじめとする数多くの国際賞の受賞者を
輩出し、昨年も赤﨑 勇 先生のノーベル物理学賞、森 和俊 先生のラスカー賞、稲葉カヨ 
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先生のロレアル－ユネスコ女性科学賞などの受賞が相次ぎました。これは、京都大学が世界
をリードする研究を実施してきた証です。これからも学問を志す人々を広く国内外から受
け入れ、国際社会で活躍できる能力を養うとともに、多様な研究の発展と、その成果を世界
共通の資産として社会に還元する責務を果たしていこうと思います。 

 
現代は国際化の時代といわれます。多くの国々から大量の物資や人々が流入し、日本から

も頻繁に出て行きます。自然資源に乏しいわが国は先端的な科学技術で人々の暮らしを豊
かにする機器を開発し、次々にそれを世界へと送り出してきました。海外へと進出する日本
の企業や、海外で働く日本人は近年急激に増加し、日本の企業や日本で働く外国人の数もう
なぎのぼりに増加しています。そうした中、大学ではグローバル化した社会の動きに対応で
きる能力や国際的に活躍できる人材を育ててほしい、という要請が強まっています。昨年、
ある企業が企業の人事担当を対象に行った新卒社員の出身大学のイメージ調査では、京都
大学が総合評価で１位となりました。とくに、知力・学力、そして独創性では高い得点を取
りました。しかし、対人力では低く、人間関係を作る上で能力が伸びないことが指摘されて
います。たしかに、私の目から見ても昨今の学生は自己を提示して、相手に理解できるよう
に話題を展開し、目的に沿って交渉をまとめる力が弱いように感じられます。これから国際
的な交渉の場で力を発揮するには、日本はもちろんのこと、諸外国の自然や文化、歴史に通
じ、相手に応じて自在に話題を展開できる広い教養を身につけておかねばなりません。理系
の学問を修めて技術畑に就職しても、国際的な交渉のなかで多様な文系の知識が必要にな
るし、文系の職に理系の知識が必要な場合も多々あります。世界や日本の歴史にも通じ、有
識者たりうる質の高い知識を持っていなければ、国際的な舞台でリーダーシップを発揮で
きません。そのために、今、大学は外国語の能力（読・書・聞・話）の向上を図り、質の高
い基礎・教養教育を徹底する必要があります。京都大学は、2013年度に全学共通教育を一元
的に所掌する国際高等教育院を立ち上げ、全学の教員の協力のもと、質の高い基礎・教養教
育の実践システムを組み上げてきました。学問の多様性や階層性に配慮し、クラス配当科目
やコース・ツリー（専門科目へつなぐ基礎・教養科目の組み合わせ）などを考案し、教員と
の対話や実践を重視したセミナーやポケットゼミを配置しています。外国人教員の数も大
幅に増やし、学部の講義や実習も英語で実施する科目を配置しました。すでに大学院の授業
やゼミは英語や他の外国語で行うことが多くなっているので、今後は基礎教育、専門教育、
大学院教育を緩やかにつなぎ、国際化に対応した教育をシームレスに実施する工夫を行っ
ていこうと考えています。 

 
昨年の10月に総長に就任して、私は京都大学が歩む指針として「WINDOW構想」を立ち

上げました。大学を社会や世界に通じる窓として位置づけ、有能な学生や若い研究者の能力
を高め、それぞれの活躍の場へと送り出す役割を大学全体の共通なミッションとして位置
付けたいと思ったからです。大学の教育とは知識の蓄積と理解度だけを向上させるもので
はなく、既存の知識や技術を用いていかに新しい発想や発見が生み出されるかを問うもの
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です。その創造の精神を教職員と学生が一体となって高めるところにこそ、イノベーション
が生まれるのです。すべての学生が同じ目標に向かって能力を高めてもイノベーションに
は結び付きません。違う能力が出会い、そこで切磋琢磨する場所が与えられることによって，
新しい考えが生み出されていくのです。京都大学は単に競争的な環境を作るのではなく、分
野を超えて異なる能力や発想に出会い、対話を楽しみ協力関係を形作る場を提供していき
たいと考えています。そういった出会いや話し合いの場を通じてタフで賢い学生を育て、彼
らが活躍できる世界へ通じる窓を開け、学生たちの背中をそっと押して送り出すことが、私
たち京都大学の教職員の共通の夢であり目標なのです。 

 
その窓にちなんで、WINDOWという標語を作りました。Wは「Wild and Wise」です。す

なわち野生的で賢い学生を育てようという目標です。現代の学生は内にこもりがちで、IT機
器を常時持ち歩き、狭い範囲の仲間と常につながりあう傾向にあると言われています。その
ため、自己決定ができない、ひとりよがりの判断でよしとする風潮が広がりつつあります。
正しく、賢い選択をするためには、情報を正しく読み、自分ばかりでなく他者の知識や経験
を総動員して自己決定する意思を強く持つことが必要です。大学キャンパス以外にもこう
した対話と実践の場を多く設け、タフで賢い学生を育てようと考えています。 

 
Iは「International and Innovative」です。国際性豊かな環境の中で、常に世界の動きに目

を配り、世界の人々と自由に会話をしながら、時代を画するイノベーションを生み出そうと
する試みです。海外の大学や研究機関、産学官民を通じた多様な交流を通じて、この動きを
作り出そうと考えています。 

 
Nは「Natural and Noble」です。京都大学は、三方を山に囲まれた千年の都に位置し、自

然や歴史の景観に優れた環境にあります。昔から京都大学の研究者は、これらの豊かな環境
から多くの新しい発想を育んできました。哲学の道を散策しながら練り上げられた西田哲
学、北山登山から生まれた霊長類学など、世界に類のない新しい発想や学問を生み出してき
たのも京都のこうした環境によるところが大きいと言えましょう。また、京都の市民も京都
大学の学生に古くから親しみ、ときには教育的な配慮をもって接してきました。京都大学の
学生の高い品格や倫理観は京都の自然と社会的環境によって醸成されてきたと思います。
今後もこの伝統を受け継ぎながら、新しい時代に適合しつつ、それを先導するような精神を
培っていきたいと考えています。 

 
Dは「Diverse and Dynamic」です。グローバル時代の到来で、現代は多様な文化が入り

混じって共存することが必要になりました。これまで強みを発揮してきた日本の均質性は、
国際競争が激化する現代では時として創造力を弱め、イノベーションの育成を阻んでいる
と言われます。京都大学は多様な文化や考え方に対して常にオープンで、自由に学べる場所
でなければならないと思います。一方、急速な時代の流れに左右されることなく、自分の存
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在をきちんと見つめ直し、悠久の歴史の中に自分を正しく位置づけることも重要です。京都
大学はそれを保証する静謐な学問の場を提供したいと思っています。 

 
Oは「Original and Optimistic」です。これまでの常識を塗り替えるような発想は、実は

多くの人の考えや体験を吸収した上に生まれます。そのためにはまず、素晴らしいと感動し
た人の行為や言葉をよく理解し、仲間とそれを共有し話し合いながら、思考を深めていく過
程が必要です。自分の考えに行き詰まったり、仲間から批判されて悲観しそうになったりし
たとき、それを明るく乗り越えられるような精神力が必要です。失敗や批判に対してもっと
楽観的になり、それを糧にして異色な考えを取り入れて成功に導くような能力を涵養しな
ければなりません。京都大学にその機会をなるべくたくさん作るように環境を整えようと
思っています。 

 
最後のWは「Women and Wish」です。これからは女性が輝き、活躍する時代です。今日

入学した皆さんの703名が女性であり、これは全入学生の23.4％にあたります。女性が増え、
女性からの発想や観点によって新しい研究が始まれば、世界は変わります。私が行ってきた
霊長類学でも、50年前はオスの優劣順位や敵対行動、社会構造がテーマとされていました
が、近年女性研究者の割合が増え、繁殖戦略やパートナーの選択、他者をいたわる行動が人
気のあるテーマになっています。京都大学はこれから、勉学に打ち込める環境作り、女性に
優しい施設づくりを実施していきます。 

 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実し

た生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基
金を設立しています。本日も、ご家族の皆さまのお手元には、この基金のご案内を配布させ
ていただいていますが、ご入学を記念して特別な企画も行っています。ぜひ、お手元の資料
をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 

 
最後に、私の大好きな谷川俊太郎の詩を贈ります。私が学生時代に出会った詩で「朝」と

題するものです。 
 
また朝が来て僕は生きていた 
夜の間の夢をすっかり忘れてぼくは見た 
柿の木の裸の枝が風にゆれ 
首輪のない犬が陽だまりに寝そべってるのを 

 
百年前ぼくはここにいなかった 
百年後ぼくはここにいないだろう 
あたり前の所のようでいて 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第６章山極寿一総長

3264



 
 

地上はきっと思いがけない場所なんだ 
 
いつだったか子宮の中で 
ぼくは小さな小さな卵だった 

 
それから小さな小さな魚になって 
それから小さな小さな鳥になって 
それからやっとぼくは人間になった 
十ヶ月を何千億年もかかって生きて 
そんなこともぼくら復習しなきゃ 
今まで予習ばっかりしすぎたから 

 
今朝一滴の水のすきとおった冷たさが 
ぼくに人間とは何かを教える 
魚たちと鳥たちとそして 
僕を殺すかもしれないけものとすら 
その水をわかちあいたい 

 
私はこの詩に、悠久の宇宙と、生物の世界と、そして人間の歴史を感じます。それは大い

なる不思議に満ちています。皆さんが京都大学でその世界に遊び、楽しまれることを願って
やみません。 

 
ご入学、誠におめでとうございます。 
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大学院入学式〔2015 年度〕 
2015（平成27）年４月７日 

 
本日、京都大学大学院に入学した修士課程2,253名、専門職学位課程320名、博士（後期）

課程943名の皆さん、入学おめでとうございます。ご列席の理事、副学長、研究科長、学館
長、学舎長、教育部長、研究所長および教職員とともに、皆さんの入学を心からお祝い申し
上げます。また、これまで皆さんを支えてこられたご家族や関係者の皆さまに心よりお祝い
申し上げます。 

 
さて、今日皆さんはさらに学問を究めるために、それぞれの学問分野へ新しい一歩を踏み

出しました。京都大学には多様な学問分野の大学院が設置されており、合計23種類の学位が
授与されます。18の研究科、14の附置研究所、17の教育研究施設が皆さんの学びを支えま
す。修士課程では講義を受け、実習やフィールドワークを通じて学部で培った基礎知識・専
門知識の上にさらに高度な知識や技術を習得し、研究者としての能力を磨くことが求めら
れます。専門職学位課程では、講義のほかに実務の実習、事例研究、現地調査などを含め、
それぞれの分野で実務経験のある専門家から学ぶ機会が多くなります。博士後期課程では
論文を書くことが中心となり、そのためのデータの収集や分析、先行研究との比較検討が不
可欠となります。ここで重要なことは、（1）研究テーマを考案し、（2）そのための方法論
を確立し、（3）データを収集し、（4）それを分析して結果を出し、（5）その結果を先行
研究と照らし合わせて意義を示し、学界の中でのその発見や考え方の価値を位置づける。そ
れは長く苦しい道のりです。でも、決して孤独になる必要はありません。新しい発見や考え
方を見出したとき、それを周囲で聞いてくれる教員や研究仲間がいるはずです。独創的な研
究をみんなで話し合いながら形にしていくことこそ、京都大学が誇る創造性や先端性の源
です。論文を作成するためのこの五つのプロセスはどれも重要なのですが、おそらく最も難
しいのがデータの収集です。文献研究であっても、事例研究であっても、フィールドワーク
や実験であっても、どのように信頼性の高いデータを取るかに、みな四苦八苦します。長年
フィールドワークを実施してきた私のモットーは、「データに語らせる」ことです。相手が
サルでもゴリラでも、鳥でも昆虫でも、はては植物や無機物の岩石であっても、研究対象が
語りかけてくれなければいいデータは取れません。それは、決して独りよがりの仮定を立て
て、思い通りの結果だけを予測しないことなのです。たとえば、自然環境でのサルの生態を
観察して記録をとろうと思ったら、サルをよく見ようとして餌をやったり、追いかけまわし
てはいけません。人間の影響の下に作り出された行動ではなく、自然の影響の下でサルたち
自身の判断による行動を観察することが不可欠になります。研究対象をよく見定めて、とき
にはその対象の立場に立って、信頼性の高いデータを得ることに心がけてください。昨今は、

データの改ざんや剽窃
ひょうせつ

など、論文制作に関わる不正行為が数多く指摘され、世間の厳しい
目が研究者に注がれています。ぜひ、研究倫理を守り、独創性の高い研究を実施して、大き
な成果を挙げていただきたいと思っています。 
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また、皆さんはこれから専門性の高い研究の道へ入られるわけですが、それは狭き道をま

っしぐらに進むことを意味するわけではありません。京都大学には 34 のユニットがあり、
学際的にさまざまな教育・研究活動を行っています。複数の研究科、研究所、研究センター
からなる教育プログラムや研究プロジェクトが走っていますので、ぜひ参加をして多様な
学問分野に目を開き、創造性を高めてください。さらに、博士の学位を得て実践的な舞台で
リーダーシップを発揮するリーディング大学院プログラムが五つの分野で実施されていま
す。京都大学大学院思修館、グローバル生存学大学院連携プログラム、充実した健康長寿社
会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム、デザイン学大学院連携プログラム、霊長類
学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院があり、それぞれ連携する大学院が指
定されていますので、ぜひ関心を持っていただきたいと思います。 

 
日本は、博士の学位を取得した学生が産業界に就職しにくいと言われてきましたが、最近

政府も企業に対して注意を促し、博士の学位をもつ人材を採用する企業が増えてきました。
こうした動きを受け、京都大学は今年、国際科学イノベーション棟を新築しました。これは
約40社の企業が参加して、産官学がアンダーワンルーフの下で事業化を目指す研究開発を
推進する拠点です。ここで、大学、産業、国、地域を越えた産官学の連携活動を推進し、新
たなイノベーションを創造・発信しようというわけです。すでに、安寧でレジリエントなチ
ャレンジ社会の実現を目指し、（1）コードレス・省エネ電力伝送・エコシステム、（2）安
心生活センサーネットワーク、（3）予防・先制医療、（4）先端医療という四つの目標を掲
げて共同研究を開始しています。また、産学協働イノベーション人材育成コンソーシアム事
業として、多くの企業に参加してもらい、中長期のインターンシップやマッチングを実施し
ています。社会に出る前に産業界の現場を経験し、自分の能力や研究内容に合った世界を知
る機会を増やそうと考えています。 

 
さらに、日本企業の海外進出が増える中、国際的な舞台で活躍できる人材を育成してほし

いという声が高まってきています。京都大学もスーパーグローバル大学創成支援事業にお
いてジャパン・ゲートウェイ構想を立ち上げ、海外のトップ大学とダブル・ディグリーやジ
ョイント・ディグリーを結ぶための準備に入っています。現在、京都大学はロンドン、ハイ
デルベルク、バンコクに海外拠点をもち、ヨーロッパやアジアの大学との連携を強めていま
すが、北米やアフリカにも拠点を設け、大学間交流の場を増やしていこうと考えています。
また、すでに京都大学の多くの部局は世界中に研究者交流のネットワークや拠点をもって
おり、これらの拠点を活用しながら、共同研究や学生交流を高め、国際的に活躍できる機会
と能力を伸ばしていく所存です。 

 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実し

た生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基
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金を設立しています。本日も、ご家族の皆さまのお手元には、この基金のご案内を配布させ
ていただいていますが、ご入学を記念して特別な企画も行っています。ぜひ、お手元の資料
をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 

 
現在、大学の研究は産業界の発展に結びつくことが期待されていますが、京都大学は社会

にすぐ役立つ研究だけを奨励しているわけではありません。多様な学びと新しい発想によ
る研究の創出を尊ぶ伝統も持っています。国立民族学博物館の初代館長をされ、民族学・文
化人類学の分野で著名な業績を残した梅棹忠夫先生は、京都大学理学部・理学研究科の出身
です。大学院に在籍しているときに第二次世界大戦に出兵し、その後41歳のときに理学博士
の称号を取得しました。学位論文は動物の社会を数学的に表現するという試みでした。理学
部の附属植物園の池からオタマジャクシをとってきて水槽に入れ、その上に櫓を組み立て
て16ミリの撮影機で一コマ撮りをしたのです。そのフィルムを双眼顕微鏡で見て，オタマジ
ャクシ同士の相互関係を分析しました。もし、オタマジャクシが勝手気ままに動いているな
ら、その分布は二項定理に従うはずであるという仮定を立て、もしそこにずれがあれば、そ
のずれが彼らの社会性を表していると考えたのです。そして、実際に観察されたずれを数式
に当てはめ、ポリア・エッゲンベルガーの式に含まれているパラメータを用いて指標を作成
しました。いわば、動物数理社会学を誕生させて学位を取得したのです。同じ頃、梅棹先生
は「文明の生態史観」という構想を練っていました。これは、アフガニスタンとインドの横
断旅行を経て、イスラム文明とヒンドゥー文明に接し、アジアと西洋にはさまれた「中洋」
と呼ぶべき巨大文明世界を発見したことが下敷きになっています。日本文明はそれらの中
洋の文明とはあまりにも異質であり、むしろユーラシア大陸の反対の極に位置するヨーロ
ッパ文明と同質な特徴を多く持っているというのです。これらの文明は軍事封建制を経験
し、革命を経て近代社会となり、ブルジョアジーの台頭という段階を経ているという点で共
通しており、それはユーラシア大陸全体の生態学的構造に由来すると考えたのです。この稀
有で壮大な理論は、梅棹先生の理学的思考、とりわけ生態学と数学の思考がフィールドワー
クの中で絶妙に融合されたことによって生まれたといってよいでしょう。 

 
同じような異分野の思考の融合はアメリカにも見られます。梅棹先生の「文明の生態史観」

から30年経って、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のジャレド・ダイアモンド教授は、
「銃・病原菌・鉄」という本を出し、これは世界の大ベストセラーとなりました。驚いたこ
とに、ここに書かれている内容は梅棹先生の本とよく似ているのです。ジャレド・ダイアモ
ンドも文明には発展段階があると考え、ユーラシア大陸のように東西に長い大陸と、アフリ
カや北米，南米大陸のように赤道をはさんで南北に長い大陸とでは、文明の発展や伝播の仕
組みが異なっていると主張しました。ユーラシア大陸は気候の似た地域を通って文明や技
術が東西に速い速度で伝えられました。さらに、家畜化できる中大型哺乳動物がほとんどユ
ーラシア大陸にいたために、農業技術を早く発展させることができ、家畜がもたらす伝染病
に対する抵抗性をもち、それが他の大陸へ進出した際に大きな武器となったというのです。
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実は、ジャレド・ダイアモンドも生理学で博士号を得た後、分子生物学、進化生物学、遺伝
子学、生物地理学、考古学、人類学、言語学といった理系と文系の学問を学び、地理学の教
授となりました。梅棹先生と同じように、理系の思考を用いて文系の課題に取り組んで大き
な成功を収めた研究者です。 

 
今日、京都大学の大学院に入学した皆さんも、いつかは自分の専門を離れて別の学問領域

に目を向ける日が来るかもしれません。それも自分の学問分野で成功するのに匹敵する輝
かしい飛躍であり、新たな可能性を生み出す契機となると私は考えています。どうか失敗を
恐れず、自分の興味の赴くままに、研究生活に没頭してください。京都大学はそれにふさわ
しい環境を提供できると思います。 

 
本日は、誠におめでとうございます。 
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博士学位授与式〔2015 年度〕 
 2015（平成 27）年９月 24 日 

 
本日、博士の学位を授与される 211 名の皆さん、おめでとうございます。その中には 55 名
の女性と 61 名の留学生が含まれています。京都大学の博士号取得者は累計 41,964 名にな
りました。列席の副学長、研究科長、学館長、学舎長をはじめとする教職員一同、皆さんの
学位取得を心よりお祝い申し上げます。 
 
学位を授与される皆さんのご家族、ご友人、関係者の皆様には、晴れやかな気持ちでこの学
位授与式へご臨席いただいているものと思います。学位を授かる皆さんの今があるのは長
年にわたって支えてくださった周りの方々がいるからです。私たち教職員一同も、ここに至
るまでのご家族のさまざまなご苦労やご支援に対して御礼を申し上げ、今日の喜びを分か
ち合いたいと思います。 
 
この学位の取得は、これまでの皆さんの厳しい研鑽の賜物です。皆さんの中には、何度も挫
折しそうになり、苦悩の日々を経験された人もいるでしょう。とりわけ留学生の皆さんにと
って、言葉や文化の異なる異国で学を修めるということは並大抵の努力でできることでは
ありません。皆さんは幾多の苦難を乗り越え、大学院において専門を修め、その専門におい
て自立できる力を本日、京都大学博士の学位の授与という形で認められました。皆さんは今
後誰にも臆することなく、これまで磨きあげてきた個性を発揮し、修めた専門を生かして、
世界が直面している課題に立ち向かわなければなりません。激動の時代、皆さんがこれから
足を踏み入れる世界には、これまで以上に困難な出来事が待っているかもしれません。しか
し、本日取得される学位は、その難題を乗り越える強い根拠と自信を与えてくれるはずです。
皆さんには、これまでの研究成果を生かして、専門分野のみならず世界の多様な動きに対応
し、明るい光を照らすような人生を歩んでほしいと願っています。 
 
さて、これから皆さんはプロフェッショナルな研究者として自覚と矜持をもって歩まなけ
ればなりません。それは過去に生きた京都大学の研究者から学ぶことができます。去る 9月
12 日、広島県の廿日市市（はつかいちし）で京都大学「原爆災害総合研究調査班」の慰霊
の集いが開かれました。そこには、70 年前の悲劇によって命を落とした京都大学の研究者
たちを慰霊する記念碑があります。昭和 20 年、原爆投下後の約 1 ヶ月後の 9 月 3日、京都
大学の前身である京都帝国大学は医学部、理学部、化学研究所の教員や学生約 50 人が調査
班を結成し、爆心地から約 20 キロメートルにある大野村（現廿日市市）の病院で被爆者の
治療や調査を開始しました。しかし、同月 17 日にこの地を襲った枕崎台風により土石流が
発生し病院を直撃し、これに巻き込まれた 11 名が命を落としました。入院患者らを含め 156
人の命が失われたと聞いています。毎年 9月 17日の前の土曜日にその前で慰霊の集いが行
われており、70 年目に当たる今年は多くの関係者が参列しました。 
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その際、ご遺族や関係者に当時の思い出をいくつか聞かせていただきましたが、その中でと
ても印象に残った言葉があります。このとき亡くなられた医学部の真下俊一 教授のご子息
である芳夫氏によりますと、京都にいて原爆の投下を知った真下教授は、即座に「そんな約
束ではなかったはずだ」と絶句されたというのです。物理学にも精通されていた教授は、原
子核の核分裂反応を兵器として利用することに研究者が同意するはずはない、と信じてい
たのです。しかし、起こってしまった惨禍を直視し、教授はすぐに救助に向かうことを即断
されて夜半過ぎにあわただしく出発されたということです。ここに、私は研究者たる自覚と
矜持を感じます。平成 23年に芝蘭会広島支部が出した「「記念碑建立・慰霊の集い」のあ
ゆみ」という冊子を読みますと、京都帝国大学の調査班が被災された人々を救おうと懸命に
奔走し、病態や死因、放射能汚染の実態を解明しようと取り組んでいたことがわかります。
物資の不足や汚染、おびただしい蝿のとびかうなかでの調査や治療でした。この事故で思い
半ばにして失われた尊い命とその遺志を、ぜひ後世に継いでいかなければならないと思い
を新たにしています。 
 
もうひとり、戦禍の中で日本と深い関係を持った研究者を紹介したいと思います。コロンビ
ア大学で日本語を学び、第二次世界大戦中はハワイと沖縄で日本軍の通信解読と日本兵の
捕虜の通訳に従事し、1953 年から約 2 年間京都大学に在籍したドナルド・キーン 博士で
す。このとき京都で学んだ近松門左衛門の「国姓爺合戦」の研究でコロンビア大学から博士
号を取得しました。同じ下宿で、後に文部大臣となった永井道雄氏の影響を受け、博士は日
本の文化と文学に広い関心を向け、その普及に努めるようになりました。2008 年に源氏物
語千年紀を京都で開催する立役者にもなりました。日本の文化が世界に正しく理解される
ようになったのは、博士の功績によるところが大きいと思います。博士の自叙伝を読むと、
博士は戦前から日本文学に強い関心を持ち、日本がまったく注目されていなかった時代に
日本語の習得に励み、とにかく日本と関わりを持ちたい一身でハワイ、中国、イギリスと渡
り歩いた執念がひしひしと伝わってきます。博士は座右の銘として、芭蕉の「笈の小文」か
ら「ついに無能無芸にして只此一筋に繋る」という文章を引いています。今で言う専門馬鹿
と自分を位置づけ、卑下しているように聞こえますが、ここには研究者としての自負が込め
られていると私は感じます。世の中からいかに無価値と軽んじられようと、ただ一筋に自分
の好きな道を究め、そこから自分が信じることを世界に向かって発信し続ける。それが研究
者の本懐であると言っているように思うのです。 
 
かく言う私も、京都大学でゴリラの研究を通じて博士の学位を取得し、以来ずっとゴリラの
ことばかり考えて過ごしてきました。ゴリラに関する文献や論文はすべて読破し、ゴリラに
関するすべての話題に耳を傾けてきたという自負があります。そのおかげでゴリラの側に
立って人間を眺めることができるようになり、人間だけを見ていては感じることのない疑
問をもつことができました。それは道を究めたいという願望というより、ただ好きなことを
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やり続けるとともに、その道を通して人間に近い研究をしている自分の世界を広げること
ができたからだと思います。そしてそれは、私自身の義務と責任ではないかと思えるように
なりました。なぜなら、私の観点に立って発言できる人は、世界にそう多くはいないからで
す。私が感じた疑問について黙っていれば、その疑問は世に出ることはないでしょう。だか
らこそ、私は自分の専門を背負って世界に対峙する必要があるのです。 
 
皆さんは博士の学位を得て、これから専門の道を究めたプロとして歩み始めます。自分の専
門以外は不得手と感じておられる方も多いでしょう。しかし、狭いように見える専門領域を
通じて世界は開けるのです。皆さんが究めた高みは、皆さんがこれから世界を渡り歩くパス
ポートとなり、世界を変えようとする際の頼りがいのある道標となります。そして、皆さん
が激動する世界の片鱗に触れたとき、その専門を通して研究者としての自覚と責任が問わ
れるのです。京都大学に学び、先人として誇り高い道を歩んだ研究者たちに習い、明るく豊
かな未来を築いてください。 
 
学びを通じて作られた皆さんと京都大学との縁（えにし）を、今後ともぜひ大切にしていた
だきたいと思います。京都大学は皆さん一人一人の人生を支える確かな基軸になりたいと
思います。皆さんも母校を温かく見守り、同窓会に加入して親交を深め、折に触れ母校を訪
れてください。また、母国に帰られる留学生の皆さんも、それぞれの分野で活躍されるとと
もに、ぜひ同窓会にご加入いただき、京都大学、ひいては日本との太い絆を一層充実させて
いただきたいと思います。京都大学で学んだ成果が地球社会の調和ある共存に役立つこと
を心から願っております。 
 
本日は誠におめでとうございます。 
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大学院学位授与式〔2015 年度〕 
2016（平成28）年３月23日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される2,113名の皆さん、修士（専門職）の学位を

授与される156名の皆さん、法務博士（専門職）の学位を授与される135名の皆さん、博士の
学位を授与される592名の皆さん、誠におめでとうございます。 
学位を授与される皆さんの中には、302名の留学生が含まれています。累計すると、京都

大学が授与した修士号は74,355、修士号（専門職）は1,389、法務博士号（専門職）は1,859、
博士号は42,556となります。列席の理事、副学長、研究科長、学館長、学舎長、教育部長、
研究所長をはじめとする教職員一同とともに、皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げ
ます。 
京都大学が授与する修士号や博士号には、博士（文学）のように、それぞれの学問分野が

付与されており、合計23種類もあります。これだけ多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨
して能力を磨き、その高みへと上られたことを、私は心から誇りに思い、うれしく思います。
本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到達点であり、これからの人生の出発点でも
あります。今日授けられた学位が、これから人生の道を切り開いていく上で大きな助けとな
ることを期待しています。私は総長に就任して以来、大学を社会や世界に開く窓として位置
づけ、WINDOW構想を掲げてきました。大学に期待される教育、研究、社会貢献という三
つの役割のうち、教育を大学全体の共通なミッションとし、有能な学生や若い研究者の能力
を高め、それぞれの活躍の場へと送り出すことを全学の協力のもとに実施してきました。
WINDOW構想の最初のWはWild and Wise、野生的で賢い能力の育成を目標にしています。
世界の急激な動きに左右されることなく、独創的な考えを発信しながら、自分で判断し行動
できる人を育てたいと思っています。これから社会に出て行く皆さんはぜひその模範とな
っていただきたい。また、WINDOW構想では、女性の活躍を支援して希望のある社会を築
くことを謳い、男女共同参画推進アクションプランを提示しています。本日学位を授与され
た皆さんの中には、718名の女性が含まれています。この数は年々増えていくことでしょう。
ぜひ、ご自身の経験と能力を活かしながら、男女が分け隔てなく、楽しく働ける社会の実現
へ向けて、皆さんのご活躍を期待しています。 
さて、本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみると、京都大学らしい普遍的な

現象に着目した多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反
映した内容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との交流、多文化共生、人の
移動や物の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう法や経済の再考、
心の病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。ほとんどの研究テーマは私の属
する学問分野の外にあって、私の理解力をはるかに超えているのですが、なかでも私の興味
を引いた論文をいくつか挙げてみることにします。 
たとえば、工学研究科の田中皓介さんの「公共事業を巡る報道と世論についての実践的社

会科学研究」は、戦後日本における公共事業を巡る新聞社説論調を定量的に分析し、年代を
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重ねるごとに批判的な論調が強まり、2000年代がそのピークで，2010年代には肯定的な論
調が増えていることを指摘しています。その原因としては一般に言われているような上司
からの指示や外部からの圧力と言うよりは、反感を招きにくい無難な記事を重宝し，多様性
よりはわかりやすい記事を書く慣習の存在が挙げられています。地球環境学舎のSandra 
milena CARRASCO MANSILLAさんの「 Post-disaster housing and resident-initiated 
modifications -Spontaneous housing modifications in disaster-induced resettlement sites in 
Cagayan de Oro, Philippines 災害後の住宅再建と住民主導の増改築─フィリピン，カガヤ
ンデオオロ市における災害後の再定住地区における自発的な増改築」は、2011年にワシ台
風により甚大な被害を受けた同地区で実施された再定住プロジェクトについて、復興住宅
建設のプロセス、住民による増改築の実態を調べ、行政主体の建設に加えてNGOの指導に
より増改築を実施することで耐久性、耐震性、耐風性を備えたレベルの高い増改築が実現で
きることを提言しています。アジア・アフリカ地域研究研究科の佐藤麻理絵さんの「現代中
東における難民問題とイスラーム的NGO─難民ホスト国ヨルダンの研究」は、現在の中東
が国民国家体制を採用することで、生態的・歴史的特質に合致しない擬制的な国家群を生み
出したことが紛争や戦争による難民を増加させる結果となったことを指摘しています。そ
の事実を踏まえ、今後の難民問題の対処には国際機関と当該国を補完する欧米系のNGOと
イスラーム的なNGOのもつ、即応的対応力を活用するような有機的な連携の構築が必要な
ことを提言しています。論文博士（農学）の山端直人さんの「集落共同による獣害対策の多
面的な効果に関する研究─ニホンザル被害対策としての集落による組織的な追い払い活動
に着目して─」は、三重県内の農業集落を対象にしてサルの行動域調査や農家へのアンケー
ト調査を行い、組織的なサルの追い払い状況を把握する三つの指標（対目撃追い払い率、農
家参加率、予防的追い払い率）をもとに分析を行った結果、集落ぐるみの追い払いに継続的
に取り組んだ集落のほうが被害の軽減だけでなく、営農意識の向上や「集落の力」の向上な
どに効果が得られることを指摘しています。また、人間・環境学研究科の株本千鶴さんの
「「死にゆくこと」の現代的変容に関する社会学的研究─日本と韓国のホスピスの＜医療化
＞を廻って─」は、欧米からホスピスケアを導入した両国で医療化の進展状況を、専門化、
制度化、商業化という視点から分析しています。医療化がすでに起きている日本では医療者
以外のケア従事者が不十分であり、初期段階にある韓国では非医療機関のホスピスケアを
提供する従事者が多様です。両国が抱える共通の問題は、ホスピスケアに対する患者・家族
のニーズが確認できないことであり、その原因の一つは自己決定や自律性の原則がないこ
とだと指摘しています。これらの論文は現代世界で起こっている問題に鋭い分析のメスを
入れ、その解決へ向けて提言を出すということで共通しています。未来へ向けての適切な道
標となると思います。この他にも、タイトルを見ただけでも中身を読んで詳しく内容を知り
たいという気持ちをかき立てる論文や、私の理解能力を超えたたくさんのすばらしい研究
が学位論文として完成されており、私はその多様性に驚きの念を禁じえませんでした。この
多様性と創造性、先端性こそが、これからの世界を変える思想やイノベーションに結びつい
ていくと確信しています。 
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研究とは今すぐに社会に役立つものばかりでなく、後の世で大きな力を発揮する可能性
を秘めたものだと私は思います。大正末期から昭和にかけて琉球文化を研究した鎌倉芳太
郎という人物がいます。香川県に生まれ、東京美術学校を卒業し、23歳で美術教師として沖
縄にやってきた鎌倉は、沖縄の島々を精力的にめぐって膨大な史料を集め、記録をとり、写
真を撮影しました。さらには60歳を迎えてから沖縄の伝統的な紅型、これは「ベニ」の「カ
タ」と書いて「ビンガタ」と読む、沖縄の伝統的な染めの技法ですが、その型絵染作家とし
て創作活動を始め、74歳で人間国宝になっています。私が感動を覚えたのは、彼が執念のよ
うに収集した史料や写真が、第二次世界大戦で破壊された首里城の復元と琉球文化の復活
に大きな力を発揮したことです。それは、鎌倉が首里の上層士族の家に下宿したことが発端
となっています。この旧家で気に入られて家族同然の暮らしをした鎌倉は、首里の言葉と文
化を学び、それが後に首里の人々の胸襟を開いて貴重な史料の記録と撮影を可能にしたの
です。灰燼と帰した首里城復活の声が上がったとき、鎌倉が大切に保存していたガラス乾板
が首里城といくつも文化財を正確に伝えてくれたことが、首里の歴史と文化の見事な復元
に結びついたのです。カメラを構えたとき、鎌倉は首里文化の復活に貢献しようとしていた
わけではありません。また、その当時、首里の文化は日本本土の文化に圧倒され滅びようと
しており、魅力を感じて研究しようとする内地の学者はほとんどいなかったのです。鎌倉が
時流に乗ることなく、その目で見た首里の文化に憧れ、その美を追求し、それを保存しよう
と熱意を注いだことが、時代の荒波に翻弄されるなかで偶然にも大きな役割を演じること
になったのです。研究とはまさにそのような、時代を超えて思わぬ価値を発揮するものだと
私は思います。鎌倉の生涯は、与那原恵氏の「首里城の坂道」という本になり、2014年に河
合隼雄学芸賞を受賞しました。河合先生は京都大学理学部に学び、長い間教育学部で教鞭を
とられ、文化庁長官になられた方です。ユングの研究者として著名で、こころと文化を深く
分析した論考を数多く残されています。与那原氏の受賞によって、この二人が出会い、その
世界がつながったことを私はとてもうれしく思います。 
ここに集った皆さんの学位論文も、将来また違った価値をもって賞賛されることがある

かもしれません。これから社会に出る皆さんや、研究の世界に残る皆さんの、これから歩む
人生を、将来見つめなおしてくれる人が現れるかもしれません。皆さんの学位論文は、未来
の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さんの残す足跡は後に続く世代の目標となります。
その価値は，皆さんが研究者としてのリテラシーを守れるかどうかにかかっていると思い
ます。昨今は科学者の不正が相次ぎ、社会から厳しい批判の目が寄せられています。皆さん
が京都大学で培った研究者としての誇りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んで
ください。 
本日は誠におめでとうございます。 
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卒業式〔2015 年度〕 
2016（平成28）年３月24日 

 
本日、京都大学を卒業される2,876名の皆さん、誠におめでとうございます。ご来賓の井

村裕夫元総長、長尾 真真元総長、名誉教授、列席の理事、副学長、学部長、部局長をはじめ
とする教職員一同とともに、皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます。あわせて、今日
の卒業式を迎えるまでのご家族および関係者の皆様よりいただいた数々の厚いご支援に対
し、心より御礼申し上げます。京都大学が1897年に創立され、1900年に第１回の卒業式を
迎えて以来、119年にわたる京都大学の卒業生の数は皆さんを含めて202,725名になりまし
た。 
さて、皆さんは入学以来、どのような学生生活を送ってきたでしょうか。本日はぜひ、こ

の数年間京都大学で過ごした日々のことを思い出してください。厳しい受験戦争を勝ち抜
いて入学した皆さんは、京都大学にどんな期待や夢を抱いていたでしょうか。今日、卒業式
を迎えるまでの数年間、それは叶えられたでしょうか。それとも、その夢は大きく変貌を遂
げたのでしょうか。そして、皆さんがこれから歩んでいこうとされる道は、そのころの夢と
どうつながっているのでしょうか。 
私が京都大学で過ごした1970年代は、日本が大きく変わろうとしていた時代でした。入

学した年には大阪で万国博覧会があり、世界の科学技術が競い合って展示され、新しい文明
や宇宙への夢が大きく花開きました。同時に日米安保条約の改定をめぐって学生運動が過
激な政治闘争へと発展し、内ゲバやテロなど悲惨な事件が多発しました。生協の食堂でテレ
ビを見ているとき、三島由紀夫の割腹自殺を告げるニュースが画面に流れ、私は大きなショ
ックを受けたことを覚えています。新しい時代が始まる予感はまだありませんでしたが、あ
る時代が終わったことを確信させる事件でした。私はそのとき、日本に、そして大学に学ぶ
べきものは残っているのだろうか、という疑問を心に抱いたのです。 
あの時代、新しい知識を得る源泉は、映画と本でした。私が高校生のころ、卒業という映

画が封切られ、大ヒットしていました。アメリカの大学を卒業したばかりのベンが故郷で再
会した幼馴染のエレン。その母親との不倫とエレンとの恋の葛藤が、サイモンとガーファン
クルの不思議なメロディーに乗って私たちの心に迫ってきます。ベンを拒否したエレンが
別の男性と結婚式を挙げようとしているところに、ベンが飛び込んでいって、心を翻したエ
レンと駆け落ちをするシーンがエンディングなのですが、バスに飛び乗った二人を眺める
老人たちの目が印象的です。世間の常識を破り、親と決別して新しい道を歩みだした彼らを
待っているのは、冷たい伝統と倫理の壁なのか、それとも新しいものを受け入れる暖かい社
会なのか。それを問いかけている映画だったと思います。それはまさに、日本の大学を卒業
する学生たちにも共通する問題でした。 
当時の学生のほとんどが読んでいた柴田 翔の「されどわれらが日々」という小説があり

ます。東大生の主人公が古本屋でＨという作家の全集に出会い、それが奇妙にからみついて
くるような印象にとらわれたことから物語は始まります。古本屋の常連だった私も、同じよ
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うな感情を抱いたことがあります。それは、その本の内容を知る以前に、本が私の手元に来
たがっている、作者が紡いだ物語の世界が私に何かを見せたがっているような気分なので
す。そして、本を開くと見ず知らずの誰かが書き込んだ傍線やメモ書きが目に映り、思いが
けずその本と親しんだ読者とめぐり合う。「されどわれらが日々」の主人公も購入したＨ全
集に押してあった蔵書印から、付き合っている彼女や、政治運動をともにした仲間との関係
を問い直し始めるのです。そのとき、真摯に心を吐露する方法は対話と、そして手紙でした。
研究生活に進んだ仲間が主人公に語った言葉があります。「ぼくは、一つだけ自分に課して
守ろうとしていたことがある。それは、どんなに多くの人が賛成することでも、どんなにう
まく形が整っていても、ただ、自分で考えてみて、隅から隅まで納得の行くこと以外は、何
も決して信じまいということなんだ」。大学に入ってから、私は何度もこの言葉を反芻した
ことを覚えています。 
柴田 翔と同い年に歌人であり劇作家であった寺山修司がいます。「マッチ擦るつかのま

海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」という歌に心を衝かれ、日本人としてのアイデ
ンティティを改めて見つめなおした人々がそのころはたくさんおりました。私の学生時代、
日本の風景は大きく変貌しました。あちこちでダム建設が始まって多くの村が水没し、住民
たちは新しい土地へ移住を余儀なくされました。全国に高速道路やスーパー林道が建設さ
れて山や森が分断され、造林政策によって広葉樹林は杉や檜の単層森へと変わっていきま
した。都市には新しい文化が溢れ、次々に多様な価値観が流れ込み、生まれる時代でした。
そんな時に、寺山は「書を捨てよ、町へ出よう」という本を書いて、若者たちに常識や伝統
を疑い、日々の生活の裏に隠されたさまざまな企みを見破ることを奨励しました。私も大学
だけが学びの場ではなく、キャンパスの外にこれからの世界を色付けていく多様な兆候を
読み取らねばならないと感じていました。 
開学以来、京都大学は対話を根幹とした自由の学風を伝統としています。私もその伝統を

じゅうぶんに活かしながら、時代の風を感じ取ってきました。私が目を開かれたのは、学問
分野の壁を越えて話し合う数々の自主ゼミや研究会でした。そのなかで私は、多くの異なる
考え方に出会い、違った世界の解釈の仕方に耳を傾けました。そのころ手にした本の中で最
も大きく心を揺さぶられたのは、伊谷純一郎の「ゴリラとピグミーの森」でした。独立前夜
のアフリカに単身乗り込み、野生のゴリラを追って密林の奥まで自分の足で入っていく。そ
の過程で著者は今までに見たことも聞いたこともない体験を積み重ねていきます。そこで
問われるのは、日本という小さな国の文化ではなく、ゴリラと共通の祖先から進化した人間
という生命体の存在と由来でした。自分は人間でありながら、その由来についてまだ何も確
かなことを理解していない。その事実は大きな衝撃を私に与えました。しかも、恥ずかしい
ことに、その本の著者が私の所属する理学部の教員であることに私は初めて気がついたの
です。すぐに私は伊谷先生に会いにいき、アフリカの原野に人間の由来を求めて思いをはせ
るようになったのです。それが私の人生の大きな転機となりました。 
皆さんが京都大学で過ごした数年間も、世界は大きく変貌しました。入学前後に東日本大

震災が起こり、放射能に汚染されて人間が居住できない地域が日本に出現しました。エネル
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ギーに対する考え方と原発に支えられてきた豊かな暮らしについて、大きく見直しが求め
られるようになりました。環境汚染や地球温暖化による影響で、地球の利用できる資源が急
速に劣化していることが明らかになり、人間の活動にさまざまな規制がかけられるように
なりました。民族や宗教による対立が激化し、多くの難民が生み出されて、各国のこれまで
の協力体制や連携にひずみが生じています。こういった社会や世界の急速な動きのなかで、
皆さんは何を考え、どういった決意を新たにしてきたのでしょうか。 
知識を得る方法も、現代は私たちの時代と大きく異なります。それは1970年の万博で予

測されていたことですが、情報機器の発達により、いつでもどこでも、簡単に既存の知識に
アクセスできるようになりました。膨大な映像が情報機器を通じて無料で流され、もはや、
本は知識を得る貴重な手段ではなくなりました。メールや携帯電話が主要な伝達の手段と
なり、手紙を書くことはめったになくなりました。しかし、対話だけはこころを伝え合い、
議論を通じて新しい考えを生み出す手段として今も生き続けています。 
今日卒業する皆さんも、これまでに京都大学を卒業した多くの先輩たちと同じように自

由闊達な議論を味わってきたと思います。その議論と学友たちはこれからの皆さんの生き
る世界においてきわめて貴重な財産になるでしょう。京都大学には創造の精神を尊ぶ伝統
があります。まだ誰もやったことのない未知の境地を切り開くことこそが、京都大学の誇る
べきチャレンジ精神です。今日卒業する皆さんのなかにもさまざまな突出する能力を身に
着け、すでにそれを発揮して活躍している方が多いだろうと思います。京都大学で磨いた能
力を示し、試す機会がこれからはきっと多くなることでしょう。しかし、忘れてはならない
ことは、自分と考えの違う人の意見をしっかりと聞くことです。しかも複数の人の意見を踏
まえ、直面している課題に最終的に自分の判断を下して立ち向かうことが必要です。自分を
支持してくる人の意見ばかりを聞いていれば、やがては裸の王様になって判断が鈍ります。
このとき、京都大学で培った「対話を根幹とした自由の学風」がきっと役に立つはずです。 
京都大学は「地球社会の調和ある共存」を達成すべき大きなテーマとして掲げてきました。

現代はこの調和が崩れ、多様な考えを持つ人々の共存が危うくなっている時代です。皆さん
もこれから世界のあちこちでこのテーマに抵触する事態に出会うことでしょう。そのとき、
京都大学の自由な討論の精神を発揮して、果敢に課題に向き合ってほしいと思います。皆さ
んがこれから示すふるまいや行動は、京都大学のＯＢ、ＯＧとして世間の注目を浴び、皆さ
んの後に続く在校生たちの指針となるでしょう。これから皆さんの進む道は大きく分かれ
ていきます。しかし、将来それは再び交差することがあるはずです。そのときに、京都大学
の卒業生として誇れる出会いをしていただけることを私は切に願っています。 
本日は誠におめでとうございます。 
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学部入学式〔2016 年度〕 
2016（平成28）年４月７日 

 
本日、京都大学に入学された2,997名の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。列席

の理事、副学長、学部長、部局長、および教職員とともに、皆さんの入学を心よりお祝い申
し上げます。同時に、これまでの皆さんのご努力に敬意を表しますとともに、皆さんを支え
てこられましたご家族や関係者の皆さまにお祝い申し上げます。 

 
ここ京都は、三方を山に囲まれた盆地で、京都大学はその東の端に位置し、近くに吉田山

や大文字山が望める風光明媚な場所にあります。この季節は、さまざまな木々が芽吹き、新
緑が山々を彩ります。人々はこの鮮やかな色彩に心を躍らせ、新しい学びの場や職場でそれ
までに蓄えてきた気力や体力を発揮して活動の舞台に臨むのです。本日入学式にお集まり
いただいた皆さんも、この春の季節の明るい光とみずみずしい風に乗って、新しい活躍の舞
台に上がろうとされているのだと思います。京都大学はそれを心から歓迎すると同時に、皆
さんがこの京都大学で世界に向かって羽ばたく能力を磨いていただくことを願っています。 

 
さて、京都大学はその基本理念として自由の学風を謳っています。基本理念の前文では、

「京都大学は、創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつつ、多元的な課題の解
決に挑戦し、地球社会の調和ある共存に貢献するため、自由と調和を基礎に、ここに基本理
念を定める。」とあります。自由とは、自由の学風とは何でしょうか。京都大学の前身、京
都帝国大学の創立は1897年ですが、その創設に大きく関わった人物に、当時文部大臣であ
った西園寺公望がいます。彼は、「政治の中心である東京から離れた京都に、自由で新鮮な
発想から真の学問を探求する学府」を作るという希望を述べています。西園寺は、若いころ
に９年間フランスへ留学していますが、本学の初代総長になった木下廣次も４年間パリ大
学に留学しています。木下は、「自重自敬」という言葉を京都大学の理念としていますが、
創設に関わった二人の考えはフランスの自由思想に基づいていたと思われるのです。 

 
ご存知のように、３色に染め抜かれたフランス国旗の青は自由、白は平等、赤は博愛を意

味します。18世紀末のフランス革命の際、パリ市民軍の帽章に用いられた３色の色を国旗に
したのですが、青の自由はジャン・ジャック・ルソーの思想に基づいています。すなわち、
個人の自由と権利を尊重し、社会における個人の自由な活動を重んずる考え方です。ちなみ
に、京都大学のスクールカラーは濃青、濃い青で、東京大学は淡青、淡い青です。これは1920
年に行われた両大学のボート部における第１回対抗戦の際、イギリスのオックスフォード
（濃青）とケンブリッジ（淡青）のスクールカラーにちなんだとされており、自由とは直接
つながってはおりません。ただ、少なくとも京都大学の創設に当たっては、西園寺と木下は
フランスの自由主義を重視していたに違いありません。つまり、そこには個人の自由という
発想が根幹を成していたと思われるのです。 
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しかし、自由というのは簡単に得られるわけではありません。そもそもルソーは、自然状

態の人間に社会を前提としていませんでした。自分の欲望だけに忠実な存在から、契約を通
していかに社会が立ち上がってきたかを考えたのです。それを理想としたフランス革命は、
多くの同志を断頭台へ送る結果となり、その後フランスは過酷な戦争に明け暮れました。個
人の自由とは自分だけで定義できず、他者から与えられるものであるからこそ、人間の作る
社会には多くの矛盾と葛藤が生まれるのです。その他者とは誰なのか。個人の自由が及ぶ範
囲はどこなのか。その答えをめぐって、世界は苦悩し、各地で戦争が繰り広げられました。
第二次世界大戦でドイツの占領下にあったフランスでレジスタンス運動に奔走したポール・
エリュアールは、「自由」という21節からなる詩を発表しました。その最初の節は、 
 

Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J'écris ton nom 

 
わたしの学習帳のうえに 
わたしの机のうえ、そして樹木のうえに 
砂のうえ、雪のうえに 
わたしは書く、あなたの名を 

 
最後の節は 
Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
 
Liberté 
 
そして、ひとつの言葉のちからによって 
わたしは、わたしの生をふたたびはじめるのだ 
わたしは生まれたのだ、あなたを知るために 
あなたの名を呼ぶために 
 
自由（Liberté） 
 
このLiberté自由という言葉は、フランス人にとって特別な、そしてこの上なく美しい響
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きをもっているようです。この詩は、人間にとって決してあきらめてはいけない希望が自由
であること、そしてそれは言葉によって生まれ、保障されるということを語っているように
聞こえます。たしかに、それは真実だと思います。しかし、社会は言葉によってできたわけ
ではありません。動物にも社会があり、複数の個体が秩序を持って共存していることを発見
し、主張したのは、第二次世界大戦直後に京都大学で生まれた霊長類学でした。創始者の今
西錦司は、人間の社会と動物の社会は進化の中で連続していることを説き、動物の社会を成
り立たせている原理から人間の社会が創られた進化の過程を描き出す重要性を強調しまし
た。弟子の伊谷純一郎は、ルソーの「人間不平等起源論」に疑義を唱え、サルの段階ですで
に先験的な不平等による社会が成立しており、人間の社会はその不平等の上に条件をつけ
て平等を実現させようとしたという仮説を立てました。わたしはそこに、自由は勝ち取るも
のではなく、他者との共存を希求するなかで、相互の了解によって作られるもの、という発
想を読み取れると考えます。自由にとって、平等と博愛は不可欠な条件ではありません。し
かし、人間の社会には，これらの３つの精神が必要なのです。そして、言葉はこれらの精神
を謳いあげるとともに、人々を傷つけ、自由を束縛し、不平等を正当化する武器ともなりま
す。現代の社会で起こっている抑圧や虐待は、この言葉に発する暴力によっているといって
も過言でありません。 

 
日本国憲法にも、これらの精神が謳われています。11章103条からなる日本国憲法のなか

に、自由という言葉は11回登場します。前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく
恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と述べ、第14条
では、「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ
り、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明記しています。学問につ
いては、第23条で「学問の自由は、これを保障する」と謳っています。では、「学問の自由」
とは何でしょうか。それは、「考える自由、語る自由、表現する自由」だと私は思います。
京都大学は、「多様かつ調和のとれた教育体系のもと、対話を根幹として自学自習を促し、
卓越した知の継承と創造的精神の涵養につとめる」ことを伝統としています。自学自習とは、
ただ講義を聞くだけでなく、自分で考えるだけでなく、多くの人々と対話をするなかで自分
の考え方を磨くことを意味し、その上で創造性に満ちた新しい発想を世に出すことが求め
られているのです。まさにこれは、「思考力、判断力、表現力」を自由の名のもとに鍛える
学びの場であるということなのです。京都大学はその学びの場を提供するとともに、自由の
学風のもと、多元的な課題の解決に挑戦し、地球社会の調和ある共存に貢献すべく、質の高
い高等教育と先端的学術研究を推進してきました。これまでに９人のノーベル賞と２人の
フィールズ賞をはじめとする数多くの国際賞の受賞者を輩出してきました。これは、京都大
学が世界をリードする研究を実施してきた証です。これからも学問を志す人々を広く国内
外から受け入れ、国際社会で活躍できる能力を養うとともに、多様な研究の発展と、その成
果を世界共通の資産として社会に還元する責務を果たしていこうと思います。 
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私は京都大学が歩む指針としてWINDOW構想を掲げています。大学を社会や世界に通じ
る窓として位置づけ、有能な学生や若い研究者の能力を高め、それぞれの活躍の場へと送り
出す役割を大学全体の共通なミッションとしたのです。大学の教育とは知識の蓄積と理解
度だけを向上させるものではなく、既存の知識や技術を用いていかに新しい発想や発見が
生み出されるかを問うものです。その創造の精神を教職員と学生が一体となって高めると
ころにこそ、イノベーションが生まれるのです。すべての学生が同じ目標に向かって能力を
高めてもイノベーションには結び付きません。違う能力が出合い、そこで切磋琢磨する場所
が与えられることによって、新しい考えが生み出されていくのです。京都大学は単に競争的
な環境を作るのではなく、分野を超えて異なる能力や発想に出会い、対話を楽しみ、協力関
係を形作る場を提供していきたいと考えています。そういった出会いや話し合いの場を通
じてタフで賢い学生を育て、彼らが活躍できる世界へ通じる窓を開け、学生たちの背中をそ
っと押して送り出すことが、私たち京都大学の教職員の共通の、夢であり目標なのです。 

 
その窓にちなんで、WINDOWという標語を作りました。WはWild and Wise、すなわち

野生的で賢い学生を育てようという目標です。IはInternational and Innovative。国際性豊か
な環境の中で、常に世界の動きに目を配り、世界の人々と自由に会話をしながら、時代を画
するイノベーションを生み出そうとする試みです。NはNatural and Noble。京都大学は、三
方を山に囲まれた千年の都に位置し、自然や歴史の景観に優れた環境にあります。昔から京
都大学の研究者は、これらの豊かな環境から多くの新しい発想を育んできました。哲学の道
を散策しながら練り上げられた西田哲学、北山登山から生まれた霊長類学など、世界に類の
ない新しい発想や学問を生み出してきたのも京都のこうした環境によるところが大きいと
言えましょう。DはDiverse and Dynamic。グローバル時代の到来で、現代は多様な文化が
入り混じって共存することが必要になりました。京都大学は多様な文化や考え方に対して
常にオープンで、自由に学べる場所でなければならないと思います。一方、急速な時代の流
れに左右されることなく、自分の存在をきちんと見つめ直し、悠久の歴史の中に自分を正し
く位置づけることも重要です。OはOriginal and Optimistic。これまでの常識を塗り替える
ような発想は、実は多くの人の考えや体験を吸収した上に生まれます。そのためにはまず、
素晴らしいと感動した人の行為や言葉をよく理解し、仲間とそれを共有し話し合いながら、
思考を深めていく過程が必要です。また、失敗や批判に対してもっと楽観的になり、それを
糧にして異色な考えを取り入れて成功に導くような能力を涵養しなければなりません。最
後のWはWomen and Wish。これからは女性が輝き、活躍する時代です。今日入学したみな
さんの681名が女性であり、これは全入学生の約２割にあたります。女性が増え、女性から
の発想や観点によって新しい研究が始まれば、世界は変わります。京都大学はこれから、勉
学に打ち込める環境作り、女性に優しい施設づくりを実施していきます。 

 
本日、京都大学に入学された皆さんのすべてが、この６月から選挙に参加できるようにな

りました。これまで20歳以上の国民に与えられていた選挙権が、公職選挙法の改正により18
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歳まで引き下げられたのです。皆さんは自分の置かれている環境に対し、その是非について、
その政治的判断について、自ら票を投じて参加できるようになったのです。それはとても大
きな変化だと思います。京都大学の時計台にある迎賓室には、「学徒出陣図」と題する須田
国太郎画伯の絵が掛けられています。須田は京都大学文学部を卒業後、絵画の道を志してヨ
ーロッパに学び、京都大学の学生が召集されて出陣する場面を描きました。それは1943年
11月20日のことで、快晴の比叡山を遠望して学生たちが行進するさまを、須田は実に暗い
色調で描きました。この戦争で京都大学から4,500名に上る学生が入隊し、文系の学生はそ
のうち９割近くを占めました。264名の学生が戦没者として確認されています。当時、選挙
権は25歳以上の男子と定められており、多くの大学生には政治に参加する資格が与えられ
ていませんでした。20歳以上の男女に選挙権が与えられたのは戦後1946年であり、日本国
憲法が公布されたのはその後のことです。学徒出陣に参加した学生たちは自分たちの意思
ではなく、上の世代の決定によって戦争に駆り出されていたのです。このことはしっかりと
心に留めておかねばなりません。皆さんはこの６月から選挙に参加するとともに、日本の政
治の方向性について大きな責任も生じるということを忘れないでください。皆さんの意思
によって、揺るぎなき未来を築くために確かな一票を投じてください。 

 
現代は国際化の時代といわれます。多くの国々から大量の物資や人々が流入し、日本から

も頻繁に出て行きます。自然資源に乏しいわが国は先端的な科学技術で人々の暮らしを豊
かにする機器を開発し、次々にそれを世界へと送り出してきました。海外へと進出する日本
の企業や、海外で働く日本人は近年急激に増加し、日本の企業や日本で働く外国人の数もう
なぎのぼりに増加しています。そうした中、大学ではグローバル化した社会の動きに対応で
きる能力や国際的に活躍できる人材を育ててほしいという要請が強まっています。これか
ら国際的な交渉の場で力を発揮するには、日本はもちろんのこと、諸外国の自然や文化の歴
史に通じ、相手に応じて自在に話題を展開できる広い教養を身につけておかねばなりませ
ん。理系の学問を修めて技術畑に就職しても、国際的な交渉のなかで多様な文系の知識が必
要になるし、文系の職に理系の知識が必要な場合も多々あります。世界や日本の歴史にも通
じ、有識者たりうる質の高い知識を持っていなければ、国際的な舞台でリーダーシップを発
揮できません。京都大学は、全学の教員の協力のもと、質の高い基礎・教養教育の実践シス
テムを組み上げてきました。学問の多様性や階層性に配慮し、クラス配当科目やコース・ツ
リーなどを考案し、教員との対話や実践を重視した少人数セミナーを配置しています。外国
人教員の数も大幅に増やし、学部の講義や実習も英語で実施する科目を配置しました。博士
の学位を取得して、世界で実践的な力を振るえるように、５つのリーディング大学院プログ
ラムを走らせています。この４月には先端的な学術ハブとして高等研究院を立ち上げ、京都
大学の学問を通して全世界にネットワークを広げることにしました。 

 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実し

た生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基
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金を設立しています。本日も、ご家族の皆さまのお手元には、この基金のご案内を配布させ
ていただいております。ご入学を記念して特別な企画も行っておりますので、ぜひ、お手元
の資料をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 

 
皆さんが京都大学で対話を駆使しながら多くの学友たちとつながり、未知の世界に遊び、

楽しまれることを願ってやみません。 
 
ご入学、誠におめでとうございます。 
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大学院入学式〔2016 年度〕 
2016（平成28）年４月７日 

 
本日、京都大学大学院に入学した修士課程2,307名、専門職学位課程318名、博士（後期）

課程854名の皆さん、ご入学おめでとうございます。列席の理事、副学長、研究科長、学館
長、学舎長、教育部長、研究所長および教職員とともに、皆さんの入学を心からお祝い申し
上げます。また、これまで皆さんを支えてこられたご家族や関係者の皆さまに心よりお祝い
申し上げます。 

 
さて、今日皆さんはさらに学問を究めるために、それぞれの学問分野へ新しい一歩を踏み

出しました。京都大学には多様な学問分野の大学院が設置されており、合計23種類の学位が
授与されます。18の研究科、14の附置研究所、17の教育研究施設が皆さんの学びを支えま
す。修士課程では講義を受け、実習やフィールドワークを通じて学部で培った基礎知識・専
門知識の上にさらに高度な知識や技術を習得し、研究者としての能力を磨くことが求めら
れます。専門職学位課程では、講義のほかに実務の実習、事例研究、現地調査などを含め、
それぞれの分野で実務経験のある専門家から学ぶ機会が多くなります。博士後期課程では
論文を書くことが中心となり、そのためのデータの収集や分析、先行研究との比較検討が不
可欠となります。 

 
ここで重要なことは、データに語らせることです。そして、それを分析して得た自分の考

えを仲間に語り、その真価を繰り返し確かめることです。しかし、データに語らせることは
決してたやすいことではありません。そもそも、データの取り方が間違っていれば、採取し
たデータは自分が立てた問いに正しく答えてはくれません。まず、自分が一体何を知りたい
のかを十分に吟味し、問いを立てることが必要ですし、その問いに合った方法論を選ぶこと
が重要となります。 

 
その上で、データを取るわけですが、ここが最も大事な作業であるとともに、思いがけな

い発見が生まれる瞬間でもあるのです。長年、野生のサルやゴリラを対象にフィールド調査
を行ってきた私は、この段階で長い間苦労を重ねました。何しろ、野生のゴリラが人間にな
れていなかったために、思うように行動や社会に関するデータが取れなかったのです。その
ため、毎日森を歩いてゴリラの痕跡を探し、新鮮な足跡を見つけると、それをたどってゴリ
ラを追跡することを続けました。運よくゴリラに出会っても、人間の気配を察知したゴリラ
が一声叫ぶと、群れ全体がさっと視界から消えてしまうことばかりでした。これでは行動の
データを取れません。それでもゴリラがしていることを推理するために、糞を採集してその
内容物から何を食べているかを同定したり、毎晩作りかえるベッドの数や大きさから群れ
の個体数や構成を割り出したりしました。そのうち、ゴリラはだんだんと警戒心を解き始め
るのですが、ここからが正念場です。ゴリラも人間について回られるのは嫌なので、脅かし
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て追い払おうとします。大地が割れんばかりの吼え声を上げて突進してきます。このとき震
え上がって逃げてしまったら、ゴリラはわが意を得たとばかり、攻撃すれば人間は退散して
くれると思い込んでしまいます。どんなに脅されても一歩も引かず、正面から向き合ってゴ
リラと対峙することが必要なのです。攻撃してもむだだとわかると、ゴリラはしだいに怒り
を抑えて、人間が接近するのを許すようになります。 

 
私たち観察者が後を着いて歩くのをゴリラが気にかけないようになり、ついには群れの

中に入っていっても普段の暮らしを乱さないようになって、初めてゴリラの自然な行動を
記録できるようになるのです。ここまでふつうは５年以上かかります。その間、思うような
データを取れず、間接的な証拠からゴリラはこんな行動をしているに違いないなどと憶測
をめぐらせる日々が続きます。それだけに、実際ゴリラの行動を見ることができるようにな
って、その憶測を確かめられたときの感激はひとしおです。たとえば、食物を分配する行動
はチンパンジーでよく知られていましたが、ゴリラでは報告されていませんでした。でもそ
れは、これまで調査されていたゴリラが高い山にすむマウンテンゴリラで、甘く栄養価の高
いフルーツが実らない環境条件にあるからだと私は思っていました。近年、アフリカ低地の
熱帯雨林にすむローランドゴリラの調査を始めると、チンパンジーと同じように多種類の
フルーツを食べることが分かってきました。私は、低地のゴリラたちがきっと食物を分配し
ているに違いないと思い、何とかその場面を見られないものかと期待しながらゴリラを追
いかけていました。そして、ある群れのゴリラたちと付き合い始めてから６年目に、ゴリラ
たちがフットボールぐらいの大きさのフルーツを分けて食べるのを観察することができた
のです。しかも、それは私が想像していたようなチンパンジーの分配行動とは違っていて、
フルーツのかけらを地面に落として仲間に取らせるゴリラらしい分配方法でした。とうと
うそのシーンを見ることができたという感慨とともに、想像を超える展開に私は目を見張
りました。しかし、そのシーンを写真に撮ることに成功したものの、ゴリラの分配行動につ
いて論文を仕上げるにはそれからさらに４年の歳月が必要でした。その後、調査をともにし
た仲間たちが見たゴリラの分配行動と合わせて状況を分析し、チンパンジーや他の霊長類
の報告と比較しながら、ゴリラの分配行動の進化史的意義を検討しなければならなかった
からです。それは楽しい作業でしたが、時にはとても辛抱や忍耐を要することでもありまし
た。でも、私は自分が見たことは世界中でまだ誰も体験したことがない現象であることを知
っていました。その意味を明らかにし、公表することは私たちの義務であると感じていたの
です。それは、一般の人々にとって何の意味もない、取るに足らないことかもしれません。
しかし、ひょっとしたら私たちの発見がゴリラの進化に関するこれまでの常識を変え、ゴリ
ラと共通の祖先を持つ私たち人間に対する理解を変えるかもしれないと私は思っています。 

 
日本で最初にノーベル賞を受賞した湯川秀樹先生は、1962年のノーベル賞受賞13年後に

開かれた京都大学の教官研究集会で、大学の本来の使命とは、「私たちの生きている、この
世界に内在する真理を探究し、真理を発見し、学生たちに、後進の人たちに、そして学外の
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人たちにも真理を伝達すること」と語っています。真理の性格について、湯川先生はまず、
真理はその現実の姿においては、多方面にわたって集積されてきた、非常に多数の事実、そ
れらの事実の全体の中の一部分を支配する法則、それらの法則のいくつかを自己の中にふ
くむ理論体系─そういう諸事実、諸法則、諸理論の全体であると述べます。しかし、それが
最終的意味における真理の全部ではありません。現実において私たちの知っている真理は
部分的なものであると同時に、非常に多くの方面に分化しています。同じ法則、あるいは原
理が、他の種類の現象に対しても同様に成立するというわけにはいかず、両方に共通する原
理がまだ知られていないという場合もあるのです。現在までに世界各国の学者の手がまだ
のびていない領域、すなわち未知の領域が存在すること、またすでに研究の手がのびている
領域に関してもそこに多くの未解決の問題が残っていることを、研究者は知っている、と湯
川先生は言います。そして、学問的真理がこのような性格を持つものであればこそ、「真理
の探究」ということが重要な意味を持つのであり、学問とは全体として固定されてしまった
何物かではなく、新しい事実、新しい法則─ 一口にいって新しい真理の発見によって変化
し、成長し続けていくものである、と述べておられます。 

 
現在、大学の研究は産業界の発展に結びつくことが期待されていますが、京都大学は社会

にすぐ役立つ研究だけを奨励しているわけではありません。開学以来、対話を根幹とした自
由の学風を伝統とし、独創的な精神を涵養してきました。それは、多様な学びと新しい発想
による研究の創出につながります。皆さんはこれから専門性の高い研究の道へ入られるわ
けですが、それは狭き道をまっしぐらに進むことを意味するわけではありません。多くの学
友や異分野の研究者たちと対話を通じて自分の発想を磨くことが、真理の道へ通じるので
す。今日、京都大学の大学院に入学した皆さんも、いつかは自分の専門を離れて別の学問領
域に目を向ける日が来るかもしれません。それも自分の学問分野で成功するのに匹敵する
輝かしい飛躍であり、新たな可能性を生み出す契機となると私は考えています。どうか失敗
を恐れず、自分の興味の赴くままに、研究生活に没頭してください。京都大学はそれにふさ
わしい環境を提供できると思います。 

 
京都大学には34のユニットがあり、学際的にさまざまな教育・研究活動を行っています。

複数の研究科、研究所、研究センターからなる教育プログラムや研究プロジェクトが走って
おりますので、ぜひ参加をして多様な学問分野に目を開き、創造性を高めてください。さら
に、博士の学位を得て実践的な舞台でリーダーシップを発揮する５つのリーディング大学
院プログラムが実施されています。京都大学大学院思修館、グローバル生存学大学院連携プ
ログラム、充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム、デザイン学
大学院連携プログラム、霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院プログ
ラムがあり、それぞれ連携する大学院が指定されていますので、ぜひ関心を持っていただき
たいと思います。また、昨今は、データの改ざんや剽窃など、論文制作に関わる不正行為が
数多く指摘され、世間の厳しい目が研究者に注がれています。ぜひ、研究倫理を守り、独創
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性の高い研究を実施して、大きな成果を挙げていただきたいと思っております。 
 
日本は、博士の学位を取得した学生が産業界に就職しにくいと言われてきましたが、最近

は多くの企業が国際化する中で、博士の学位を持つ人材を積極的に雇用する兆しが見え始
めています。それには大学院在籍中に企業の実践的な現場を知ることが重要で、本学でも産
学協同イノベーション人材育成コンソーシアム事業として、多くの企業に参加してもらい、
中長期のインターンシップやマッチングを実施しています。社会に出る前に産業界の現場
を経験し、自分の能力や研究内容に合った世界を知る機会を増やそうと考えております。ま
た、国際的な舞台で活躍できる能力を育成するために、海外のトップ大学とダブル・ディグ
リーやジョイント・ディグリーを増やそうとしています。現在、京都大学はロンドン、ハイ
デルベルク、バンコクに海外拠点をもち、ヨーロッパやアジアの大学との連携を強めており
ますが、今年は北米やアフリカにも拠点を設け、大学間交流の場を増やしていこうと考えて
いるところです。すでに京都大学の多くの部局は世界中に研究者交流のネットワークや拠
点をもっており、これらの拠点を活用しながら、共同研究や学生交流を高め、国際的に活躍
できる機会と能力を伸ばしていく所存です。 

 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実し

た生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基
金を設立しています。本日も、ご家族のみなさまのお手元には、この基金のご案内を配布さ
せていただいております。ご入学を記念して特別な企画も行っておりますので、ぜひ、お手
元の資料をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 

 
本日は、誠におめでとうございます。 
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博士学位授与式〔2016 年度〕 
2016（平成 28）年９月 23 日 

 
本日、京都大学から博士の学位を授与される 190 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、58 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した博士号は 42,746 となります。列席の理事、副学長、研究科長、学館長、学舎
長、理事補をはじめとする教職員一同とともに、皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げ
ます。 
 
京都大学が授与する博士号には、博士（文学）のように、それぞれの学問分野が付与されて
おり、合計 22 種類もあります。これだけ多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力
を磨き、その高みへと上られたことを、私は心から誇りに思い、うれしく思います。本日の
学位授与は皆さんのこれまでの努力の到達点であり、これからの人生の出発点でもありま
す。今日授けられた学位が、これから人生の道を切り開いていく上で大きな助けとなること
を期待しています。 
 
私は総長に就任して以来、大学を社会や世界に開く窓として位置づけ、WINDOW 構想を掲
げてきました。大学に期待される教育、研究、社会貢献という三つの役割のうち、教育を大
学全体の共通なミッションとし、有能な学生や若い研究者の能力を高め、それぞれの活躍の
場へと送り出すことを全学の協力のもとに実施してきました。WINDOW 構想の最初の W
は Wild and Wise、野生的で賢い能力の育成を目標にしています。I は International and 
Innovative、世界の舞台に立って、独創的な考えを発信しながら、自分で判断し行動できる
人を育てたいと思っています。NはNatural and Noble、D はDiverse and Dynamic、O は
Original and Optimistic、最後のW はWomen and Wish です。これから社会に出て行く皆
さんはぜひその模範となっていただきたい。また、WINDOW 構想では、女性の活躍を支援
して希望のある社会を築くことを謳い、男女共同参画推進アクションプランを提示してい
ます。本日学位を授与された皆さんの中には、46名の女性が含まれています。この数は年々
増えていくことでしょう。ぜひ、ご自身の経験と能力を活かしながら、男女が分け隔てなく、
楽しく働ける社会の実現へ向けて、皆さんのご活躍を期待しております。 
 
さて、本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみますと、京都大学らしい普遍的な
現象に着目した多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反
映した内容が目に留まります。グローバル化にともなう国際法の整備、異文化との交流にお
ける観光戦略、少子高齢社会のあり方、情報技術、地球規模の気候変動や災害、社会の急激
な変化への対策、心の病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。ほとんどの研究
テーマは私の属する学問分野の外にあって、私の理解力をはるかに超えているのですが、な
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かでも私の興味を引いた論文をいくつか挙げてみることにします。 
 
法学研究科の山田卓平さんの「国際法における緊急避難」は、義務的裁判を前提とできない
国際社会において緊急例外の必要性とその機能を分析しています。これまでの国家の緊急
事態にこの例外がどのように作用してきたかを検証し、現在の状況に実践的な効果を発揮
するために規範内容のさらなる緻密化・明確化、国家責任法体系の見直しや、個別的緊急例
外規則の整備の必要性を提言しています。 
 
人間・環境学研究科の Daniel Jerome Milne さんの「Discourses of Japan in Anglophone 
Tourist Guidebooks:Transformations and Continuities Since the End of the 19th Century」
は、19 世紀末から現代までに日本、英国、アメリカ、オーストラリアで発行された英語の
観光ガイドブックに、日本がどのように表象されてきたかを分析しています。英語圏ではツ
ーリズムの発展が植民地主義の拡大や国際政治の動きと強く結びついており、西洋の日本
への見方にもオリエンタリスト的な要素が存在します。それはツーリズムの大衆化や、日本
の軍事力や政治力の強まりとともに変化し、戦後は女性性を強める日本が、さらに現代では
超モダンなものと伝統的なものとの混合体として表象されるようになりましたが、そこに
も意識的、無意識的な多様なオリエンタリスト的な影響があると考察しています。 
 
工学研究科の宮野順子さんの「高齢者の共同居住に適合した住宅の運営手法に関する研究」
は、親子や配偶関係といった社会的紐帯を有する個人が減少するなかで、共同居住が成立す
るための背景因子をさまざまな事例分析から考察し、今後の運営に資する知見として、（1）
居住者の主体性に期待せず、交流の機会を設ける。（2）高齢者のなかでも、世代を混在させ
る。（3）長期居住を志向する枠組みをつくる。（4）第三者の目をもつこと、が重要であるこ
とを指摘しています。 
 
情報学研究科の満永拓邦さんの「Cryptographic Protocols for Secure Electronic Commerce」
は、サイバー攻撃による被害が深刻化するなか、暗号理論に基づき、多角的な観点から安全
な電子商取引の実現を考察しています。オンラインオークションのセキュリティについて
の効率的なプロトコル、逸脱するプレイヤーに罰則を与えるパニッシュメント戦略、電子商
取引をシステム上で実装した際のセキュリティ課題を解消するための、Web Storage という
機能を用いた安全な認証方式を提案しています。 
 
地球環境学舎の塩野崎和美さんの「奄美大島における外来種としてのイエネコが希少在来
哺乳類に及ぼす影響と希少種保全を目的とした対策についての研究」は、イエネコの生態学
的研究と、イエネコに対する住民の意見や意識を把握する社会学的研究を組み合わせて、現
状の把握と対策の検討を行っています。イエネコが希少哺乳類のアマミノクロウサギ、アマ
ミトゲネズミ、クマネズミを主な餌としていること、森林部全域で 800 頭を超えるノネコ
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（野生生物を餌とするイエネコ）が生息し、年間約 1 万頭のアマミノクロウサギが捕食さ
れている可能性があるという報告は衝撃的です。「飼い猫の適正飼養条例」で定められてい
る「餌やりの禁止」が、飼い主のいないイエネコの餌資源として野生動物への依存度が増し
ていることを指摘し、住民意識の向上と適正な条例改正が望ましいと提案しています。 
 
これらの論文は現代世界で起こっている問題に鋭い分析のメスを入れ、その解決へ向けて
提言を出すということで共通しています。未来へ向けての適切な道標となると思います。こ
の他にも、タイトルを見ただけでも中身を読んで詳しく内容を知りたいという気持ちをか
き立てる論文や、私の理解能力を超えたたくさんのすばらしい研究が学位論文として完成
されており、私はその多様性に驚きの念を禁じえませんでした。この多様性と創造性、先端
性こそが、これからの世界を変える思想やイノベーションに結びついていくと確信してい
ます。 
 
京都大学は研究大学として世界に冠たる実績を残しています。9人のノーベル賞、2人のフ
ィールズ賞などをはじめとする数々の国際賞はその証左として、京都大学が大いに誇ると
ころです。しかし、京都大学の研究には別の誇れる実績があります。この 7 月に、私はアフ
リカのケニア共和国の首都ナイロビを訪問しました。ここには日本学術振興会のリエゾン
オフィスがあり、今年はその 50 周年に当たるというので、それを祝う記念シンポジウムが
開催されたのです。私は 1980 年から 82 年までそのオフィスに駐在員として勤めたことが
あり、長年京都大学は多くの研究者を駐在員として派遣してきました。そこで、この機会に
京都大学アフリカ同窓会を結成しようと考え、アフリカ各地から京都大学に留学経験のあ
る方々に声を掛けました。多くの方々に集っていただき、京都大学時代の勉学や研究の話に
花が咲きましたが、一つとても印象に残ったことがあります。それは、みなさんが口々に自
分で研究テーマを見つけ、それを発見に結びつけ、新しい理論に完成させるのにとても大き
な労力を要したこと、しかしその過程で多くの信頼できる仲間を得たことでした。 
 
ナイロビ郊外にはジョモ・ケニアッタ農工大学という大学があります。これは 1978 年に
JICA の援助によって建設が始まり、当時のケニアの大統領の名を冠して科学技術による国
力の増強を目的として創立された大学です。最近、国際開発ジャーナル社から刊行された
「アフリカに大学をつくったサムライたち」によれば、創設当初から京都大学は多くの研究
者や教員を派遣し、この大学造りに全面的な協力をしてきました。1978 年といえば、私が
初めてアフリカの土を踏んだ年であり、ナイロビにもその行き帰りに数日滞在しました。そ
のとき大学を造るという大事業に、私が所属している大学の先生方が取り組んでいるとは
知りませんでした。それから 20 数年を経て、2000 年にやっと JICAからケニア政府に正式
に引き渡されることになったわけですが、その事業に最初から関わった中川博次という先
生がいらっしゃいます。当時、京都大学工学部土木工学科の教授で、草案作りから大学の完
成まで一貫して指導的な役割を果たされました。中川先生は退官記念講演で、「京大にはノ
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ーベル賞だけでなく、もう一つの伝統がある」と語っておられます。それは、自ら進んで辺
境の地へ赴き、世界の人々が抱えている問題に命をかけて取り組むという伝統です。京都大
学にはインドにハンセン病の救ライセンターをつくった宮崎松記先生をはじめとして、世
界各地で難題の解決に奔走してきた、たくさんの方々がいらっしゃいます。しかも、それら
の多くは京都大学で培った独特の精神風土によって成果を挙げています。 
 
その一例がジョモ・ケニアッタ農工大学です。当時ケニアでは、工業や農業の専門家を作る
学校においては、その資格を得るための国家試験を在学中に受ける必要がありました。試験
にパスすることが勉学の目標になり、多くの学校は合格率を競い合っていました。しかし、
中川先生たちは、それでは学生の考える力が身につかないと言って、数学、物理、化学とい
った基礎科目に重点を置いた授業を始めました。これはケニア政府の教育担当者から、「シ
ラバスにない」と反発されたり、学生からも「国家試験に合格しない」と不満が出たそうで
す。しかし、中川先生たちが断固としてこの基礎教育を推し進めた結果、しだいに学生たち
に考える力がつき始め、逆に国家試験の合格率が高まるばかりか、イノベーションの創出に
つながるようになったそうです。それが功を奏して、1994 年には本格的な独立した大学ユ
ニバーシティ・カレッジへと昇格を果たし、博士課程を持つことができるようになりました。
最近ではケニアの農業や工業を牽引する多くの企画を生み出し、何人も起業家を輩出して
いると聞きます。まさに、京都大学の精神がアフリカで一国をリードする大学を創出したの
です。それは私たち京都大学の大きな誇りであるとともに、今日学位を取得した皆さんにも
この成果を一つの道標としていただきたいと思うのです。 
 
皆さんの学位論文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さんの残す足跡は後に続
く世代の目標となります。皆さんが京都大学で培った研究者としての誇りと経験を活かし
て、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、誠におめでとうございます。 
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大学院学位授与式〔2016 年度〕 
2017（平成 29）年３月 23 日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される 2,191 名の皆さん、修士（専門職）の学位を授
与される 147 名の皆さん、法務博士（専門職）の学位を授与される 131 名の皆さん、博士
の学位を授与される 555 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、343 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した修士号は 76,605、修士号（専門職）は 1,539、法務博士号（専門職）は 1,992、
博士号は 43,301 となります。列席の副学長、研究科長、学館長、学舎長、教育部長、研究
所長、リーディングプログラムコーディネーターをはじめとする教職員一同とともに、皆さ
んの学位取得を心よりお祝い申し上げます。京都大学が授与する修士号や博士号には、博士
（文学）のように、それぞれの学問分野が付与されており、合計 24種類もあります。また、
5 年前からリーディング大学院プログラムが始まり、これを受講し修了された皆さんの学位
記には、それが付記されています。これだけ多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能
力を磨き、その高みへと上られたことを、私は心から誇りに思い、うれしく思います。本日
の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到達点であり、これからの人生の出発点でもあり
ます。今日授けられた学位が、これから人生の道を切り開いていく上で大きな助けとなるこ
とを期待しています。私は総長に就任して以来、大学を社会や世界に開く窓として位置づけ、
WINDOW 構想を掲げてきました。大学に期待される教育、研究、社会貢献という三つの役
割のうち、教育を大学全体の共通なミッションとし、有能な学生や若い研究者の能力を高め、
それぞれの活躍の場へと送り出すことを全学の協力のもとに実施してきました。WINDOW
構想の最初の W はWILD and WISE、野生的で賢い能力の育成を目標にしています。世界
の急激な動きに左右されることなく、独創的な考えを発信しながら、自分で判断し行動でき
る人を育てたいと思っています。これから社会に出て行く皆さんはぜひその模範となって
いただきたい。また、WINDOW 構想では、女性の活躍を支援して希望のある社会を築くこ
とを謳い、男女共同参画推進アクションプランを提示しています。本日学位を授与された皆
さんの中には、726 名の女性が含まれています。この数は年々増えていくことでしょう。ぜ
ひ、ご自身の経験と能力を活かしながら、男女が分け隔てなく、楽しく働ける社会の実現へ
向けて、皆さんのご活躍を期待しております。 
 
さて、本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみますと、京都大学らしい普遍的な
現象に着目した多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反
映した内容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との交流、多文化共生、人の
移動や物の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう法や経済の再考、
心の病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。ほとんどの研究テーマは私の属
する学問分野の外にあって、私の理解力をはるかに超えているのですが、なかでも私の興味
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を引いた論文をいくつか挙げてみることにします。 
 
たとえば、農学研究科の藤原慶子さんの「東京電力福島第一原子力発電所事故により環境中
に放出された放射性テルルによる内部被ばく線量の評価」は、これまで同位体の半減期が比
較的短いことなどから考慮されてこなかった放射性テルルについて、具体的な被ばく線量
を推定した世界で初めての報告です。福島県から採取した土壌を含む複数の土壌について、
テルルの土壌から植物への移行を実験的に解析し、一般公衆が受けた内部被ばく線量は、人
の健康に及ぼす影響は十分に低いものの、放射性ヨウ素やセシウムによる内部被ばく線量
と比較して無視できないレベルであったことが示されています。放射線被ばくについて、私
たちの目を開かせてくれる論文です。 
 
人間・環境学研究科の藤井真樹さんの「実感としての他者との「つながり」」は、従来の他
者理解研究における「共感」や「間主観性」といった概念が、はじめから自他が切り分けら
れていることを前提にしているという問題点を指摘しています。「つながり」の実感はむし
ろ自他未分の身体的次元において生じ得るもので、その場の質感を感受することによって、
他者と「共にある」ことが可能になっていく、という考えは他者との関係構築に新たな示唆
を与えます。 
 
理学研究科の渡辺順也さんの「Comparative ontogeny of avian limb skeleton: implication for 
ontogenetic aging and evolutionary variability, with special emphasis on the evolution of avian 
flightlessness」は、鳥類の中で飛ばない鳥がどのように進化してきたかを、五つの科の鳥の
四肢骨の成長段階の形状を詳細に比較することによって明らかにしました。比較の結果、個
体発生の方向が科の間で異なり、無飛翔性が何度も進化したカモ類では、上肢が雛段階では
極めて小さく、成長と共に急速に大きくなることが判明しました。これまでのいくつかの仮
説のなかから、個体発生の進行を遅らせて成体の形を変え、無飛翔化を実現したという考え
を支持する検証であり、個体発生の方向から形態進化の可能性を予測する道を開くものと
言えます。 
 
工学研究科の Oh, Hye-cheol さんの「統合的湖沼流域管理の実現に向けた水環境管理支援
システムの構築：韓国八堂湖流域を対象にして」は、韓国人口の約 46％が上水源に利用し
ている八堂湖の統合的湖沼流域管理の実現へ向けて、さまざまな機関から気象、土壌など環
境に関する数値を入手してデータベースを整備するとともに、懸濁物質や栄養塩類などを
算出するための流域シミュレーションモデルを構築し検証しました。それに基づいて提言
している水質改善対策は、他の湖沼流域における流域管理や流域環境保全にも有効なもの
であり、広く応用する価値の高いものと評価されています。 
 
文学研究科の岩井謙太郎さんの「シュヴァイツァーにおける「生への畏敬」の倫理－宗教、
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哲学及び実践を媒介する倫理としての視座からの接近」は、「密林の聖者」として語られる
伝説的なシュヴァイツァーの偉業を、「生への畏敬」の倫理という視点から把握し、そこに
自己完成的要素と他者献身的要素が共に構造的に組み込まれていることを指摘しています。
私はゴリラの調査に何度もシュヴァイツァーが活躍したアフリカのガボン共和国を訪れ、
彼が設立した病院を見学したことがあり、本論文が明らかにしたシュヴァイツァーの植民
地、労働、文化、教育に対する考え方に深い感銘を覚えました。著者が指摘するように、そ
こには現代の環境思想に通じる意義が見て取れます。これらの論文は、現代世界で起こって
いる問題や、これまでに未解決であった問題に鋭い分析のメスを入れ、その解決へ向けて新
たな証拠や提言を出すということで共通しています。未来へ向けての適切な道標となると
思います。この他にも、タイトルを見ただけでも中身を読んで詳しく内容を知りたいという
気持ちをかき立てる論文や、私の理解能力を超えたたくさんのすばらしい研究が学位論文
として完成されており、私はその多様性に驚きの念を禁じえませんでした。この多様性と創
造性、先端性こそが、これからの世界を変える思想やイノベーションに結びついていくと確
信しています。 
 
さて、皆さんは数年間の研究生活を通じて、どのような精神を磨いたでしょうか。そこには
京都大学でしか得られない大切なものがあるはずです。それを私は最近、「京都エリート」
という言葉で表現しているイギリスの学者がいたことを思い出しました。1984 年の秋に 3
ヶ月ほど日本を訪問したレディング大学の古生物学者ベヴァリー・ホールステッド博士で
す。彼は当時ダーウィン進化論に異を唱えた京都大学の今西錦司を批判するために来日し
たのですが、途中で自分の誤解に気づき、残りの滞在を京都大学の研究者を理解することに
当てたのです。その印象を綴った本の中で、ホールステッドは従来知られていた「京都学派」
ではなく、「京都エリートたち」という呼称で今西の近くにいた生物学者たちを特徴付けた
のです。 
 
彼の言葉によれば、京都エリートの気風（エトス）は意見の食い違いを超越するものです。
ふつう、意見が対立すれば別々の陣営に分かれてしまうのに、京都の学者たちは対立しなが
らも、友愛の関係を保ちつつ多様な分野で活躍しています。弟子たちは師と意見を同じくせ
ず、しかし敬意の念で深く結びついています。そこに、オックスフォード大学と同じような、
非凡さと多様性を重んじる自由な討論の伝統を見た、とホールステッドは語っています。こ
の伝統こそが学生たちに、他の人々に対する理解と分別を持って対応する能力を育て、必要
なときにはいつでも力強く発言する勇気を持った、明晰な、率直かつ公明正大な若い卒業生
を生み出す、と彼は断言しています。私も自分の経験から、それをよく理解できます。 
 
今年 1 月に亡くなられた岡田節人さんも、まさに京都エリートを代表する研究者でした。
生物学者という地味なイメージをひっくりかえすようなスマートな学者で、赤いジーパン
にサングラスをかけ、タバコをくわえながら真っ赤なアルファロメオに乗ってキャンパス
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に登場する姿は、私たちの憧れの的でした。発生生物学から多くの学者を育て、生物物理学
教室という新しい探求の場を作り、芸術を愛して音楽についての評論を書くなど多芸多才
でした。科学と芸術や文学は人間の創造性の表現であり、そこには共通のフレーバーがあっ
て、いずれも時代の歴史、思想と無縁ではありえないと語っています。その時代への感性を
持つことが学問をする上で重要であり、それぞれの国にそれぞれの時代の科学がある。しか
し、今や世界中の科学に関わる姿勢がはるかに画一的になり、とくに技術と結びついて、社
会全体のなかで生物の学問もスタイル的には企業のそれとほとんど変わらなくなっている
ことを嘆いていました。自分の学問分野だけでなく、他の分野の知識や芸術を幅広く取り入
れて、研究者各自がフレーバーを持つことの重要性を感じていたのでしょう。 
 
ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、京都エリートとしての資質を磨い
たと思います。他の分野に広く目を向け、活発な対話を通じて、独自のフレーバーを作り上
げたことでしょう。それは京都大学で学んだ証であり、皆さんの今後の生涯における、かけ
がえのない財産となるでしょう。また、皆さんの学位論文は、未来の世代へのこの上ない贈
り物であり、皆さんの残す足跡は後に続く世代の目標となります。その価値は、皆さんが京
都エリートとしての誇りとリテラシーを守れるかどうかにかかっていると思います。昨今
は科学者の不正が相次ぎ、社会から厳しい批判の目が寄せられています。皆さんが京都大学
で培った研究者としての誇りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、誠におめでとうございます。 
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卒業式〔2016年度〕 
2017（平成 29）年３月 24 日 

 
本日、京都大学を卒業される 2,888名の皆さん、誠におめでとうございます。ご来賓の井村
裕夫元総長、長尾真元総長、尾池和夫元総長、列席の理事、副学長、学部長、部局長をはじ
めとする教職員一同とともに、皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます。あわせて、今
日の卒業式を迎えるまでのご家族および関係者の皆様よりいただいた数々の厚いご支援に
対し、心より御礼申し上げます。京都大学が 1897 年に創立され、1900 年に第 1 回の卒業
式を迎えて以来、120 年にわたる京都大学の卒業生の数は皆さんを含めて 205,859 名にな
りました。 
 
さて、皆さんは入学以来、どのような学生生活を送ってきたでしょうか。本日はぜひ、この
数年間京都大学で過ごした日々のことを思い出してください。厳しい受験戦争を勝ち抜い
て入学した皆さんは、京都大学にどんな期待や夢を抱いていたでしょうか。今日、卒業式を
迎えるまでの数年間、それは叶えられたでしょうか。それとも、その夢は大きく変貌を遂げ
たのでしょうか。そして、皆さんがこれから歩んでいこうとされる道は、そのころの夢とど
うつながっているのでしょうか。 
 
昨年の秋、私は 44 年ぶりで志賀高原にある京大ヒュッテを訪れました。私が大学の 2 回生
まで、ここでノルディックスキーの練習に励んだ思い出の場所です。昔の仲間たちがたくさ
ん集まり、当時の話に花が咲きました。私の進路は、このヒュッテの生活で大きく変わった
のです。 
 
私が 1 回生の秋に、作家の三島由紀夫が東京市谷の陸上自衛隊総監室で割腹自殺をしまし
た。それを私は西部の生協食堂のテレビで見ました。大きな衝撃でした。目の前で繰り広げ
られた割腹自殺という前時代的な行為が、つい 25年前の戦時中に当たり前のようにしてあ
ったことを思い出したのです。また、そのとき三島たち盾の会が掲げた「憲法改正によって
自衛隊を軍隊にしよう」という檄文に、自衛隊員ですら誰も従おうとはしなかったのです。
私は日本人の身体を支配していた憑き物が、崩れ落ちていくのを感じていました。しかし同
時に、自分のこの世における存在の意味に対する問いが浮上しました。 
 
人間は自分の意思で生まれてくるわけではありません。この時代に生きていくことにどん
な意味があるのか。人の身体や心にはどんな制約が科せられているのか。人が身体を賭して
守りたいものとは何だろう。私はそれを知りたいと思うようになりました。未経験のノルデ
ィックスキーという競技に打ち込んだのは、ひたすら自分の身体の可能性を知りたいと考
えたからかもしれません。そして、ある日雪の上でニホンザルを観察している人に出会い、
京都大学に奇妙な学問があることを知りました。人間の身体をいったん離れ、サルになって
人間をながめるという霊長類学です。その発想の面白さに感動した私は、雪山でサルの観察
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を始め、やがてアフリカの熱帯雨林でゴリラを追う日々を送ることになったのです。今から
考えれば、偶然とはいえ、不思議な出会いだったと思わずにはいられません。 
 
総長になる数年前、私は思いがけず、その頃の問いに再会することになりました。それは、
20 世紀前半の思想を代表するスペインの哲学者オルテガ・イ・ガシェットの、Man has no 
nature, what he has is history という言葉です。この言葉の当否をめぐって、文化人類学
者と生物人類学者が二人ずつ、自分の意見を述べ合う討論会が英国のマンチェスター大学
で開かれたのです。そこに招待された私は、生物人類学者の立場から、それまで私が体験し
てきた霊長類学を用いて自分の意見を述べました。霊長類一般に広く見られる近親者との
交尾を避けるという傾向を用いて、人間は近親相姦を禁止する規範を作り、それは未だに人
間社会の根本原理になっている。だから、Man is still traveling between nature and history
と述べたのです。人類学・民族学国際連合の会場で、私の意見は少なからぬ参加者の賛同を
得ました。オルテガの生きた時代、人間と自然を峻別する時代に、私の意見が受け入れられ
たはずはありません。1世紀を経て、人間観が大きく変わったこと、生物としての人間の意
味を考えねばならない時代であることを私は強く感じました。 
 
大学という場所は知的探求の場であると同時に、生きる力を養う場でもあります。オルテガ
は、大学教育を、1）教養（文化）の伝達、2）専門職教育、3）科学研究と若い科学者の養
成という三つの機能から成るとし、そのなかで教養を最も重要な大学の機能と位置づけま
した。教養（文化）とは、それぞれの時代が所有するところの生きた理念の体系である。私
たちが「人間的生」（Vida humana）とそれを呼んでいるところの現実、すなわちわれわれ
の生、各人それぞれの生は、生物学ないし有機体の科学とはなんらかかわり合いのないある
ものである。生物学は、他のすべての科学と同様、若干の人がそれに彼らの「生」を捧げて
いる一つの仕事にすぎない。この「生」という言葉の原初的な意味、またその本当の意味は、
生物学的（biológico）ではなくして、伝記的（biográfico）である。生とは、宇宙の中でお
のれを維持し、世界の諸事物、諸存在の間にあって身を処していくという大きな仕事を言う
のである。生きるとは、つまり、世界と交わること、世界へと立ち向かうこと、世界の中で
働き、世界に携わることである。これらの言葉に、オルテガの、Man has no nature, what 
he has is history の真意が見られると思います。オルテガが大学の機能について語ったの
は、王政から共和制へと移行していくスペイン革命のさなかでした。数年後に、スペインは
内戦へと突入し、フランコ将軍による独裁政治へと移行していきます。オルテガは、人間の
「生」を確かな世界観によって樹立するために、大学が大きな責務を負っていると考えたの
です。生はすべて、いやでも応でも、自分自身を弁明しなければならないものである。だか
ら、人間は、世界についての、また世界において可能な自己の行動についてのある知的解釈
を用意して、環境ないし世界から直接受ける印象に反応するよう身構えずしては、生きてい
くことはできない、とオルテガは言っています。 
 
この理念は今もしっかりと大学に息づいていると私は信じています。開学以来、京都大学は
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対話を根幹とした自由の学風を伝統としてきました。学生も教職員も世間の常識とは少し
距離を置き、この世界を構成する真理の探究とともに、先人が残した知の集積に向き合い、
自らの生きる力を磨いてきました。これから皆さんはそれを用いて世界へと出て行くので
す。果たして皆さんの生きる力は、かつてオルテガが望んだように、この時代の理念の高さ
に達しているでしょうか。 
 
皆さんが京都大学で過ごした数年のあいだに、世界は大きく変貌をとげました。東日本大震
災からの復興がままならないうちに、熊本大地震が起こり、多くの人々が被災しました。環
境汚染や地球温暖化による影響で、地球の利用できる資源が急速に劣化していることが明
らかになり、人間の活動にさまざまな規制がかけられるようになりました。民族や宗教によ
る対立が激化し、多くの難民が生み出されて、各国のこれまでの協力体制や連携にひずみが
生じています。イギリスの EU離脱、アメリカの一国主義への移行、こういった社会や世界
の急速な動きのなかで、皆さんは何を考え、どういった決意を新たにしてきたのでしょうか。 
 
知識を得る方法も、大きく変わりました。情報機器の発達により、いつでもどこでも、簡単
に既存の知識にアクセスできるようになりました。膨大な映像が情報機器を通じて無料で
流され、もはや、本は知識を得る貴重な手段ではなくなりました。メールや携帯電話が主要
な伝達の手段となり、手紙を書くことはめったになくなりました。しかし、対話だけはここ
ろを伝え合い、議論を通じて新しい考えを生み出す手段として今も生き続けていると私は
思います。これから皆さんが活躍するのは、Society 5.0 と呼ばれる超スマート社会です。
そこでは ICT 機器が威力を発揮して人々や物をつなぎ、ロボットや AI が多くの仕事を代
替することになって、互いの顔が見えなくなるかもしれません。しかし、そういった社会で
こそ、人々が触れ合い、生きる力を発揮して世界と向き合うことが大切になると思います。 
 
今日卒業する皆さんも、これまでに京都大学を卒業した多くの先輩たちと同じように自由
闊達な議論を味わってきたと思います。その議論と学友たちはこれからの皆さんの生きる
世界においてきわめて貴重な財産になるでしょう。京都大学には創造の精神を尊ぶ伝統が
あります。まだ誰もやったことのない未知の境地を切り開くことこそが、京都大学の誇るべ
きチャレンジ精神です。今日卒業する皆さんのなかにもさまざまな突出する能力を身に着
け、すでにそれを発揮して活躍している方が多いだろうと思います。京都大学で磨いた能力
を示し、試す機会がこれからはきっと多くなることでしょう。しかし、忘れてはならないこ
とは、自分と考えの違う人の意見をしっかりと聞くことです。しかも複数の人の意見を踏ま
え、直面している課題に最終的に自分の判断を下して立ち向かうことが必要です。自分を支
持してくれる人の意見ばかりを聞いていれば、やがては裸の王様になって判断が鈍ります。
このとき、京都大学で培った「対話を根幹とした自由の学風」がきっと役に立つはずです。 
 
京都大学は「地球社会の調和ある共存」を達成すべき大きなテーマとして掲げてきました。
現代はこの調和が崩れ、多様な考えを持つ人々の共存が危うくなっている時代です。皆さん
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もこれから世界のあちこちでこのテーマに抵触する事態に出会うことでしょう。そのとき、
京都大学の自由な討論の精神を発揮して、果敢に課題に向き合ってほしいと思います。皆さ
んがこれから示すふるまいや行動は、京都大学の OB、OGとして世間の注目を浴び、皆さ
んの後に続く在校生たちの指針となるでしょう。これから皆さんの進む道は大きく分かれ
ていきます。しかし、昨年私が京大ヒュッテで体験したように、将来それは再び交差するこ
とがあるはずです。そのときに、京都大学の卒業生として誇れる出会いをしていただけるこ
とを私は切に願っております。 
 
本日は誠におめでとうございます。 
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学部入学式〔2017 年度〕 
2017（平成 29）年 4 月 7日 

 
本日、京都大学に入学された 2,930 名の皆さん、入学誠におめでとうございます。ご来賓の
井村裕夫元総長、松本紘前総長、名誉教授、ご列席の副学長、学部長、部局長、および教職
員とともに、皆さんの入学を心よりお祝い申し上げます。同時に、これまでの皆さんのご努
力に敬意を表しますとともに、皆さんを支えてこられましたご家族や関係者の皆さまにお
祝い申し上げます。 
 
ここ京都は、三方を山に囲まれた盆地で、京都大学はその東の端に位置し、近くに吉田山や
大文字山が望める風光明媚な場所にあります。この季節は、さまざまな木々が芽吹き、新緑
が山々を彩ります。人々はこの鮮やかな色彩に心を躍らせ、新しい学びの場や職場でそれま
でに蓄えてきた気力や体力を発揮して活動の舞台に臨むのです。本日入学式にお集まりい
ただいた皆さんも、この春の季節の明るい光とみずみずしい風に乗って、新しい活躍の舞台
に上がろうとされているのだと思います。京都大学はそれを心から歓迎すると同時に、皆さ
んがこの京都大学で世界に向かって羽ばたく能力を磨いていただくことを願っています。 
 
京都大学は 1897 年の創立以来、「自重自敬」の精神に基づき自由な学風を育み、創造的な
学問の世界を切り開いてきました。地球社会の調和ある共存に貢献することも京都大学の
重要な目標です。今、世界は 20 世紀には想像もしなかったような急激な変化を体験しつつ
あります。東西冷戦の終結によって解消するはずだった世界の対立構造は、民族間、宗教間
の対立によってますます複雑に、過酷になり、地球環境の悪化は加速し、想定外の大規模な
災害や致死性の感染症が各地で猛威をふるい、金融危機は国の経済や人々の生活を根本か
ら揺さぶっています。その荒波の中で、京都大学が建学の精神に立ちつつ、どのようにこの
国や社会の要請にこたえていけるかが問われていると思います。 
 
京都大学は自学自習をモットーにして、常識にとらわれない、自由な学風の学問の都であり
続けなければなりません。そのためにまず、京都大学は静謐な学究の場であるとともに、世
界や社会に通じる窓としての役割を果たさねばならないと思います。そこで、私は「大学は
窓」という標語をもとに、窓にちなんで WINDOW 構想を立ち上げました。これは、大学
は世界や社会に通じる窓であり、それを教職員と学生がいっしょになって開き、学生たちの
背中をそっと押して送り出すことを全学の共通目標としたのです。それぞれのアルファベ
ットを用いてWild and Wise、International and Innovative、Natural and Noble、Diverse and 
Dynamic、Original and Optimistic、Women and Wish を行動目標に掲げました。キャンパ
スは大学の構内だけではありません。京都大学は日本全国にたくさんの附置研究所や研究
センターをもっており、世界にも 50 を超える研究拠点があります。これらの研究所や拠点
で実験やフィールドワークに参加し、長い伝統と歴史を誇る京都の町で多くの人々と触れ
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合いながら能力を磨くことで、やがて世界の舞台で活躍できる人材に育つことになるので
す。 
 
さて、では常識にとらわれない自由な発想とはどういうことを言うのでしょうか。私が高校
生だった 1960 年代に流行った歌があります。昨年ノーベル文学賞を受賞したボブディラン
の、 
 
“How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
 
人間として認められるのに、人はいったいどれだけ歩めばいいの？” 
という問いで始まる歌です。そして、 
 
“How many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
 
人々の悲しみを聞くために、人はいったいどれだけの耳をもたねばならないの？ 
 
How many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
 
あまりにも多くの人が死んだと気づくまで、どれだけの死が必要なの？” 
と続きます。それは、 
 
“The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind 
 
友よ、答えは風に吹かれている” 
という言葉で終わるのです。 
 
これはボブディランが 21 歳のときに作った歌で、「答えは風に吹かれている」というのは、
「答えは本にも載っていないし、テレビの知識人の討論でも得られない。風の中にあって、
それが地上に落ちてきても、誰もつかもうとしないから、また飛んでいってしまう」という
気持ちを表したものなのです。彼はこうも歌います。 
 
“How many times can a man turn his head 
And pretend that he just doesn’t see?” 
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そう、この歌は、誤りを知っていながら、その誤りから目をそらす人を強く非難しているの
です。これは、1960 年代に起こったアメリカの公民権運動の賛歌で、日本でも多くの若者
が口ずさんだものです。 
 
大学には、答えのまだない問いが満ちています。しかし、その問いに気づくためには、利己
的な考えを脱ぎ捨てて、この世界を新しい目でながめる必要があります。常識にとらわれな
い発想とは、これまで当たり前と思われてきた考えに疑いを抱いたとき、それに目をそらさ
ず、真実を追究しようとする態度から生まれます。どんな反発があろうと、とっぴな考えと
嘲笑されようと、風に舞う答えを、勇気を出してつかみとらねばならないのです。これまで
京都大学は、この精神のもとに多くの新しい発見や独創的な考えを世に出してきました。日
本初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹先生は、京都大学教官研究集会で、「私たちの生き
ている、この世界に内在する真理を探究し、真理を発見し、学生たちに、後進の人たちに、
そして学外の人たちにも、真理を伝達することが、大学の本来の使命である」と述べていま
す。そこには、大学の知は私的な利益追求のためにあるのではなく、常に公共のため、社会
のためにあるという矜持があると私は思います。 
 
現代は国際化の時代といわれます。皆さんの将来活躍する舞台も、日本という国を大きく越
えて世界に広がっています。地球社会の調和ある共存のために、解決すべき課題がたくさん
あります。自然資源に乏しいわが国は先端的な科学技術で人々の暮らしを豊かにする機器
を開発し、次々にそれを世界へと送り出してきました。海外へと進出する日本の企業や、海
外で働く日本人は近年急激に増加し、日本の企業や日本で働く外国人の数もうなぎのぼり
に増加しています。皆さんがその流れに身を投じる日がやがてやってくると思います。その
ためには、日本はもちろんのこと、諸外国の自然や文化の歴史に通じ、相手に応じて自在に
話題を展開できる広い教養を身につけておかねばなりません。理系の学問を修めて技術畑
に就職しても、国際的な交渉のなかで多様な文系の知識が必要になりますし、文系の職に理
系の知識が必要な場合も多々あります。世界や日本の歴史にも通じ、有識者たりうる質の高
い知識を持っていなければ、国際的な舞台でリーダーシップを発揮できません。京都大学は、
全学の教員の協力のもと質の高い基礎・教養教育の実践システムを組み上げてきました。学
問の多様性や階層性に配慮し、クラス配当科目やコース・ツリーなどを考案し、教員との対
話や実践を重視したセミナーや少人数ゼミを配置しています。外国人教員の数も大幅に増
やし、学部の講義や実習も英語で実施する科目を配置しました。博士の学位を取得して、世
界で実践的な力を振るえるように、五つのリーディング大学院プログラムを走らせていま
す。昨年 4 月には先端的な学術ハブとして高等研究院を立ち上げ、京都大学の学問を通し
て全世界にネットワークを広げることにしました。また、昨年から既存の留学コースに加え、
自分自身で企画し実行する「おもろチャレンジ」という体験型の留学を新設しました。大学
の学びだけではない、海外の文化や自然を自ら体得するフィールドワーク的な企画です。海
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外の多様な人々との対話を通じて、新しい学びの場で世界に貢献できる独創的な能力を育
てていこうと思っています。 
 
最後に、皆さんに私の大好きな詩を贈ろうと思います。自分がもっとも美しかった青春時代
を、戦時中の学徒動員と敗戦のがれきのなかで過ごした茨木のり子の「6 月」という詩です。 
 
‘どこかに美しい村はないか 
一日の仕事の終わりには一杯の黒麦酒 
鍬を立てかけ 籠を置き 
男も女も大きなジョッキをかたむける 
 
‘どこかに美しい街はないか 
食べられる実をつけた街路樹が 
どこまでも続き すみれいろをした夕暮は 
若者のやさしいさざめきで満ち満ちる 
 
どこかに美しい人と人との力はないか 
同じ時代をともに生きる 
したしさとおかしさとそうして怒りが 
鋭い力となって たちあらわれる’ 
 
茨木のり子の探していた美しい村や街を、私は大学に作りたいと思います。京都大学は第二
次世界大戦で 4,500 名に上る学生を学徒出陣に送り出し、確認されているだけでも 260 名
の学生を戦没者として失いました。二度とこのような過ちを繰り返してはならない。地球社
会の調和ある共存を実現するために、まず大学を誰もが生きる楽しさを分かち合える美し
い場所にしなければならないと思います。昨年の公職選挙法の改正により、これまで 20 歳
以上の国民に与えられていた選挙権が 18 歳まで引き下げられました。京都大学に入学され
た皆さんのすべてが、選挙に参加できるようになったのです。茨木のり子の時代、選挙権は
25 歳以上の男子と定められており、多くの大学生には政治に参加する資格が与えられてい
ませんでした。学徒出陣に参加した学生たちは自分たちの意思ではなく、上の世代の決定に
よって戦争に駆り出されていたのです。今、皆さんは自分の置かれている環境に対し、その
是非について、その政治的判断について、自ら票を投じて参加できるようになったのです。
それをぜひ、心に留めていただきたいと思います。 
 
京都大学を美しい場所にするために、私たちは教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さ
んが安心して充実した生活を送ることができるよう努めてまいります。そのための支援策
として京都大学基金を設立しています。本日も、ご家族の皆さまのお手元には、この基金の
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ご案内を配布させていただいておりますが、ご入学を記念して特別な企画も行っておりま
す。ぜひ、お手元の資料をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 
 
皆さんが京都大学で対話を駆使しながら多くの学友たちとつながり、未知の世界に遊び、楽
しまれることを願ってやみません。 
 
ご入学、誠におめでとうございます。 
 

（“ ”は、Bob Dylan氏の「blowin' in the wind」より引用） 
（‘ ’は、茨木のり子氏の『見えない配達夫』（飯塚書店、1958 年）より引用） 
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大学院入学式〔2017 年度〕 
2017（平成 29）年４月７日 

 
本日、京都大学大学院に入学した修士課程 2,297名、専門職学位課程 306 名、博士（後期）
課程 825 名の皆さん、入学おめでとうございます。ご来賓の長尾真元総長、名誉教授、ご列
席の副学長、研究科長、学舎長、教育部長、研究所長とともに、皆さんの入学を心からお慶
び申し上げます。また、これまで皆さんを支えてこられたご家族や関係者の皆さまに心より
お祝い申し上げます。 
 
さて、今日皆さんはさらに学問を究めるために、それぞれの学問分野へ新しい一歩を踏み出
しました。京都大学には多様な学問分野の大学院が設置されており、合計 24 種類の学位が
授与されます。18 の研究科、14 の附置研究所、17 の教育研究施設が皆さんの学びを支えま
す。修士課程では講義を受け、実習やフィールドワークを通じて学部で培った基礎知識・専
門知識の上にさらに高度な知識や技術を習得し、研究者としての能力を磨くことが求めら
れます。専門職学位課程では、講義のほかに実務の実習、事例研究、現地調査などを含め、
それぞれの分野で実務経験のある専門家から学ぶ機会が多くなります。博士後期課程では
論文を書くことが中心となり、そのためのデータの収集や分析、先行研究との比較検討が不
可欠となります。さらに、現代社会の課題に答えるべく、実践的な知識や技術の習得を目指
した五つのリーディング大学院プログラムが走っています。 
 
さて、研究とは、研究の喜びとはいったいどういうものでしょうか。京都大学理学部で学び、
世界を驚愕させる論文をいくつも書いた岡潔という数学者がいます。『春宵十話』（しゅんし
ょうじゅうわ）というエッセイのなかで、彼はこう語っています。 
 
よく人から数学をやって何になるのかと聞かれるが、私は春の野に咲くスミレはただスミ
レらしく咲いているだけでいいと思っている。咲くことがどんなによいことであろうとな
かろうと、それはスミレのあずかり知らないことだ。咲いているのといないのとではおのず
から違うということだけのことである。私についていえば、ただ数学を学ぶ喜びを食べて生
きているというだけのことである。そしてその喜びは「発見の喜び」にほかならない。 
 
数学的発見の前には、緊張と、それに続く一種のゆるみが必要だと岡は言います。そうして、
意識の下層にかくれたものが徐々に成熟して表層にあらわれるのを待たなければならず、
それが表層に出てきた時はもう自然に問題は解決しているのです。数学上の発見には必ず
鋭い喜びが伴うものであり、その喜びとは、「チョウを採集しようと思って出かけ、みごと
なやつが木にとまっているのを見たときの気持ち」と語っています。また、岡は学問に情緒
の重要性を説き、自然の感銘と発見がよく結びつくとも言っています。 
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岡は研究者としては異色の生涯を送りました。フランスへ留学し、大学の教員を遍歴した後、
30 代の後半で教職を断って農業を始めます。しかし、畑仕事の傍ら思索を続け、次々に数
学上の大きな発見を成し遂げます。岡の構築した多変数複素関数論は、論理ではなく、情緒
の働きによって生まれたと言われています。岡は、数学に最も近いのは百姓だと言い、どち
らも種をまいて育てるのが仕事で、そのオリジナリティーは「ないもの」から「あるもの」
を作ることにある。数学者は種子を選べば、あとは大きくなるのを見ているだけのことで、
大きくなる力はむしろ種子のほうにある、というのです。また、岡は学問も芸術も直観の力
に基礎を置き、数学を究める上で芸術や文学から情緒を培う大切さを強調しています。数学
の目標は真の中における調和であり、芸術の目標は美の中における調和であり、そこに働い
ているのが情緒である。同じく調和であることによって相通じる面があるが、美の中におけ
る調和のほうが感じ取りやすいので、真の中における調和がどんなものかをうかがい知る
には、すぐれた芸術に親しむのが最もよい方法だと言っています。 
 
私にもそれが何となくわかるような気がします。私はアフリカの熱帯雨林で野生のゴリラ
を観察する、という霊長類のフィールド研究を行ってきました。数学とは縁もゆかりもない
学問に見えますが、ゴリラの生態や行動に新しい意味を見つけるのも情緒が大切だと思い
ます。ゴリラは 19 世紀の半ばに欧米人によって発見されてから、残忍な心を持つ暴力的で
好戦的な野獣と 100 年以上も見なされてきました。それは両手で交互に胸をたたくドラミ
ングという行動が、戦いの宣言と解釈されたからです。しかし、ゴリラの群れの中に入って
観察するようになると、ドラミングは自己主張であって、むしろ直接の戦いを避ける行動で
あることがわかったのです。敵を抹殺しようとするような邪悪で過度な攻撃性が自然界に
育つはずはない、という 20 世紀に生まれた新しい自然観、情緒的な確信が誤解を解いたの
です。そして、その疑いは人間にも向けられ、人間の本性は暴力的ではないのではないか、
という問いが生まれました。私はドラミングが歌舞伎の見得にそっくりだということに着
目しました。見得を切る歌舞伎の心は、相手を屈服させる「勝つ構え」ではありません。む
しろ、「負けない構え」であり、ゴリラが勝敗をつけずに面子を保つことに執着し、それが
ゴリラの社会性の本質ではないかと考えるようになりました。人間に系統的に近い類人猿
の行動を理解するには、言葉の論理ではなく、すぐれた芸能で体現される身体の構えを参考
にすることが重要だと悟ったのです。 
 
京都大学には芸術学部はありませんが、芸術活動は盛んです。京都大学交響楽団は今年 100
周年を迎え、これまでに多くの卓越した指揮者や奏者を生み出してきました。音楽を究めな
がら学問の世界で活躍し、研究上重要なヒントや直観を得た人も多いことでしょう。京都大
学は、1200 年の歴史を持つ古都にあり、数々の芸術作品や意匠を凝らした建築群を身近に
ながめることができます。古い伝統を持つ職人たちが多様な領域で、さらなる美の創造へ向
けて日夜切磋琢磨しています。それを肌身で感じながら、京都大学の研究者は創造的な学問
に生かすことができるのです。 
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現在、大学の研究は産業界の発展に結びつくことが期待されていますが、京都大学は社会に
すぐ役立つ研究だけを奨励しているわけではありません。開学以来、対話を根幹とした自由
の学風を伝統とし、独創的な精神を涵養してきました。それは、多様な学びと新しい発想に
よる研究の創出につながります。皆さんはこれから専門性の高い研究の道へ入られるわけ
ですが、それは狭き道をまっしぐらに進むことを意味するわけではありません。多くの学友
や異分野の研究者たちと対話を通じて自分の発想を磨くことが、真理の道へ通じるのです。
今日、京都大学の大学院に入学した皆さんも、いつかは自分の専門を離れて別の学問領域に
目を向ける日が来るかもしれません。それも自分の学問分野で成功するのに匹敵する輝か
しい飛躍であり、新たな可能性を生み出す契機となると私は考えています。どうか失敗を恐
れず、自分の興味の赴くままに、研究生活に没頭してください。京都大学はそれにふさわし
い環境を提供できると思います。 
 
京都大学には 36 のユニットがあり、学際的にさまざまな教育・研究活動を行っています。
複数の研究科、研究所、研究センターからなる教育プログラムや研究プロジェクトが走って
おりますので、ぜひ参加をして多様な学問分野に目を開き、創造性を高めてください。さら
に、博士の学位を得て実践的な舞台でリーダーシップを発揮する五つのリーディング大学
院プログラムが実施されています。総合生存学思修館、グローバル生存学大学院連携プログ
ラム、充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム、デザイン学大学
院連携プログラム、霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院プログラム
があり、それぞれ連携する大学院が指定されていますので、ぜひ関心を持っていただきたい
と思います。また、昨今は、データの改ざんや剽窃など、論文制作に関わる不正行為が数多
く指摘され、世間の厳しい目が研究者に注がれています。ぜひ、研究倫理を守り、独創性の
高い研究を実施して、大きな成果を挙げていただきたいと思っております。 
 
日本は、博士の学位を取得した学生が産業界に就職しにくいと言われてきましたが、最近は
多くの企業が国際化する中で、博士の学位を持つ人材を積極的に雇用する兆しが見え始め
ています。それには大学院在籍中に企業の実践的な現場を知ることが重要で、本学でも産学
協同イノベーション人材育成コンソーシアム事業として、多くの企業に参加してもらい、中
長期のインターンシップやマッチングを実施しています。社会に出る前に産業界の現場を
経験し、自分の能力や研究内容に合った世界を知る機会を増やそうと考えております。また、
国際的な舞台で活躍できる能力を育成するために、海外のトップ大学とダブル・ディグリー
やジョイント・ディグリーを増やそうとしています。現在、京都大学はロンドン、ハイデル
ベルグ、バンコクに海外拠点をもち、ヨーロッパやアジアの大学との連携を強めております
が、今年は北米にも拠点を設け、大学間交流の場を増やしていく予定です。すでに京都大学
の多くの部局は世界中に研究者交流のネットワークや拠点をもっており、これらの拠点を
活用しながら、共同研究や学生交流を高め、国際的に活躍できる機会と能力を伸ばしていく
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所存です。 
 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実した
生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基金
を設立しています。本日も、ご家族の皆さまのお手元には、この基金のご案内を配布させて
いただいておりますが、ご入学を記念して特別な企画も行っております。ぜひ、お手元の資
料をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 
 
本日は、誠におめでとうございます。 
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博士学位授与式〔2017 年度〕 
2017（平成 29）年 9 月 25 日 

 
本日、京都大学から博士の学位を授与される 222 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、59 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した博士号は 43,523 となります。列席の副学長、研究科長、学館長、学舎長、教
育部長をはじめとする教職員一同とともに、皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げま
す。 
 
京都大学が授与する博士号には、博士（文学）のように、それぞれの学問分野が付与されて
おり、合計 22 種類もあります。また、5 年前からリーディング大学院プログラムが始まり、
これを受講し修了された皆さんの学位記には、それが付記されているはずです。これだけ多
様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨き、その高みへと上られたことを、私は
心から誇りに思い、うれしく思います。本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到達点
であり、これからの人生の出発点でもあります。今日授けられた学位が、これから人生の道
を切り開いていく上で大きな助けとなることを期待しています。 
 
私は総長に就任して以来、大学を社会や世界に開く窓として位置づけ、WINDOW 構想を掲
げてきました。大学に期待される教育、研究、社会貢献という 3 つの役割のうち、教育を大
学全体の共通なミッションとし、有能な学生や若い研究者の能力を高め、それぞれの活躍の
場へと送り出すことを全学の協力のもとに実施してきました。WINDOW 構想の最初の W
は Wild and Wise。野生的で賢い能力の育成を目標にしています。I は International and 
Innovative。国際性豊かな環境の中で、常に世界の動きに目を配り、世界の人々と自由に会
話をしながら、時代を画するイノベーションを生み出そうとする試みです。Nは Natural and 
Noble。京都大学は、三方山に囲まれた千年の都に位置し、自然の景観に優れ、歴史に囲ま
れた環境にあります。昔から京都大学の研究者は、これらの豊かな環境の下で自然と触れ合
い、多くの新しい発想を育んできました。自然に学び、京都の歴史的遺産と触れる機会を増
やしながら、高い品格や人間として恥じない行いを心掛け、高潔な態度を身に付けてほしい
という願いが込められています。Dは Diverse and Dynamic。グローバル時代の到来で、現
代は多様な文化が入り混じって共存することが必要になりました。京都大学は多様な文化
や考え方に対して常にオープンで、自由に学べる場所でなければならないと思います。一方、
急速な時代の流れに左右されることなく、自分の存在をきちんと見つめ直し、悠久の歴史の
中に自分を正しく位置づけて堂々と振る舞うことも重要です。OはOriginal and Optimistic。
これまでの常識を塗り替えるような発想は、実は多くの人の考えや体験を吸収した上に生
まれます。そのためにはまず、素晴らしいと感動した人の行為や言葉をよく理解し、仲間と
それを共有し話し合いながら、思考を深めていく過程が必要です。自分の考えに行き詰まっ

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第６章山極寿一総長

3310



 
 

たり、仲間から批判されて悲観しそうになったりしたとき、それを明るく乗り越えられるよ
うな精神力が必要です。失敗や批判に対してもっと楽観的になり、それを糧にして異色な考
えを取り入れて成功に導くような能力を涵養しなければなりません。最後の W は Women 
and Wish。女性が働きやすく、勉学に打ち込める環境作りを通して、「女性リーダーの育成」、
「家庭生活との両立支援」、「次世代育成支援」を推進してきました。これから社会に出て行
く皆さんはぜひその模範となっていただきたい。ぜひ、ご自身の経験と能力を活かしながら、
男女が分け隔てなく、楽しく働ける社会の実現へ向けて、皆さんのご活躍を期待しておりま
す。 
 
さて、本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみると、京都大学らしい普遍的な現
象に着目した多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反映
した内容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との交流、多文化共生、人の移
動や物の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう法や経済の再考、
心の病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。 
 
これらの論文は、現代世界で起こっている問題や、これまでに未解決であった問題に鋭い分
析のメスを入れ、その解決へ向けて新たな証拠や提言を出すということで共通しています。
確かな資料に基づく深い考察から発せられたこれらの提言は、未来へ向けての適切な道標
となると思います。タイトルを見ただけでも中身を読んで詳しく内容を知りたいという気
持ちをかき立てる論文や、私の理解能力を超えたたくさんのすばらしい研究が学位論文と
して完成されており、私はその多様性に驚きの念を禁じえませんでした。この多様性と創造
性、先端性こそが、これからの世界を変える思想やイノベーションに結びついていくと確信
しています。 
 
さて、皆さんは数年間の研究生活を通じて、どのような精神を磨いたでしょうか。そこには
京都大学でしか得られない大切なものがあるはずです。昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞
した大隅良典先生は東京大学の出身ですが、大学院博士課程の 1970 年から 71 年にかけて
2 年間、京都大学理学研究科に内地留学されていました。理学研究科にできたばかりの生物
物理学教室で、大腸菌のタンパク質合成を阻害するコリシン酵素を研究しました。今年の 7
月に京都大学から名誉博士の称号を授与された際、大隅先生はその頃の印象を懐かしく語
っておられました。当時の京都大学には、自分が本当に面白いと思える研究をのんびりとで
きる環境があり、それがその後の長い研究人生を歩むきっかけになったというのです。その
環境は大隅先生ばかりでなく、カドヘリンを発見した竹市雅俊先生をはじめ多くの若き俊
英たちを育てました。まさに、自由の学風という京都大学の伝統的な学問環境が力を発揮し
た時代だったのです。1970 年に京都大学に入学した私は、ちょうどその頃、大隅先生のい
らした同じ理学部の構内で学部生活を送っていました。大隅先生とは違う自然人類学とい
う学問分野でしたが、やはり同じような自由の学風を謳歌していました。教授をさん付けで
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呼び、研究室の議論に学生も対等な立場で参加する文化がそこにはありました。 
 
大隅先生は博士課程を終えて 2 年後に学位を取得。その後も職がないままに米国のロック
フェラー研究所に留学し、研究テーマの探索にずいぶん苦労をされたようです。しかし、そ
こでの酵母との出会いが、後にノーベル賞を受賞したオートファジーという細胞のリサイ
クルシステムの発見に結び付くことになったのです。それは、酵母が飢餓状態になると、細
胞内部を作り変えて胞子を形成し、休眠状態になることに注目したのがきっかけでした。飢
餓状態に置いた液胞の中で起こっている現象を見つけたとき、大隅先生は興奮を抑えきれ
ず、誰ともなく「面白いことを見つけた」と話して回られたそうです。その喜びと興奮が私
には手に取るようにわかります。私もフィールドワークの中で、そうした瞬間を何度か味わ
ったことがあるからです。発見を論文に仕上げ、その成果を社会に認めてもらうことが研究
者としては重要ですが、研究者の喜びとはまず、誰もそれまでに見たことがない現象を発見
することだと思います。発見を形にするには、それを価値づける辛抱強い努力が必要となり
ます。大隅先生はオートファジーを見つけてからも、電子顕微鏡での観察に 1年、論文とし
て投稿してから受理されるまで 2 年もかかったそうです。新しい現象が認められるまでに
は、長い時間がかかるのです。 
 
自分が発見した新しい事実や考えを世に出すためには、面白いと思う対象や現象を忍耐強
く追い続け、それを発見に結び付ける静謐で自由な学問環境と、発見したものを論文として
形にするための質の高い対話や討論が可能なコミュニティが必要です。京都大学はこれま
でその環境を維持することに全力を尽くしてきました。ただ、昨今の大学を取り巻く状況や
学生諸君の意識が、目に見える成果や短期間で達成できる目標を求めようとする傾向を持
ち始めているのは残念なことだと思います。大隅先生も、若い研究者の中で、すぐに人の役
に立つものか否かという考え方が近頃強くなっていると指摘されています。若い人に考え
る余裕を与えず、早い者勝ちの世界で競争し続け、論文を量産しなければならない状態に追
い込むことは科学を豊かにしてはくれません。社会に余裕がなくなり、それにつられてサイ
エンスも競争の世界になると、本当の意味の科学する楽しさが失われていくというのです。
研究者はじっくりとサイエンスに取り組み、お金がなくてもできるという開き直りや、一度
や二度の失敗を恐れない覚悟が必要だとも言っています。 
 
ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、発見の喜びや論文に仕上げるまで
の苦労を十分に味わってこられたことと思います。自分と同じ分野の仲間や他分野の仲間
と、活発な対話を通じて、独自の考えや世界を作り上げたことでしょう。それは自由の学問
のみやこ京都大学で学んだ証であり、皆さんの今後の生涯における、かけがえのない財産と
なるでしょう。また、皆さんの学位論文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さ
んの残す足跡は後に続く世代の目標となります。その価値は、皆さんが今後研究者としての
誇りとリテラシーを守れるかどうかにかかっていると思います。昨今は科学者の不正が相
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次ぎ、社会から厳しい批判の目が寄せられています。皆さんが京都大学で培った研究者とし
ての誇りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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大学院学位授与式〔2017 年度〕 
2018（平成 30）年 3 月 26 日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される 2,207 名の皆さん、修士（専門職）の学位を授
与される 151 名の皆さん、法務博士（専門職）の学位を授与される 129 名の皆さん、博士
の学位を授与される 555 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、382 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した修士号は 78,812、修士号（専門職）は 1,690、法務博士号（専門職）は 2,121、
博士号は 44,078 となります。列席の副学長、研究科長、学館長、学舎長、教育部長、研究
所長、リーディングプログラムコーディネーターをはじめとする教職員一同とともに、皆さ
んの学位取得を心よりお祝い申し上げます。 
 
京都大学が授与する修士号や博士号には、博士（文学）のように、それぞれの学問分野が付
記されており、合計 22 種類もあります。また、6 年前からリーディング大学院プログラム
が始まり、これを受講し修了された皆さんの学位記には、それが付記されています。これだ
け多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨き、その高みへと上られたことを、
私は心から誇りに思い、うれしく思います。本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到
達点であり、これからの人生の出発点でもあります。今日授けられた学位が、これから人生
の道を切り開いていく上で大きな助けとなることを期待しています。 
 
世界は今、情報社会を超えた超スマート社会へ変貌を遂げようとしています。これから人工
知能（AI）を用いた情報通信技術は、あらゆる情報をデータにして物や人のネットワークを
密にしていくことでしょう。自動運転を可能にするドライバーモニタリングシステムやス
マートシティセンシング、カメラと AI を用いた商品識別技術、多言語自動翻訳技術、災害
情報分析技術など、新しい技術が次々に生み出されています。膨大なデータから AI が病因
を見つけ出し、適切な治療法を考案して適用し、医療ロボットが安全な手術を行うようにな
るかもしれません。それは安全な環境を作ることには大いに役立つはずです。しかし、現代
は安全イコール安心ではありません。安心は信頼できる人の輪がもたらすものだからです。
いくら安全な場所にいても、仲間に裏切られればたちまち危機に見舞われます。私たちは今
豊かな情報に恵まれながら、個人が孤独で危険に向き合う不安な社会にいるのです。仲間と
分かち合う幸せな時間は AI には作れません。それは身体に根差したものであり、効率化と
は真逆なものだと私は思います。それを賢く組み込むような超スマート社会を構想する必
要があります。それには文理の境界を越えた深い教養と時空を自在に往還する幅広い知識
が不可欠になります。今ある職業のうちの約半分は 10 年後には AI によって代替されると
いう予想もあります。本日、学位を授与されるみなさんは京都大学で培った高い能力を駆使
して、ぜひこの困難な時代に花を咲かせてほしいと思います。 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第６章山極寿一総長

3314



 
 

 
本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみると、京都大学らしい普遍的な現象に
着目した、多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反映した
内容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との交流、多文化共生、人の移動や
物の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう法や経済の再考、心の
病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。これらの論文は、現代世界で起こって
いる問題や、これまでに未解決であった問題に鋭い分析のメスを入れ、その解決へ向けて新
たな証拠や提言を出すということで共通しています。確かな資料に基づく深い考察から発
せられたこれらの提言は、未来へ向けての適切な道標となると思います。タイトルを見ただ
けでも、中身を読んで詳しく内容を知りたいという気持ちをかき立てる論文や、私の理解能
力を超えたたくさんのすばらしい研究が学位論文として完成されており、私はその多様性
に驚きの念を禁じえませんでした。この多様性と創造性、先端性こそが、これからの世界を
変える思想やイノベーションに結びついていくと確信しています。 
 
さて、皆さんは数年間の研究生活を通じて、どのような精神を磨いたでしょうか。そこには
京都大学でしか得られない大切なものがあるはずです。今年は日本で初めてノーベル化学
賞を受賞された福井謙一先生の生誕 100 周年に当たります。福井先生は京都帝国大学工学
部を卒業後、1951 年に京都帝国大学工学部燃料化学科（後の石油化学科）の教授を務めら
れ、「フロンティア軌道理論」を発表して世界の化学界に多大な影響を与えました。京都大
学からは物理学賞の湯川秀樹先生、朝永振一郎先生に続いて 3 人目のノーベル賞受賞者と
なりました。石油化学教室の赤煉瓦の建物は、旧第三高等学校時代の建物を転用したもので、
今でも吉田キャンパス内に保存されています。 
 
実は、福井先生がノーベル賞を受賞した背景には、京都大学工学部の基礎研究重視の伝統が
あったと言われています。工学部は実学重視の教育研究を旨とし、東京大学にも京都大学に
も帝国大学として出発した当初から開設されており、日本が実学を重視した大学を構想し
た証とされています。しかし、福井先生の生い立ちをたどってみると、そういった工学の一
般的な印象とはまるで異なる学問の世界が浮かび上がってきます。 
 
奈良県に生まれた福井先生は、小学生時代は国語と歴史が好きで、夏目漱石全集を愛読し、
将来は歴史学者になりたいと思っていました。一方、野山の自然と親しみ、中学では生物の
同好会に入って、植物や昆虫採集に我を忘れたそうです。この頃、自然を「文献」としてで
はなく、生の体験として味わったことが、後年化学の新しい理論を考え出す上で重要な「科
学的直観」を養うことに役立ったと述べています。高校では課外活動に剣道をやり、数学が
好きで、むしろ化学は苦手でした。それが、父親の紹介で、当時京都帝国大学の工業化学科
の喜多源逸教授に出会ったことで、大きく生涯の道を変えることになったのです。 
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それは、喜多先生の「数学が好きなら化学をやるべきだ」という言葉でした。当時、化学と
いう学問は実験してみなければわからない経験的な学問と思われていて、旧制高校では数
学の嫌いな人が大学で化学を学ぶという常識まであったそうです。その正反対のことを言
われ、福井青年は化学の将来を見通すかのような鋭い眼識を感じ取り、鼓舞されて喜多門下
に入って化学をやることを決心したのでした。その福井青年に喜多先生が繰り返し言った
のは「応用をやるには、基礎をやれ」という言葉でした。当時、工学部工業化学科の学生は
理学部化学科の科目も受講することになっていて、福井青年はさまざまな化学の基礎科目
を受講した後、基礎を化学そのものではなく物理学と考え、とくに量子力学に勉強の的を絞
りました。まだ新しい分野だった量子力学をドイツ語の原書で読み、将来化学を数学化して
みたいと考えたそうです。喜多先生の高弟の一人兒玉信次郎先生も戦後、物資や設備のない
時代に、基礎科学の勉強をしておく必要性を説き、福井先生たちとともに教官・学生の垣根
を超え、理論物理学の先端分野まで渡り歩いて自由闊達に議論したということです。そうい
った深い学際的な議論がやがてフロンティア軌道理論に結晶したのです。 
 
学問をするには、その時代への感性を持つことが重要です。しかし、どんな学問を収めるに
も幅広い教養と基礎が必要だということを、福井先生がたどった足跡から知ることができ
ます。未知の領域や新しい課題を発見する力は、小さいころに自然に遊んだ経験や、異分野
で培った見識が育ててくれることがあるのです。しかし、今や世界中の科学に関わる姿勢が
はるかに画一的になり、とくに技術と結びついて、社会にすぐに役立つイノベーションが求
められる風潮にあります。自分の学問分野だけでなく、他の分野の知識や芸術を幅広く取り
入れて、それぞれの研究者が独自の感性や科学的直観を持つことが重要だと思います。 
 
ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、他の分野に広く目を向け、活発な
対話を通じて、独自の世界を作り上げたことでしょう。それは京都大学で学んだ証であり、
皆さんの今後の生涯における、かけがえのない財産となるでしょう。また、皆さんの学位論
文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さんの残す足跡は後に続く世代の目標と
なります。その価値は、皆さんが京都大学の卒業生としての誇りとリテラシーを守れるかど
うかにかかっていると思います。昨今は科学者の不正が相次ぎ、社会から厳しい批判の目が
寄せられています。皆さんが京都大学で培った研究者としての誇りと経験を活かして、どう
か光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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卒業式〔2017 年度〕 
2018（平成 30）年３月 27 日 

 
本日、京都大学を卒業される 2,871 名の皆さん、まことにおめでとうございます。ご来賓の
井村裕夫元総長、長尾真元総長、松本紘前総長、列席の理事、副学長、学部長、部局長をは
じめとする教職員一同とともに、皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます。あわせて、
今日の卒業式を迎えるまでのご家族および関係者の皆様よりいただいた数々の厚いご支援
に対し、心より御礼申し上げます。京都大学が 1897 年に創立され、1900 年に第 1 回の卒
業式を迎えて以来、120 年にわたる京都大学の卒業生の数は皆さんを含めて 208,614 名にな
りました。 
 
さて、皆さんは入学以来、どのような学生生活を送ってきたでしょうか。本日はぜひ、この
数年間京都大学で過ごした日々のことを思い出してください。厳しい受験競争を勝ち抜い
て入学した皆さんは、京都大学にどんな期待や夢を抱いていたでしょうか。今日、卒業式を
迎えるまでの数年間に、それは叶えられたでしょうか。それとも、その夢は大きく変貌を遂
げたのでしょうか。そして、皆さんがこれから歩んでいこうとされる道は、そのころの夢と
どうつながっているのでしょうか。 
 
昨年、ユヴァル・ノア・ハラリというヘブライ大学の歴史学者が書いた『サピエンス全史：
文明の構造と人類の幸福』という本が日本のビジネス書大賞を取りました。私はこの本が出
版されてすぐに読み、面白いと思って書評を書いたのですが、まさかビジネスマンにこんな
に受けるとは思っていませんでした。この本は、有史以前の人類の進化に遡って人類の本質
とは何かをとらえ、現代にいたる文明のあり方を問うことを目的にしています。その先鞭を
つけたのはジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』でしょう。彼は、なぜ地域によっ
て文明の進み方が違っているかに着目し、それが大陸の形と生態条件にあることを指摘し
ました。最近も、ダニエル・リーバーマンの『人体 600 万年史:科学が明かす進化・健康・
疾病』、グレゴリー・クラークの『10 万年の世界経済史』、マット・リドレーの『繁栄―明
日を切り拓くための人類 10 万年史』など、タイムスケールの大きい人類の歴史的考察が
次々に出版されています。これは、ビジネスマンをはじめ日本の一般の人々が身近な社会現
象や世界の動静だけでなく、人間というものの正体をタイムマシンに乗って確かめたいと
欲しているからに違いありません。それは、裏返せば、人間に対する定義や信頼が揺らいで
いるからと言ってよいのだろうと思います。 
 
ハラリが最初に投げかけた疑問は、なぜ人類は気楽な自然任せの狩猟採集生活から、過酷で
病気にかかりやすい農耕生活に移行したのかということです。それは技術革新によって一
気に花開いたのではなく、劣悪な条件下でも一生懸命働けばいい暮らしができる、という思
い込みが生み出したのではないか。そして、その端緒は約 7 万年前に起こった認知革命に
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あると言うのです。言語の登場によって新しい思考と意思疎通の方法が芽生えたことが、ホ
モ・サピエンスを地球上のいたるところに進出させ、他の人類種や動物たちを絶滅させた原
因だ、と彼は断じます。 
 
実は、私が学んできた霊長類学の知見から、人類の脳は他の霊長類と同じように社会脳とし
て、集団の大きさに対応して増大したと考えられています。現代人の脳は 150 人程度の集
団で暮らすのに適しており、それは農耕・牧畜の開始以降、急速に増加した人口に適応でき
ていない可能性があります。かわりに人類は神話を作り出して、想像上の秩序によって大集
団を維持するようになりました。貨幣とは物質的な現実ではなく、相互信頼の制度であり、
異なる文化、言語、宗教を結びつけてグローバル化をもたらしたとハラリは言うのです。 
 
現代の問題は、「将来は現在より良くなるはず」という希望を支える資本主義の原則、すな
わち「経済成長は至高の善」という理念が崩れ始めているということでしょう。私が京都大
学の学生だった頃はまだ日本が高度成長時代で、すぐ先に明るい未来が見えているような
気がしていました。大阪で万国博覧会が開かれ、科学技術によって次々に新しい可能性が切
り開かれようとしていることが実感できました。しかし、やがて地球環境の劣化が問題視さ
れ、人為的影響の増大によって汚染や温暖化などの環境劣化が急速に進んでいることが明
らかになりました。「持続的な開発」が謳われ、地球の劣化を防ぐための国際協約がいくつ
もできました。地球の資源は有限であり、人間が発展する道には限界があることが共通理念
となったのです。 
 
皆さんが京都大学で過ごした数年のあいだに、世界は大きく変貌をとげました。東日本大震
災からの復興がままならないうちに、熊本大地震が起こり、多くの人々が被災しました。民
族や宗教による対立が激化し、多くの難民が生み出されて、各国のこれまでの協力体制や連
携にひずみが生じています。イギリスの EU離脱、アメリカの一国主義への移行、中国の一
帯一路政策、こういった社会や世界の急速な動きのなかで、皆さんは何を考え、どういった
決意を新たにしてきたのでしょうか。 
 
生命に関する考え方も大きく変わりました。iPS 細胞研究は、山中伸弥教授を中心にして目
覚しい発展を遂げてきました。そこには、真理を追究するだけでなく、難病で苦しんでいる
人々を救いたいという山中教授の切なる思いがこめられています。しかし、iPS 細胞を用い
た医療技術、さらに遺伝子編集技術が急速に進展したおかげで、生命環境や人間観をめぐる
さまざまな倫理的問題が浮上してきました。そこには、単に病気を治すというだけでなく、
人間の命の始まりや人間の遺伝的なシナリオに手を加えるという可能性が広く開けている
からです。それは、社会の年齢構成や人生計画を大きく左右して、社会の安定や動態に影響
を与えます。また、医療がビジネスと結びつき、バイオベンチャーとして巨大な富を生み出
し、世界の経済を動かす動因にもなりつつあるのです。 
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医療技術や新しい薬の創出ばかりでなく、現代は情報技術やコミュニケーション技術が急
速に発展し、グローバルな世界の中で私たちは技術に思考を先導されるようになってきて
います。情報機器の発達により、いつでもどこでも、簡単に既存の知識にアクセスできるよ
うになりました。膨大な映像が情報機器を通じて無料で流され、もはや、本は知識を得る貴
重な手段ではなくなりました。しかし、科学技術イノベーションには人文・社会学的な知と
共に、確かな人間観が不可欠であり、それを総合的な学術の蓄積から見直さなくてはならな
い時代です。これから皆さんが活躍するのは、Society 5.0 と呼ばれる超スマート社会です。
そこでは ICT機器が威力を発揮して人々や物をつなぎ、ロボットや AI が多くの仕事を代替
することになって、互いの顔が見えなくなるかもしれません。しかし、そういった社会でこ
そ、人々が触れ合い、生きる力を発揮して世界と向き合うことが大切になると思います。 
 
今日卒業する皆さんも、これまでに京都大学を卒業した多くの先輩たちと同じように自由
闊達な議論を味わってきたと思います。その議論と学友たちはこれからの皆さんの生きる
世界においてきわめて貴重な財産になるでしょう。京都大学には創造の精神を尊ぶ伝統が
あります。まだ誰もやったことのない未知の境地を切り開くことこそが、京都大学の誇るべ
きチャレンジ精神です。今日卒業する皆さんのなかにもさまざまな突出する能力を身に着
け、すでにそれを発揮して活躍している方が多いだろうと思います。京都大学で磨いた能力
を示し、試す機会がこれからはきっと多くなることでしょう。しかし、忘れてはならないの
は、自分と考えの違う人の意見をしっかりと聞くことです。しかも複数の人の意見を踏まえ、
直面している課題に最終的に自分の判断を下して立ち向かうことが必要です。このとき、京
都大学で培った「対話を根幹とした自由の学風」がきっと役に立つはずです。 
 
京都大学は「地球社会の調和ある共存」を達成すべき大きなテーマとして掲げてきました。
現代はこの調和が崩れ、多様な考えを持つ人々の共存が危うくなっている時代です。皆さん
もこれから世界のあちこちでこのテーマに抵触する事態に出会うことでしょう。そのとき、
京都大学の自由な討論の精神を発揮して、果敢に課題に向き合ってほしいと思います。皆さ
んがこれから示すふるまいや行動は、京都大学のOB、OG として世間の注目を浴び、皆さ
んの後に続く在校生たちの指針となるでしょう。これから皆さんの進む道は大きく分かれ
ていきます。しかし、将来それは再び交差することがあるはずです。そのときに、京都大学
の卒業生として誇れる出会いをしていただけることを私は切に願っております。 
 
本日はまことにおめでとうございます。 
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学部入学式〔2018 年度〕 
2018（平成 30）年４月６日 

 
本日、京都大学に入学された 2,961 名の皆さん。入学まことにおめでとうございます。ご来
賓の松本紘 前総長、ご列席の副学長、学部長、部局長、および教職員とともに、みなさん
の入学を心よりお祝い申し上げます。同時に、これまでのみなさんのご努力に敬意を表しま
すとともに、みなさんを支えてこられましたご家族や関係者のみなさまにお祝い申し上げ
ます。 
 
ここ京都は、三方を山に囲まれた盆地で、京都大学はその東の端に位置し、近くに吉田山や
大文字山が望める風光明媚な場所にあります。この季節は、さまざまな木々が芽吹き、新緑
が山々を彩ります。人々はこの鮮やかな色彩に心を躍らせ、新しい学びの場や職場でそれま
でに蓄えてきた気力や体力を発揮して活動の舞台に臨むのです。本日入学式にお集まりい
ただいた皆さんも、この春の季節の明るい光とみずみずしい風に乗って、新しい活躍の舞台
に上がろうとされているのだと思います。京都大学はそれを心から歓迎すると同時に、皆さ
んがこの京都大学で世界に向かって羽ばたく能力を磨いていただくことを願っています。
京都大学は 1897 年の創立以来、「自重自敬」の精神に基づき自由な学風を育み、創造的な
学問の世界を切り開いてきました。地球社会の調和ある共存に貢献することも京都大学の
重要な目標です。今、世界は 20 世紀には想像もしなかったような急激な変化を体験しつつ
あります。東西冷戦の終結によって解消するはずだった世界の対立構造は、民族間、宗教間
の対立によってますます複雑に過酷になり、地球環境の悪化は加速し、想定外の大規模な災
害や致死性の感染症が各地で猛威をふるい、金融危機は国の経済や人々の生活を根本から
揺さぶっています。その荒波の中で、京都大学が建学の精神に立ちつつ、どのようにこの国
や社会の要請にこたえていけるか、が問われていると思います。 
 
京都大学は自学自習をモットーにして、常識にとらわれない、自由な学風の学問の都であり
続けなければなりません。そのためにまず、京都大学は静謐な学究の場であるとともに、世
界や社会に通じる窓としての役割を果たさねばならないと思います。そこで、私は「大学は
窓」という標語をもとに、窓にちなんで WINDOW 構想を立ち上げました。大学は世界や
社会に通じる窓であり、それを教職員と学生がいっしょになって開き、学生たちの背中をそ
っと押して送り出すことを全学の共通目標としたのです。それぞれのアルファベットを用
いてWild＆Wise, International＆Innovative, Natural＆Noble, Diverse＆Dynamic, Original
＆Optimistic, Women＆the World を行動目標に掲げました。キャンパスは大学の構内だけ
ではありません。京都大学は日本全国にたくさんの附置研究所や研究センターをもってお
り、世界にも 50を超える研究拠点があります。これらの研究所や拠点で実験やフィールド
ワークに参加し、長い伝統と歴史を誇る京都の町で多くの人々と触れ合いながら能力を磨
くことで、やがて世界の舞台で活躍できる人材に育つことになるのです。 
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さて、では常識にとらわれない自由な発想をするにはどうしたらいいのでしょうか。それに
はまず、世界で現実に起こっていることに目を向け、その背景や要因について深く考えるこ
とが大切です。私が京都大学の学生だった頃は、科学技術が礼賛され、日本が大きな開発の
波に飲み込まれた時代でした。私は休暇を利用して日本列島を北から南まで歩き回り、その
現実を目の当たりにしました。とくに、鹿児島県の屋久島では、まさに自然も人々の暮らし
も大きく変わろうとしていました。 
 
屋久島の中央部は九州で最も標高の高い宮之浦岳をはじめ、数々の高峰が連なり、苔むした
原生林に覆われています。しかし、その険しい尾根を登って森を見渡した時、驚愕の風景が
広がっていました。急峻な斜面はきれいに伐採され、丸裸の草原になっていたのです。山道
に下りてみると、モミ、ツガ、タブやシイの巨木が見るも無残に切り倒され、道路脇に放置
されていました。当時、林野庁は日本の原生林を役に立たない雑木林と見なして伐採し、成
長が早く建材として有用なスギやヒノキを植林していたのです。今にして思えば、クマやシ
カやサルたちが人里へ出てきたのも、花粉症に悩まされるようになったのも、このような全
面的伐採と植林によって森の構造が一変したことが原因でした。私は、日本の自然が急速に
失われつつあることを実感しました。また、その目で屋久島を眺めてみると、森だけではな
く、海も大きく変わろうとしていました。 
魚群探知機や無線を搭載した船団がいくつも島を訪れて乱獲し、豊かだった海の資源は枯
渇しようとしていました。屋久島の主要産業だったサバ漁やトビウオ漁が立ち行かなくな
り、土木工事に雇われたり、島を捨てて都会へ仕事を求めていく人々が続出していました。
コンクリートの護岸工事で美しい海岸線は失われ、砂防ダムができて清流がせき止められ、
道路の拡幅工事で森は寸断されていました。実は、これは屋久島だけでなく、日本中で起こ
っていたことだったのです。 
 
そのころ、私は不思議な出会いをしました。高校時代に時々通った「ほら貝」というロック
喫茶店がありました。そのオーナーの一人だった山尾三省さんという方が、その後インドを
巡礼して屋久島に移り住んでいたのです。山の上に居を構え、鍬をもって畑を耕しながら、
サルやシカと付き合い、晴耕雨読の暮らしを営みつつ詩を書いていたのです。私はサルの調
査をしながら三省さんをはじめ地元の人々と自然について語り合い、やがていっしょに国
の伐採計画や道路の拡幅工事に意見を出すようになりました。その後、屋久島は世界遺産に
なりました。あの頃の活動がなければ今日の屋久島の姿はなかったかもしれません。昨年、
久しぶりに三省さんの墓前に参り、学生時代を思い出しました。当時、私たちが屋久島の自
然の中で何を感じていたか。それを三省さんの水という詩に託してみなさんに贈ります。 
 
“ぼくが水を聴いているとき 
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ぼくは 水であった 
 
ぼくが樹を聴いているとき 
 
ぼくは 樹であった 
 
ぼくがその人と話をしているとき 
 
ぼくは その人であった 
 
それで 最上のものは いつでも 
 
沈黙 であった 
 
ぼくが水を聴いているとき 
 
ぼくは 水であった” 
 
屋久島は水の島です。どこにいても、いつも水の気配がします。水に命を与えられて生きて
いる生物たちと通じ合うためには、まず言葉を捨て、沈黙のうちに耳を澄ますことです。そ
れは相手が人であっても変わることのない自然の作法です。それを知って、私は世界が違っ
たものに感じられるようになりました。 
 
もう一つ、みなさんに贈りたい言葉があります。この二月に亡くなられた俳人の金子兜太さ
んの一句です。 
 
‘青年鹿を愛せり嵐の斜面にて’ 
 
この句から、私は屋久島の断崖絶壁にすっくと立つシカの姿を思い浮かべます。70 年代当
時、シカは森の中でもめったに見かけず、人を見ると驚いて逃げてしまったものでした。切
り立った断崖をまるで鳥のように軽々と跳躍していくシカの姿に、学生だった私は思わず
息をのんだものでした。金子さんの句では、シカが嵐に揉まれながら、足元の定まらない斜
面を行く。その孤高の姿に、今激しく時代の風に打たれている自分を重ね合わせて、目を離
せなくなってしまう。そう、自然はいつでも私たちを励まし、勇気づけてくれるのです。金
子さんは戦後を代表する俳人として、常に社会問題と正面から向き合ってきました。この句
にはそんな金子さんの清新な魂がいきいきと読み込まれています。ぜひ、みなさんもこの句
から勇気をもらってください。 
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現代は国際化の時代といわれます。皆さんの将来活躍する舞台も、日本という国を大きく越
えて世界に広がっています。地球社会の調和ある共存のために、解決すべき課題がたくさん
あります。自然資源に乏しいわが国は先端的な科学技術で人々の暮らしを豊かにする機器
を開発し、次々にそれを世界へと送り出してきました。海外へと進出する日本の企業や、海
外で働く日本人は近年急激に増加し、日本の企業や日本で働く外国人の数もうなぎのぼり
に増加しています。皆さんがその流れに身を投じる日がやがてやってくると思います。その
ためには、日本はもちろんのこと、諸外国の自然や文化の歴史に通じ、相手に応じて自在に
話題を展開できる広い教養と、常識を疑いつつ真理を追求する気概を身につけておかねば
なりません。理系の学問を修めて技術畑に就職しても、国際的な交渉のなかで多様な文系の
知識が必要になるし、文系の職に理系の知識が必要な場合も多々あります。世界や日本の歴
史にも通じ、有識者たりうる質の高い知識を持っていなければ、国際的な舞台でリーダーシ
ップを発揮できません。京都大学は、全学の教員の協力のもと質の高い基礎・教養教育の実
践システムを組み上げてきました。学問の多様性や階層性に配慮し、クラス配当科目やコー
ス・ツリーなどを考案し、教員との対話や実践を重視したセミナーや少人数ゼミを配置して
います。外国人教員の数も大幅に増やし、学部の講義や実習にも英語で実施する科目を配置
しました。博士の学位を取得して、世界で実践的な力を揮えるように、5つのリーディング
大学院プログラムを走らせています。先端的な学術ハブとして高等研究院を立ち上げ、京都
大学の学問を通して全世界にネットワークを広げています。また、既存の留学コースに加え、
自分自身で企画し実行する「おもろチャレンジ」という体験型の留学制度を設けています。
大学の学びだけではない、海外の文化や自然を自ら体得するフィールドワーク的な企画で
す。海外の多様な人々との対話を通じて、新しい学びの場で世界に貢献できる独創的な能力
を育てていこうと思っています。 
 
京都大学では、教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実した生活を送
ることができるよう、支援策として京都大学基金を設立しています。本日も、ご家族のみな
さまのお手元には、この基金のご案内を配布させていただいておりますが、ご入学を記念し
て特別な企画も行っております。ぜひ、お手元の資料をご覧いただき、ご協力をいただけれ
ば幸いです。 
 
みなさんが京都大学で対話を駆使しながら多くの学友たちとつながり、未知の世界に遊び、
楽しまれることを願ってやみません。 
 
ご入学、まことにおめでとうございます。 
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（“ ”は、山尾三省氏の『びろう葉帽子の下で―山尾三省詩集』（野草社、1993 年）より引
用） 

（‘ ’は、金子兜太氏の『金子兜太詩集 第 1 巻』（筑摩書房、2002 年）より引用） 
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大学院入学式〔2018 年度〕 
2018（平成 30）年４月６日 

 
本日、京都大学大学院に入学した修士課程 2,350名、専門職学位課程 326 名、博士（後期）
課程 891 名のみなさん、入学おめでとうございます。ご来賓の長尾真元総長、ご列席の副
学長、研究科長、学舎長、教育部長、研究所長とともに、みなさんの入学を心からお慶び申
し上げます。また、これまでみなさんを支えてこられたご家族や関係者のみなさまに心より
お祝い申し上げます。 
 
さて、今日みなさんはさらに学問を究めるために、それぞれの学問分野へ新しい一歩を踏み
出しました。京都大学には多様な学問分野の大学院が設置されており、合計 24 種類の学位
が授与されます。18 の研究科、13 の附置研究所、14 の教育研究施設が皆さんの学びを支え
ます。修士課程では講義を受け、実習やフィールドワークを通じて学部で培った基礎知識・
専門知識の上にさらに高度な知識や技術を習得し、研究者としての能力を磨くことが求め
られます。専門職学位課程では、講義のほかに実務の実習、事例研究、現地調査などを含め、
それぞれの分野で実務経験のある専門家から学ぶ機会が多くなります。博士後期課程では
論文を書くことが中心となり、そのためのデータの収集や分析、先行研究との比較検討が不
可欠となります。さらに、現代社会の課題に答えるべく、実践的な知識や技術の習得を目指
した 5 つのリーディング大学院プログラムが走っています。 
 
大学院で高度な学問を修めるみなさんは、これから急速に変動していく世界に向かってい
かねばなりません。人新世 Anthropocene という言葉をご存知でしょうか。これは 1995 年
にノーベル化学賞を受賞したパウル・クルッツェンと生態学者のユージン・ステルマーによ
って 2000 年に提唱された、新しい地質年代区分です。巨大隕石の衝突によって地球が寒冷
化し、恐竜が絶滅して哺乳類の時代と呼ばれる新生代が始まったのは今から 6,500 万年前
です。新生代の第 4紀の更新世は今から 258 万年前に始まり、氷河期が終わった 1万 1,700
年前から完新世が始まりました。その完新世を産業革命以降の人新世と区切ろうというの
です。それは、ジェームズ・ワットによる蒸気機関の発明に始まる化石燃料の過度な使用が
大気の組成を変え、その後の人為的な介入による大規模な陸上・海洋生態系の変化を引き起
こしたと考えられるからです。また、工業化が急速に進展して原子力が登場した第 2 次世
界大戦後に人新世の境界を引く考え方もあります。いずれにしても、大規模な森林伐採によ
る生物多様性の消失、有毒な化学物質による汚染、過度な開発による河川や湖の枯渇などに
よって、地球環境が回復不可能なほど劣化してしまったことは事実です。2009 年には人類
の活動がある閾値を越えてしまった後には取り返しがつかない「不可逆的かつ急激な環境
変化」の危険性があるとして、地球システムにプラネタリー・バウンダリーという 9 つの指
標が提唱されました。実はこのうち、気候変動、生物多様性、窒素・リンの循環、土地利用
の変化については、すでに限界点を超えたことが示されているのです。2015 年に採択され
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たパリ協定は、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度未満」に抑えることを目標に
定めています。これから私たちは人間活動をどう抑制して豊かな未来を作るかを真剣に考
えていかねばなりません。 
 
人新世という考えは、自然と文化、自然科学と人文科学という二分法を無意味にしました。
もはや人為の及ばない自然はなく、人間の社会や政治も自然と複雑に絡み合っているから
です。人間の手による耕作地や牧場は世界中に広がりました。地球上の大型動物の 90％以
上は家畜です。人間の人口が 72 億を超えたばかりでなく、ブタは 10 億、ウシは 15 億，ニ
ワトリは 500 億羽もいて、自然を改変し野生動物たちの暮らしを奪ってきたのです。また、
私たちの身体や五感が自然と切り離せないとしたら、近年の自然の大規模な変化の影響を
受けざるを得ません。アトピー性皮膚炎、花粉症、小麦アレルギー、I 型糖尿病など、人の
免疫系に関する病気や胃腸疾患が急増しています。うつ病、自閉症、強迫性障害などの心の
病も蔓延しています。こういった「21 世紀病」は、20 世紀の中盤に先進国で起こった薬剤
による衛生環境の改善が、腸内細菌の量やバランスが大きく崩した結果だと言われている
のです。 
 
何しろ人の腸内には 1,000 種類以上の腸内細菌が約 100 兆個も存在し、その重さは約 1.5 キ
ログラムにも上ります。さらに、皮膚の表面や口、鼻といった湿った部分にも膨大な数の細
菌が活動しています。これらの細菌の遺伝子は約 300 万個もあり、人の遺伝子総数 2 万 1
千個の 100 倍以上。人の体はこれらの細菌や微生物の集合体で、腸内細菌の遺伝子は人の
遺伝子と協力して、エネルギーの摂取や貯蔵を操作し、肥満や病気への抵抗性、脳の働きに
も大きな影響を与えます。人の遺伝子と違って、単細胞生物である細菌の遺伝子は環境の変
化に応じてめまぐるしく変化して問題に対処できます。だからこそ、人間は多様な環境に進
出して暮らすことができたのです。その共生関係が崩れれば、人は健康状態を維持できなく
なります。考えてみれば、この地球は微生物の惑星です。彼らは人よりずっと前に誕生し、
土壌、水圏、大気圏のあらゆる場所に生息しています。彼らを排除するのではなく、共生す
ることを心がけねば人は滅びてしまうでしょう。 
 
このように、安定した無限の資源を使って人間の世界が広がるというこれまでの考えが改
められ、人間は他の生物と複雑な関係を築きながら脆弱な地球と上手に付き合っていかね
ばならないことが明らかになりました。これからの科学技術は、人間だけの生存や繁栄を目
指すのではなく、人間と他の生命が共生できるエコシステムの創生を図らねばなりません。
果たして、遺伝子組み換えや遺伝子編集技術、情報通信技術や人工知能がその道を開いてく
れるでしょうか。新しい思想や技術がどのような産業と結びついて世界を作るかが、今注目
されています。これからの大学はその協働の中心となるでしょう。 
 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第６章山極寿一総長

3326



 
 

京都大学は社会にすぐに役立つ研究だけを奨励しているわけではありません。開学以来、対
話を根幹とした自由の学風を伝統とし、独創的な精神を涵養してきました。それは、多様な
学びと新しい発想による研究の創出につながり、未来の課題を解決することにつながって
きました。みなさんはこれから専門性の高い研究の道へ入られるわけですが、それは狭き道
をまっしぐらに進むことを意味するわけではありません。多くの学友や異分野の研究者た
ちと対話を通じて自分の発想を磨くことが、真理の道へ通じるのです。今日、京都大学の大
学院に入学したみなさんも、いつかは自分の専門を離れて別の学問領域に目を向ける日が
来るかもしれません。それも自分の学問分野で成功するのに匹敵する輝かしい飛躍であり、
新たな可能性を生み出す契機となると私は考えています。どうか失敗を恐れず、自分の興味
の赴くままに、研究生活に没頭してください。京都大学はそれにふさわしい環境を提供でき
ると思います。 
 
日本は、博士の学位を取得した学生が産業界に就職しにくいと言われてきましたが、最近は
多くの企業が国際化する中で、博士の学位を持つ人材を積極的に雇用する兆しが見え始め
ています。それには大学院在籍中に企業の実践的な現場を知ることが重要で、本学でも産学
協同イノベーション人材育成コンソーシアム事業として、多くの企業に参加してもらい、中
長期のインターンシップやマッチングを実施しています。社会に出る前に産業界の現場を
経験し、自分の能力や研究内容に合った世界を知る機会を増やそうと考えております。また、
国際的な舞台で活躍できる能力を育成するために、海外のトップ大学とダブル・ディグリー
やジョイント・ディグリーを増やそうとしています。現在、京都大学はハイデルベルグ、バ
ンコクに海外拠点をもち、ヨーロッパやアジアの大学との連携を強めており、北米にも拠点
を設けて大学間交流の場を増やしています。すでに京都大学の多くの部局は世界中に研究
者交流のネットワークや拠点をもっており、これらの拠点を活用しながら、共同研究や学生
交流を高め、国際的に活躍できる機会と能力を伸ばしていく所存です。 
 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実した
生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基金
を設立しています。本日も、ご家族のみなさまのお手元には、この基金のご案内を配布させ
ていただいておりますが、ご入学を記念して特別な企画も行っております。ぜひ、お手元の
資料をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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博士学位授与式〔2018 年度〕 
2018（平成 30）年９月 25 日 

 
本日、京都大学から博士の学位を授与される 187 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、60 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した博士号は 44,265 となります。列席の副学長、研究科長、学館長、学舎長、教
育部長、博士課程教育リーディングプログラムコーディネーターをはじめとする教職員一
同とともに、皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げます。 
 
京都大学が授与する博士号は合計 20 種類もあり、博士（文学）のように、それぞれの学問
分野が称号のあとに記されています。また、7 年前からリーディング大学院プログラムが始
まり、これを受講し修了された皆さんの学位記には、それが付記されています。これだけ多
様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨き、その高みへと上られたことを、私は
心から誇りに思い、うれしく思います。本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到達点
であり、これからの人生の出発点でもあります。今日授けられた学位が、これから人生の道
を切り開いていく上で大きな助けとなることを期待しています。 
 
私は総長に就任する以前、アフリカの熱帯雨林でゴリラの研究をしていました。熱帯雨林、
通称ジャングルという場所は高温多湿で多種多様な菌類や植物が繁茂し、昆虫から爬虫類、
両生類、鳥類、哺乳類に到るまで多くの動物たちが日夜活動しています。そこは陸上生態系
で生物多様性がもっとも高い場所であるとともに、様々な生物が多様な関係を繰り広げ、新
しい種を次々に生み出している場所です。総長になって大学を眺めたとき、私はこのジャン
グルと大学がよく似ていると感じました。大学は世界の多様な知が集積する場所であり、ま
たこれまでの歴史を担った知もそこで収集され、様々な視点から分析されています。まさに
時空を超える知の拠点であり、それらの知を駆使して創造的な活動を展開する場所でもあ
ります。そして、重要なことは大学もジャングルと同じように、新しい種、すなわち新しい
考えが次々に生み出されていく場であるということです。本日、学位を取得された皆さんは、
その最先端に立って新しい知を生み出してこられたのです。 
 
博士の学位を得るということは、自分の独創的な考えを認められたということであり、未知
の世界の探究者として入口に立ったということを意味します。それは、これから社会に出て
いく人にとっても、大学に残って研究を続ける人にとっても同じことです。世界の未解決な
課題を発見し、それを自分が置かれた環境の中で、これまでに培った知力と独創力を駆使し
て解いていくという作業に変わりはないからです。そして皆さんは、自分の一生をかけて取
り組む大きな課題にいつか出会うかもしれません。 
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今年の 7 月に、東京で京都大学－稲盛財団合同京都賞シンポジウムが開かれました。テー
マは「生命の神秘とバランス」で、青山学院大学の福岡伸一さん、京都大学の森和俊さん、
大阪大学の長田重一さん、東京工業大学の大隅良典さんに講演をしていただきました。私が
驚いたのは、これらの方々が様々な学問分野の出身でありながら、それぞれ異なるアプロー
チから生命の本質に迫っていることでした。大隅さんと長田さんは理学、森さんは薬学、福
岡さんは農学の出身ですが、皆さん生命科学に目を開かれ、細胞の不思議な活動に取り組む
ことになります。大隅さんは細胞内でタンパク質を分解するオートファジーという現象を
発見し、森さんはタンパク質を合成する小胞体の活動を明らかにしました。長田さんは、細
胞自体が死んでいくアポトーシスという現象を解明しました。福岡さんはこうした細胞の
絶え間ない分解と合成の作用を、熱力学第 2 法則に従わずにエントロピーを常に捨て続け
る「動的平衡」として生命の本質を定義しています。さらに私が感銘を受けたのは、これほ
ど素晴らしい発見を成し遂げた 4 人の方々が、まだ生命は解明されていないとして、その
謎に挑み続けているということでした。真の研究者は、生涯の課題を決してあきらめること
なく探求し続ける。その姿に私は強く心を打たれました。遺伝子組み換えやゲノム編集によ
って生物が大きく改変され、私たちの世界に人工知能やロボットが共存する時代を迎え、生
命の本質を探ることはますます重要になっていると思います。 
 
現代は不確定性の高い時代と言われます。情報通信機器が発達したおかげで、私たちはいつ
でもどこでも膨大な情報にたやすくアクセスできるようになりました。しかし、その反面、
どれが信用できる情報なのか、判断しにくくなりました。歴史が新たに編纂しなおされ、解
釈しなおされて、歴史上の人物の評価が目まぐるしく変わります。プラネタリーバウンダリ
ーという概念が提唱され、その 9 つの条件のうちのいくつかが限界値を超えていると言わ
れます。しかし、その数値をめぐって学者の間では意見が分かれます。地球温暖化の原因は
大気中の二酸化炭素の割合が上昇したことだという事実が各国で共有される一方で、それ
とは異なる数値を示して温暖化は地球の気候変動の自然な変化だと述べ、パリ協定から離
脱する大統領もいます。日本でも地震や津波に耐えうる基準や、原子力発電所の脆弱性、放
射能による健康被害をめぐって、どのデータを用いるかで研究者の意見は分かれています。
科学や技術が人間の安全や安心を保障できなくなっているのです。 
 
それは、私たち現代人が高度な情報インフラに囲まれて暮らしているためでもあります。交
通手段も建物も、食糧や水の供給に到るまで、複雑なネットワークのなかで電化され情報化
されて維持されています。台風や地震などの災害で通信網や電気が停止すると途端に何も
かもが動かなくなることを、今年日本を襲った災害で私たちは身に染みて知っています。問
題は、その情報システムの内容がわからないままに、私たちはその恩恵を享受しているとい
うことです。システムが停止しても、一般の人々にはその内容がわからないので、専門家が
復旧してくれるまで不便に耐えなければなりません。しかも、原子力発電所の事故のように、
システムが破壊されたことでどれほどの災禍を受けるか、確かなことは不明なままです。昔
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は安全・安心な環境は人の手で造られ、それが壊されても人の手で修復することができまし
た。しかし、現代は人工的な環境が被害を過大にし、その修復は人知を超え、新たな技術の
開発を必要とする時代です。人間が作り出した科学技術が人間をさらなる不安に陥れてい
るのです。今こそ、すべての研究者が分野を超え、総力を挙げて、確かな未来を提示する必
要に迫られているのです。 
 
本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみると、京都大学らしい普遍的な現象に
着目した多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反映した
内容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との交流、多文化共生、人の移動や
物の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう法や経済の再考、心の
病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。 
 
これらの論文は、現代世界で起こっている問題や、これまでに未解決であった問題に鋭い分
析のメスを入れ、その解決へ向けて新たな証拠や提言を出すということで共通しています。
確かな資料に基づく深い考察から発せられたこれらの提言は、未来へ向けての適切な道標
となると思います。タイトルを見ただけでも中身を読んで詳しく内容を知りたいという気
持ちをかき立てる論文や、私の理解能力を超えたたくさんのすばらしい研究が学位論文と
して完成されており、私はその多様性に驚きの念を禁じえませんでした。この多様性と創造
性、先端性こそが、これからの世界を変える思想やイノベーションに結びついていくと確信
しています。 
 
現代の日本は世界の先進国に比べ研究力が落ちていると言われています。とりわけ、分野を
超えた対話が低調で、産業界ではイノベーションが起きないことが問題視されています。京
都大学はその重苦しい空気を吹き飛ばして、時代の先端を走らねばなりません。それは、皆
さんが今まで京都大学で培った能力を世界へ向けて発信することです。自分が発見した新
しい事実や考えを世に出すためには、面白いと思う対象や現象を忍耐強く追い続け、それを
発見に結び付ける静謐で自由な学問環境と、発見したものを論文として形にするための質
の高い対話や討論が可能なコミュニティが必要です。京都大学はこれまでその環境を維持
することに全力を尽くしてきました。 
 
ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、発見の喜びや論文に仕上げるまで
の苦労を十分に味わってこられたことと思います。自分と同じ分野の仲間や他分野の仲間
と、活発な対話を通じて、独自の考えや世界を作り上げたことでしょう。それは自由の学問
の都、京都大学で学んだ証であり、皆さんの今後の生涯における、かけがえのない財産とな
るでしょう。また、皆さんの学位論文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さん
の残す足跡は後に続く世代の目標となります。その価値は、皆さんが今後研究者としての誇
りとリテラシーを守れるかどうかにかかっていると思います。昨今は科学者の不正が相次
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ぎ、社会から厳しい批判の目が寄せられています。皆さんが京都大学で培った研究者として
の誇りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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大学院学位授与式〔2018 年度〕 
2019（平成 31）年３月 25 日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される 2,203 名の皆さん、修士（専門職）の学位を授
与される 148 名の皆さん、法務博士（専門職）の学位を授与される 129 名の皆さん、博士
の学位を授与される 585 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、363 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した修士号は 81,168、修士号（専門職）は 1,845、法務博士号（専門職）は 2,254、
博士号は 44,850となります。ご来賓の Carl, Becker Bradley 名誉教授、列席の副学長、研
究科長、学館長、学舎長、教育部長、国際高等教育院長、博士課程教育リーディングプログ
ラムコーディネーター、研究所長をはじめとする教職員一同とともに、皆さんの学位取得を
心よりお祝い申し上げます。 
 
京都大学が授与する修士号や博士号には、博士（文学）のように、それぞれの学問分野が付
記されており、合計 23 種類もあります。また、7 年前からリーディング大学院プログラム
が始まり、これを受講し修了された皆さんの学位記には、それが付記されています。これだ
け多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨き、その高みへと上られたことを、
私は心から誇りに思い、うれしく思います。本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到
達点であり、これからの人生の出発点でもあります。今日授けられた学位が、これから人生
の道を切り開いていく上で大きな助けとなることを期待しています。 
 
世界は今、資源集約型社会、労働力集約型社会から知識集約型社会へと変貌を遂げようとし
ています。そこでは情報が大きな価値を持ち、情報通信技術や人工知能（AI）が大きな力を
発揮するでしょう。病気の早期診断や新しい薬の開発にすでにこうした技術が応用されて
います。膨大なデータから AI が病因を見つけ出し、適切な治療法を考案して適用し、やが
て医療ロボットが的確で安全な手術を行うようになるでしょう。本学の山中伸弥先生の iPS
細胞研究所では、iPS 細胞を利用してさまざまな新薬の開発や治療方法の創出を実現してい
ます。栄養価が高く、安全で収量の多い栽培植物や、成長が早く美味な肉の生産にもこれら
の技術が役立っています。自動運転を可能にするドライバーモニタリングシステムやスマ
ートシティセンシング、カメラと AI を用いた商品識別技術、多言語自動翻訳技術、災害情
報分析技術など、新しい技術が次々に生み出されています。それは私たちの暮らしを大きく
変えるでしょう。2045年に AI が人間の脳を超えるシンギュラリティ（技術的特異点）の到
達を予測する議論さえ行われています。 
 
さて昨年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した本学の本庶佑先生は、がん細胞を攻撃する免
疫細胞にブレーキをかけるタンパク質「PD-1」を発見し、画期的ながん免疫療法を開発し
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ました。長年の研究の末に、本庶先生はがん細胞が自身の持つ PD-L1 を PD-1と結合させ
T 細胞の機能を抑えることで、自身を排除しようとする免疫から逃れていることを明らか
にしました。次に、PD-1に対する抗体を作製し、がん細胞の PD-1 との結合を阻害して T
細胞の免疫力を発揮させ、がん細胞を排除する仕組みを開発したのです。その成果として、
オプジーボやキイトルーダといった免疫チェックポイント阻害剤が製品化され、現在世界
中のがん患者に使われています。従来のがん細胞を除去したり、破壊したりする手術や、放
射線や抗がん剤を使う治療法とは全く異なる治療法であり、がん治療の未来に大きな光を
投げかけています。本庶先生のノーベル賞受賞は、地道な基礎研究の成果を、常識を覆す治
療法と画期的な創薬の開発という応用研究まで拡げたことが、人類の救済に役立ったと評
価されたのだと思います。私も昨年の 12月、本庶先生のノーベル賞授賞式に参列させてい
ただきましたが、羽織はかま姿の本庶先生がストックホルムの伝統あるストックホルムコ
ンサートホールでカール 16 世グスタフ国王からメダルと賞状を受け取る姿を見て、とても
誇らしい気持ちになりました。山中先生とともにノーベル賞を受賞された研究者が二人も
現役で本学の教員として活躍しています。1949 年に湯川秀樹先生が日本初のノーベル物理
学賞を受賞してから今年で 70 年目を迎えます。時代は変わり、科学技術は急速に進歩した
とはいえ、京都大学の創造の精神は不変であり、学術研究の先導的地位も変わってはいませ
ん。昨年は、本学の柏原正樹先生が、生涯にわたる群を抜く業績を挙げた数学者に贈られる
チャーン賞、そして日本が誇る国際賞の京都賞を受賞されました。これらの先生の後に続く
若い研究者が続々と出てくることを期待しています。 
 
本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみると、京都大学らしい普遍的な現象が
見えてきました。多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反
映した内容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との交流、多文化共生、人の
移動や物の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう政治や経済の再
編、心の病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。これらの論文は、現代世界で
起こっている社会問題や、これまでに未解決であった諸課題に鋭い分析のメスを入れ、その
解決へ向けて新たな証拠や提言を示すということで共通しています。確かなデータに基づ
く深い考察から発せられたこれらの知見は、未来へ向けての適切な道標となると思います。
タイトルを見ただけでも、詳しく内容を知りたいという気持ちをかき立てられる論文や、私
の理解能力を超えるような新しい研究が学位論文として完成されており、私はその多様性
に驚きの念を禁じえませんでした。この多様性と創造性、先端性こそが、これからの世界を
変える思想文化や科学技術に結びついていくと確信しています。 
 
さて、昨年 10 月には、1981 年にノーベル化学賞を受賞された福井謙一先生の生誕 100 周
年を祝うシンポジウムが本学で開催されました。その際、福井先生とノーベル化学賞を同時
受賞された米国コーネル大学のロアルド・ホフマン先生が来日され、福井先生の思い出を語
りました。20 歳年下のホフマン先生によれば、福井先生は独創的な方法で化学を把握し、
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量子力学の計算を駆使して精緻な理解に至る達人でした。そしてお二人はともに科学政策
と芸術鑑賞に関心を示すという点で共通していたそうです。ホフマン先生はその交流を思
い出しながら、葛飾北斎の富岳百景の荒波に揉まれる小舟の彼方に富士山を望む版画を引
き、私たちの周りにシミュレーションの大波がどんどん押し寄せてきていることについて
話しました。昨年世界的に注目されたニュースですが、機械学習により、化学者の計算がこ
れまでとは比較にならないほど早く正確に、比較的安いコストで可能になり、電子特性を予
測することも、硬質材料を特定することも容易になった、ということです。さらに、簡単な
データマイニングをすれば、十代の女の子に、彼女のお父さんが妊娠に気付く前に、紙おむ
つのクーポンを送ることさえできる、といった宣伝をする広告代理店まで現れているそう
です。しかし、便利なことばかりではありません。深層ニューラルネットに一人の男性の写
真を 5 枚提示したところ、91％の確度でその人の性的嗜好を言い当てることができたそう
です。こうした技術は世論操作にも応用可能ですし、これから多くの国で分断と監視が強化
されていく恐れが高まっています。ほとんどの科学者は、自分たちの研究が予知能力を超え
る何か善なるものを目指していると信じています。私たちは世界のあらゆる現象を理解す
ることに大きな喜びと安心を感じます。そうした理解には論理が必要であり、たんなる予測
とは違うのだとホフマン先生は言います。シミュレーションには今、機械学習や人工ニュー
ラルネットワークなど最新の情報技術が使われていますが、コンピュータが化学や物理を
理解しているわけではありません。常にデータセットと答えとの完全な一致だけを目指し
ている検索エンジンなのです。ビッグデータが共有される豊かな未来が到来すればよいの
ですが、これまで誰も深刻に考えたことのなかった大規模な混乱が起こることもありえま
す。むしろ、人間が担う重要な任務が減ることで、不平等が今以上に増える恐れがあるとホ
フマン先生は警告します。さらにシステム管理の集中化は、政治や経済の独裁的権力を生み
出し、シミュレーションは支配のために濫用されるようになると予測します。それを防ぐた
めには、機械のシミュレーションと人間の理解との共存を実現させる実験が必要だとホフ
マン先生は提案しています。1964 年に発表された福井先生の重要な論文を例にとり、ホフ
マン先生は数値のシミュレーションよりも人々を理解に導く理論の大切さを説いています。
そして、現代は 1 人 1 人の個人、社会そして世界のために、人間が理解することの固有の
価値とシミュレーションの効率性を両立させることが必要であると訴えています。 
 
今後、AI と IT は人間の道徳的な生活にも浸透してくるでしょうが、芸術や人間の感性が科
学技術の行き過ぎを押しとどめる最後の防波堤となることは否定できません。私たちは今
豊かな情報に恵まれながらも、個人が孤独で危険に向き合う不安な社会に生きています。仲
間と分かち合う幸せな時間は AI には作れません。それは身体に根差したものであり、効率
化とは真逆なものだと私は思います。情報には感性がなく、目的に沿っていかようにでも作
り変えることができます。情報には高い利便性がありますが、それは人間の身のたけに合っ
たものではありません。ですから私たちは、身体性に根ざした幸福感を賢く組み込むような
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超スマート社会を構想する必要があります。それには文理の境界を越えた深い教養と時空
を自在に往還する幅広い知識が不可欠になります。 
 
本日、学位を授与される皆さんは京都大学で培った高い能力を駆使して、ぜひこの困難な時
代に叡智の花を咲かせてほしいと思います。学問をするには、その時代への感性を持つこと
が重要です。くわえて、どんな学問を収めるにも幅広い教養と基礎が必要です。未知の領域
や新しい課題を発見する力は、小さいころに自然に遊んだ経験や、異分野で培った見識が育
ててくれることがあるのです。しかし、今や世界中で科学に向き合う姿勢が画一化され、と
くに技術と結びついて、社会にすぐに役立つイノベーションのみが求められる風潮にあり
ます。自分の学問分野だけでなく、他の分野の知識や芸術的な感性を幅広く取り入れて、そ
れぞれの研究者が独自の感性や科学的直観を持つことが重要だと思います。 
 
ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、他の分野に広く目を向け、活発な
対話を通じて、独自のアカデミックな世界を作り上げたことでしょう。それは京都大学で学
んだ証であり、皆さんの今後の生涯における、かけがえのない財産となるでしょう。また、
皆さんの学位論文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さんの残す足跡は後に続
く世代の目標となります。その価値は、皆さんが京都大学の卒業生としての誇りを守れるか
どうかにかかっていると思います。たいへん残念なことですが、昨今は科学者の不正が相次
ぎ、社会から厳しい批判の目が研究者に向けられています。皆さんが京都大学で培った研究
者としての誇りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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卒業式〔2018 年度〕 
2019（平成 31）年３月 26 日 

 
本日、京都大学を卒業される 2,876 名の皆さん、まことにおめでとうございます。ご来賓の
井村裕夫元総長、長尾真元総長、列席の理事、副学長、学部長、部局長をはじめとする教職
員一同とともに、皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます。あわせて、今日の卒業式を
迎えるまでのご家族および関係者の皆様よりいただいた数々の厚いご支援に対し、心より
御礼申し上げます。1900 年に第 1 回の卒業式を迎えて以来、120 年にわたる京都大学の卒
業生の数は皆さんを含めて 211,548名になりました。 
 
さて、皆さんは入学以来、どのような学生生活を送ってきたでしょうか。本日はぜひ、この
数年間京都大学で過ごした日々のことを思い出してください。厳しい受験競争を勝ち抜い
て入学した皆さんは、京都大学にどんな期待や夢を抱いていたでしょうか。今日、卒業式を
迎えるまでの数年間に、それは叶えられたでしょうか。それとも、その夢は大きく変貌を遂
げたのでしょうか。そして、皆さんがこれから歩んでいこうとされる道は、そのころの夢と
どうつながっているのでしょうか。 
 
昨年、本学の本庶佑 特別教授がノーベル生理学・医学賞を受賞されました。本庶先生の研
究人生も長く、険しく、何度も挫折と忍耐を必要とした道のりでした。それを京都大学で経
験されたことを、私はとてもうれしく思います。私は 12 月にストックホルムで開かれた授
賞式に本庶先生と共に出席するという栄誉を得ました。伝統あるストックホルムコンサー
トホールで、スウェーデンの王室と世界の科学者が居並ぶ中、本庶先生が羽織はかまで登場
し、カール 16 世グスタフ国王からメダルと賞状を授与された姿を見て、とても誇らしく思
いました。世界の情勢が目まぐるしく変わり、日本の研究力の低下が懸念される現代でも、
京都大学の創造的で先端的な研究力が大きな輝きを放っていることを実感したからです。
授賞式に出席した多くの科学者たちが本庶先生と京都大学の研究の素晴らしさを称えてく
れました。ノーベル財団の紹介も振るっていました。スウェーデンの誇るオーケストラをバ
ックにし、免疫システムと、本庶先生、そして同時に受賞されたジェームズ・アリソン先生
の功績をオーケストラの力を借りて、こう説明したのです。 
 
“The immune system is based on a diversified array of instruments, in the form of various cells 
and molecules. Each of them has its own special sound and technical requirements to get them 
to work, a bit like the instruments in the orchestra here today.” 
 
“T cells － a kind of white blood cells that act, among other things, as killer cells － use a 
special instrument called a receptor to identify cancer cells as foreign. By the 1990s, cancer 
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immunology researchers had shown that T cells will then react, but unfortunately in a much 
too timid way. Let’s ask the orchestra to illustrate.” 
 
“Beautiful and clear, but alas – so short, slow and weak! Playing “andante and pianissimo” was 
not enough to eliminate cancer cells. This year’s Nobel Prize in Physiology or Medicine goes 
to two researchers who discovered how we can release the brakes that hold back the immune 
system, thereby mobilising it for cancer therapy. Both Laureates are immunologists, but 
neither was actually a cancer researcher from the beginning. This story therefore illustrates 
something important: the unexpected benefits of basic research.” 
 
“The two therapies have especially strong effects when used together. Let’s get a preview by 
returning to our immune system orchestra. You remember how pathetic it sounded last time. 
Now let’s hear how the same reaction looks when we release the brakes. Maestro?” 
 
“Allegro e Fortissimo! That was a bit different, the way it should sound! By orchestrating the 
immune system in the right way, it has proved possible to control or eliminate the disease in 
tens of thousands of patients. Many are still tumour-free after more than five years. This new 
pillar of cancer therapy is already solid, and the Laureates’ discoveries have inspired a whole 
new field of research. Like the Carmen Overture, it promises an exciting future.” 
 
つまり、免疫システムとはいろいろな細胞や分子からできている、多様な楽器の配列のよう
なものだというのです。それぞれが固有の音を持っていて、その機能を発揮させるためには、
オーケストラの楽器のような技術が必要です。ここでオーケストラが奏でたのは「アンダン
テとピアニシモ」ですが、そんなソフトな演奏ではがん細胞を除去するのには十分ではあり
ません。本庶先生とアリソン先生は免疫システムに働いているブレーキを外し、がん治療の
ためにそれを駆動させる方法を発見したのです。ブレーキを外すとどうなるか、それを再び
オーケストラの演奏で聞かせます。今度は「アレグロでフォルテシモ」、とても生き生きと
してきます。このように新しい治療法は何万人という患者から病気を取り除き、さらに新し
い研究領域に目を開かせてくれた。それをカルメンの前奏曲のように、エキサイティングな
未来を約束するものだと評しています。 
 
ノーベル財団は、本庶先生もアリソン先生も免疫学者であって、初めはがんの研究者ではな
かったと紹介しています。それが思わぬ発見と医学の飛躍的発展につながったことは、基礎
研究の予期せぬ成果であると称えています。これは本庶先生がいつも口にされていること
ですが、基礎研究を粘り強く続け、常識を疑うことでブレイクスルーを成し遂げるという京
都大学の精神にもつながります。これはどんな分野にも適用できる基本的な姿勢だと思い
ます。 
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皆さんが京都大学で過ごした数年のあいだに、世界は大きく変貌をとげました。東日本大震
災や熊本大地震の復興がままならないうちに、昨年は北海道胆振東部地震が起き、数多くの
台風が日本列島を縦断して、多くの人々が被災しました。世界では民族や宗教による対立が
激化し、多くの難民が生み出されて、各国のこれまでの協力体制や連携にひずみが生じてい
ます。イギリスの離脱交渉で揺れる EU、一国主義へ傾斜するアメリカ、流動化する東アジ
ア情勢など、こういった世界の急速な動きのなかで、皆さんは何を考え、どういった決意を
新たにしてきたのでしょうか。 
 
生命に関する考え方も大きく変わりました。昨年は中国でゲノム編集による双子が誕生し、
デザイナーベビーに向けて生命倫理に関する議論が白熱しています。今年に入ってゲノム
編集によるサルのクローンも誕生しました。日本でも iPS細胞や ES 細胞を用いた医療技術
が急速に進展し、人の臓器がブタの体内で作成される時代になりました。生命環境や人間観
をめぐるさまざまな倫理的問題が浮上してきています。そこには、単に病気を治すというだ
けでなく、人間の命の始まりや遺伝的なシナリオに手を加えるという可能性が広く開けて
いるからです。それは、社会の年齢構成や人生計画を大きく左右して、未来社会の動態に影
響を与えます。また、医療がビジネスと結びつき、バイオベンチャーとして巨大な富を生み
出し、世界の経済を動かす動因にもなりつつあります。私たちは今こそ、さまざまな生命の
長大な歴史を振り返りつつ、生物としての人間、文化を持つ社会的な存在としての人間を総
合的に見つめなおさなければなりません。 
 
これから皆さんが活躍するのは、Society 5.0 と呼ばれる超スマート社会です。そこでは ICT
機器が威力を発揮して人々や物をつなぎ、ロボットや AI が多くの仕事を代替することにな
って、互いの顔が見えなくなるかもしれません。しかし、そういった社会でこそ、人々が触
れ合い、生きる力を発揮して世界と向き合うことが大切になると思います。世界は資本集約
型や労働力集約型から知識集約型社会に変貌しようとしています。日本も東京一極集中型
の経済から地域分散型の経済へと脱皮しようとしています。その動きを作るのは皆さんの
力です。 
 
これからの社会は、これまでにはない人間観や自然観が必要です。先端的な科学技術にすべ
てを依存するのではなく、これまで時代遅れと見られてきた考え方を拾い集めて未来を見
つめ直すことも重要になるでしょう。温故知新、ふるきをたずねて新しきを知ることは、ま
すます必要とされています。現代は情報技術やコミュニケーション技術が急速に発展し、い
つでもどこでも、簡単に既存の知識にアクセスできるようになりました。膨大な映像が情報
機器を通じて無料で流され、もはや、書物は知識を得る唯一無二の手段ではなくなりました。
しかし、社会を先導するイノベーションには科学技術だけでなく、人文学、社会科学的な学
知と共に確かな人間観が不可欠であり、それを総合的な学術研究の蓄積から見直さなくて
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はなりません。今こそ、京都学派と呼ばれる京都大学が誇る奥深い思考の水脈を開くときが
来ているのだと思います。 
 
現代の問題は、「将来は現在より良くなるはず」という希望を支える資本主義の原則、すな
わち「経済成長は至高の善」という理念が崩れ始めているということでしょう。私が京都大
学の学生だった 1970 年代初頭はまだ日本が高度成長時代で、すぐ先に明るい未来が見えて
いるような気がしていました。大阪で万国博覧会が開かれ、科学技術によって次々に新しい
可能性が切り開かれようとしていることが実感できました。しかし、やがて公害問題や温暖
化などの環境劣化が地球規模で急速に進んでいることが明らかになりました。その後、「持
続的な開発」が謳われ、地球の劣化を防ぐための国際協約がいくつもできました。地球の資
源は有限であり、人間が発展する道には限界があることが共通理念となったのです。日本の
産業界もパリ協定で謳われた SDGs（持続可能な開発目標）を基に企業倫理や戦略を掲げる
ようになりました。これからの社会には、地球規模で生物多様性や人間社会を包摂的にとら
える思考方法が不可欠になります。 
 
今日卒業する皆さんも、これまでに京都大学を卒業した多くの先輩たちと同じように自由
闊達な議論を味わってきたと思います。その議論と学友たちはこれからの皆さんの生きる
世界においてきわめて貴重な財産になるでしょう。京都大学には創造の精神を尊ぶ伝統が
あります。まだ誰もやったことのない未知の境地を切り開くことこそが、京都大学の誇るべ
きチャレンジ精神です。今日卒業する皆さんのなかにもさまざまな突出する能力を身に着
け、すでにそれを発揮して活躍している方が多いだろうと思います。京都大学で磨いた能力
を示し、試す機会がこれからはきっと多くなることでしょう。しかし、忘れてはならないの
は、自分と考えの違う人の意見をしっかりと聞くことです。しかも複数の人の意見を踏まえ、
直面している課題に最終的に自分の判断を下して立ち向かうことが必要です。このとき、京
都大学で培った「対話を根幹とした自由の学風」がきっと役に立つはずです。 
 
京都大学は「地球社会の調和ある共存」を達成すべき大きなテーマとして掲げてきました。
しかし、現代社会ではこの調和が崩れ、多様な考えを持つ人々の共存が危うくなっているの
も事実です。皆さんもこれからの人生でこの難題に直面する事態に出会うことでしょう。そ
のとき、京都大学の自由な討論の精神を発揮して、果敢に自らの課題に向き合ってほしいと
思います。皆さんがこれから示すふるまいや行動は、京都大学のOB、OGとして世間の注
目を浴び、皆さんの後に続く在校生たちの指針となるでしょう。これから皆さんの進む道は
さまざまに分かれていきます。しかし、将来どこかで再び交差することがあるはずです。そ
のときに、京都大学の卒業生として誇れる出会いをしていただけることを私は切に願って
おります。 
 
本日はまことにおめでとうございます。 
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（“ ”は、NobelPrize.org（https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2018/ceremony-
speech/）より引用） 
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学部入学式〔2019 年度〕 
2019（平成 31）年４月５日 

 
本日、京都大学に入学された 2,948 名のみなさん。入学まことにおめでとうございます。ご
来賓の長尾真 元総長、松本紘 前総長、ご列席の理事、副学長、学部長、部局長、および教
職員とともに、みなさんの入学を心よりお祝い申し上げます。同時に、これまでのみなさん
のご努力に敬意を表しますとともに、みなさんを支えてこられましたご家族や関係者のみ
なさまにお祝い申し上げます。 
 
これからみなさんが暮らす京都は、平安京建都から1225年の歴史を誇る風光明媚な都です。
今年の 2月に 96 歳で亡くなられたアメリカ出身の日本文学者ドナルド・キーン博士は、今
から 4 年前に京都大学で講演された際、京都は 1000 年以上も昔の暮らしを今にとどめる世
界でも珍しい場所だとおっしゃいました。キーン博士自身、1953 年から 1 年半あまり京都
大学で日本文学を学びました。伝統的な様式の日本家屋に下宿し、冬は火鉢だけで凌ぎ、新
聞を読む間も惜しんで日本古典の研究に没頭したそうです。文学部で野間光辰（のまこうし
ん）教授の講義に出て『曽根崎心中』を講読しつつ、後に文部大臣になった教育社会学者の
永井道雄助教授、学外でも狂言の茂山千之丞氏、作家の谷崎潤一郎氏などに知己を得て、日
本の古典文学から現代の日本文化へと関心を広げたことを語ってくれました。そこから様々
な斬新な発想が生まれたということですが、それも京都という町が平安や室町の時代の暮
らしと風景を色濃く残していてくれるおかげだとおっしゃっていました。たしかに、京都は
三方を山に囲まれ、約 2500 もの神社仏閣があって街の各所に古式豊かなたたずまいを残し
ています。京都大学の近くにも東に吉田山や真如堂、西に鴨川や御苑、北に知恩寺、南に熊
野神社があって散策に格好の場所を提供しています。この季節はさまざまな木々が芽吹い
て、新緑が山々を彩ります。その自然の姿を昔から人々は歌に詠み、様々な人々の出会いを
演出しながら、山紫水明の都の文化を創造してきました。本日入学式にお集まりいただいた
みなさんも、この壮大な歴史と自然の織り成す舞台へ上り、春の季節の明るい光とみずみず
しい風の中で活躍の時を迎えようとしているのだと思います。京都大学はそれを心から歓
迎すると同時に、みなさんがこの京都大学で世界に向かって羽ばたく能力を磨いていただ
くことを心から願っています。 
 
京都大学は 1897 年の創立以来、「自重自敬」の精神に基づき自由な学風を育み、創造的な
学問の世界を切り開いてきました。地球社会の調和ある共存に貢献することも京都大学の
重要な目標です。今、世界は 20 世紀には想像もしなかったような急激な変化に直面しつつ
あります。東西冷戦の終結によって解消するはずだった政治の対立構造は、民族間、宗教間
の対立によってますます複雑かつ過酷になり、地球環境の悪化は加速し、想定外の大規模な
災害や致死性の感染症が各地で猛威をふるい、秒単位で激しく乱高下する金融市場は国の
経済や人々の生活を根本から揺さぶっています。その荒波の中で、京都大学が「自重自敬」
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の精神に立ちつつ、どのようにこの国や社会の要請にこたえていけるか、が問われていると
思います。 
 
京都大学は自学自習をモットーにして、常識にとらわれない、自由な学風のアカデミアであ
り続けなければなりません。そのためにまず、京都大学は静謐な学究の場であるとともに、
世界や社会に通じる窓としての役割を果たさねばならないと思います。そこで、私は「大学
は窓」という標語をもとに、窓にちなんで WINDOW 構想を立ち上げました。大学は世界
や社会に通じる窓であり、それを教職員と学生がいっしょになって開き、学生たちの背中を
そっと押して送り出すことを全学の共通目標としたのです。それぞれのアルファベットを
用いて Wild & Wise, International & Innovative, Natural & Noble, Diverse & Dynamic, 
Original & Optimistic, Women & the World を行動目標に掲げました。キャンパスは大学の
構内だけではありません。京都大学は日本全国にたくさんの附置研究所や研究センターを
もっており、世界にも 50を超える研究拠点があります。これらの研究所や拠点で実験やフ
ィールドワークに参加し、長い伝統と歴史を誇る京都の町で多くの人々と触れ合いながら
能力を磨くことで、やがてみなさんは世界の舞台で活躍できる自由人に育つことになるの
です。 
 
さて、では常識にとらわれない自由な発想をするにはどうしたらいいのでしょうか。それに
はまず、これまでの生活で身に付いた常識をいったん疑ってみることが必要です。自分とは
違う土地から来た仲間や、海外からやって来た仲間と話をしたり、休日を利用して旅に出て、
自分がまだ体験していない文化に身を浸して味わってみたりすることも有効な手段になり
ます。世界で起こっている出来事に目を向け、その背景や要因について深く考えることも大
切です。私が京都大学の学生だった 1970 年代初頭も、大きく時代が動こうとしていた時代
でした。科学技術の発展は目覚ましく、日本は大きな開発の波に飲み込まれながらも、一方
で公害による汚染や健康被害が明らかになり、近代文明の行く末に大きな不安が語られて
いました。私は休暇を利用して日本列島を北から南まで歩き回り、その不透明な現実を肌で
感じていました。 
 
私が学生の頃に流行った「生活の柄」という歌があります。京都で活躍した高田渡というフ
ォークシンガーが曲をつけて歌い、学生たちに人気を博しました。これは沖縄出身の山之口
獏という詩人が大正時代の末頃 21 歳の時に作った詩です。獏さんは 1922 年に沖縄から東
京へ出てきて、翌年の関東大震災に遭遇し、家が無いので公園や知人の家での寝泊りを続け
ました。その「生活の柄」の歌詞を紹介します。 
 
“歩き疲れては 
 
夜空と陸との隙間にもぐり込んで寝たのである 
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草に埋もれて寝たのである 
 
ところ構わず寝たのである 
 
寝たのであるが 
 
ねむれたのでもあったのか！ 
 
このごろはねむれない 
 
陸を敷いてはねむれない 
 
夜空の下ではねむれない 
 
揺り起されてはねむれない 
 
この生活の柄が夏むきなのか！ 
 
寝たかとおもうと冷気にからかわれて 
 
秋は 浮浪人のままではねむれない” 
  
山之口獏は 1938 年 8月に第一詩集『思弁の苑』を発表していますが、それは日中戦争勃発
の翌年です。そんな困難な時代にあっても、生活者の視点から国のあり方に一見のんきな言
葉で飄々と語り掛けた詩人でした。私はその視点がとても重要に思えるのです。私は大学院
に進んで、ニホンザル、そしてゴリラの野外研究を始めました。鹿児島県の屋久島や、アフ
リカのコンゴの森林でテントを張って暮らし、地元の人々と長く生活を共にしました。テン
ト生活は、まさに山之口獏と高田渡が歌ったように、夜空と陸との隙間にもぐり込んで寝る
暮らしです。そこに、サルやゴリラと祖先を共有する人類の感性が直接反応する世界があり、
人間にとって自然とは何か、人間とは何かという原点を感じさせる重要なヒントが埋め込
まれていることを学んだのです。みなさんに放浪生活を薦めることはあえてしませんが、京
都大学が 3 年前から始めている「おもろチャレンジ」という体験型海外渡航支援制度があ
ります。これは、この私の経験を基に企画しています。みなさんも新しい体験にぜひチャレ
ンジして、世界を見つめ直す機会をもっていただきたいと思います。 
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さて、昨年は京都大学の研究者に国際的な受賞が相次いだ年でした。数学者の柏原正樹教授
がチャン賞と京都賞を、医学者の本庶佑教授がノーベル医学・生理学賞を受賞しました。他
にもノーベル賞受賞者の山中伸弥教授、ラスカー賞受賞者の森和俊教授、フィールズ賞受賞
者の森重文教授など、世界最先端の研究者が京都大学には現役で活躍しています。その存在
は、常識を疑い、自分の頭で考え、自由闊達な対話を通じて創造性を磨く京都大学の伝統を
今に伝えてくれる大きな道標であると思います。 
 
もちろん、時代精神と世界潮流によって学生の気質も大きく変わります。1965 年にノーベ
ル物理学賞を受賞した朝永振一郎教授は、自分が京都大学の学生だった 30数年前と比べて、
1960 年代当時の学生気質の違いを語っています。昔の学生弁論は美辞麗句を並べて天下国
家を論じるような雄弁術で競うのが目的でしたが、60 年代の学生は機知とユーモアに富ん
だスピーチをすると感心しています。また、昔の学生は音痴が多かったが、60 年代の学生
は音感が正しく作曲まですると驚いています。ただ、いつの世にも教師を驚嘆させるほど勉
強熱心な学生がおり、また教師を唖然とさせるほどの怠け者がいて、これは人間本性に根ざ
す万古不易の現象だと結んでいます。青春時代には、同一の個人の中にさえ互いに矛盾撞着
する傾向がいくつも共存しています。そうした葛藤を乗り越えてこそ青年は成長していく
のではないでしょうか。いろいろと考えのちがう学生がいることは当然であり、大多数の学
生は平凡で、楽しみも悩みも熱情も中ぐらいでしょうが、そういう目立たなかった学生の中
から後に意外な人物が出てくることがよくあることだ、と朝永教授も語っています。そうい
った学生の多様な在り方を広く許容し、あまり短期的な教育成果を追い求めてこなかった
ことが、京都大学において世界の常識を破るノーベル賞級の発見が生まれたのだと私は思
います。それは今でも変わることはありません。 
 
山之口獏と同時代に、学生たちに語りかけた詩人がいました。「春と修羅」という詩集に載
っている宮沢賢治の「生徒諸君に寄せる」という詩を紹介します。全文を紹介することはで
きませんが、それは、 
 
‘生徒諸君 
 
諸君はこの颯爽たる 
 
諸君の未来圏から吹いて来る 
 
透明な清潔な風を感じないのか 
 
それは一つの送られた光線であり 
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決せられた南の風である’ 
 
という詩句からはじまり、 
 
‘宙宇は絶えずわれらによつて変化する 
 
誰が誰よりどうだとか 
 
誰の仕事がどうしたとか 
 
そんなことを言つてゐるひまがあるか 
 
新たな詩人よ 
 
雲から光から嵐から 
 
透明なエネルギーを得て 
 
人と地球によるべき形を暗示せよ’ 
 
と続き、 
 
‘おほよそ統計に従はば 
 
諸君のなかには少くとも千人の天才がなければならぬ 
 
素質ある諸君はただにこれらを刻み出すべきである 
 
潮や嵐…… 
 
あらゆる自然の力を用ひ盡すことから一足進んで 
 
諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ 
 
ああ諸君はいま 
 
この颯爽たる諸君の未来圏から吹いて来る 
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透明な風を感じないのか’ 
 
という呼びかけによって終わります。 
 
この詩には、青年たちの清新な魂へ未来を託す、宮沢賢治の切なる願いが込められています。
私も同じ気持ちをみなさんに贈りたいと思います。 
 
現代は、宮沢賢治が生きた時代と違って、大学にも国際化の大きな波が押し寄せています。
みなさんの将来活躍する舞台も、日本という国を大きく越えて世界に広がっています。地球
社会の調和ある共存のために、解決すべき課題がたくさんあります。これまで自然資源に乏
しいわが国は先端的な科学技術で人々の暮らしを豊かにする機器を開発し、次々にそれを
世界へと送り出してきました。海外へと進出する日本の企業や、海外で働く日本人はますま
す増加し、日本企業や日本社会で働く外国人の数もうなぎのぼりに増加しています。みなさ
んがその流れに身を投じる日は、すぐにやってくると思います。そのためには、日本はもち
ろんのこと、諸外国の自然や文化に通じ、相手に応じて自在に話題を展開できる広い教養と、
常識を疑いつつ真理を追求する気概を身につけておかねばなりません。理系の学問を修め
て技術畑に就職しても、国際的な交渉のなかで人文・社会科学の知識が必要になるし、文系
の職にも科学技術の知識が必要な場合は多々あります。世界や日本の歴史にも精通し、公共
知識人、すなわちパブリック・インテレクチュアルたりうる質の高い学知を持っていなけれ
ば、国際的な舞台でリーダーシップを発揮できません。京都大学は、全学の教員の協力のも
と質の高い基礎・教養教育の実践システムを組み上げてきました。学問の多様性や階層性に
配慮し、クラス配当科目やコース・ツリーなどを考案し、教員との対話や実践を重視したセ
ミナーや少人数ゼミを配置しています。外国人教員の数も大幅に増やし、学部の講義や実習
にも英語で実施する科目を増設しました。博士の学位を取得して、世界で実践的な力を揮え
るように、５つの博士課程教育リーディングプログラムを走らせていますし、昨年から卓越
大学院プログラムも開始しました。先端的な学術ハブとして高等研究院を立ち上げ、京都大
学の学問を通して全世界にネットワークを広げています。学生の起業家精神を涵養する「学
生チャレンジコンテスト」や、先ほど申し上げた「おもろチャレンジ」のほか、さまざまな
留学コースを提供しています。海外の多様な人々との対話を通じて、新しい学びの場で世界
に貢献できる独創的な能力を育てていこうと思っています。 
 
京都大学では、教育・研究活動をより充実させ、学生のみなさんが安心して充実した生活を
送ることができるよう、支援策として京都大学基金を設立しています。本日も、ご家族のみ
なさまのお手元には、この基金のご案内を配布させていただいておりますが、ご入学を記念
して特別な企画も行っております。ぜひ、お手元の資料をご覧いただき、ご協力をいただけ
れば幸いです。 
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みなさんが京都大学という理想的な対話の場所で多くの学友たちとつながり、未知の世界
に遊び、楽しまれることを願ってやみません。 
 
ご入学、まことにおめでとうございます。 
 

（“ ”は、『山之口貘詩集』（岩波書店、2016 年）より引用） 
（‘ ’は、『宮沢賢治詩集』（岩波書店、1950 年）より引用） 
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大学院入学式〔2019 年度〕 
2019（平成 31）年４月５日 

 
本日、京都大学大学院に入学した修士課程 2,315名、専門職学位課程 331 名、博士（後期）
課程 882 名のみなさん、入学おめでとうございます。ご列席の理事、副学長、研究科長、学
館長、学舎長、教育部長、国際高等教育院長、研究所長とともに、みなさんの入学を心から
お慶び申し上げます。また、これまでみなさんを支えてこられたご家族や関係者のみなさま
に心よりお祝い申し上げます。 
 
さて、今日みなさんはさらに学問を究めるために、それぞれの学問分野へ新しい一歩を踏み
出しました。京都大学には多様な学問分野の大学院が設置されており、合計 23 種類の学位
が授与されます。18 の研究科、13 の附置研究所、14 の教育研究施設が皆さんの学びを支え
ます。修士課程では講義を受け、実習やフィールドワークを通じて学部で培った基礎知識・
専門知識の上にさらに高度な知識や技術を習得し、研究者としての能力を磨くことが求め
られます。専門職学位課程では、講義のほかに実務の実習、事例研究、現地調査などを含め、
それぞれの分野で実務経験のある専門家から学ぶ機会が多くなります。博士（後期）課程で
は論文を書くことが中心となり、そのためのデータの収集や分析、先行研究との比較検討が
不可欠となります。さらに、現代社会の課題に応えるべく、実践的な知識や技術の習得を目
指した５つの博士課程教育リーディングプログラム、昨年度から開始した卓越大学院プロ
グラムが走っています。 
 
大学院で高度な学問を修めるみなさんは、これから急速に変動していく世界に向き合って
いかねばなりません。世界は今、労働集約、資本集約型社会から知識集約型社会へと舵を切
りはじめています。情報通信技術（ICT）が縦横に張り巡らされ、物がインターネットで繋
がれます。そのビッグデータが人工知能（AI）によって分析され、効率の良い暮らしが可能
になります。これまでのように資源や物ではなく、情報を共有し集約することで様々な社会
的課題を解決し、新たな価値が生み出される時代です。経済も人の動きもより活発になり、
分散や循環が社会や産業を動かす力となります。そうした未来社会では、多様性や創造性の
ほかに、グローバルな倫理観に基づく自己決定力や調整能力がいま以上に必要とされます。 
 
先月、私が会長を務める日本学術会議ではサイエンス 20 という国際会議を主催しました。
これは、G20 各国の科学アカデミーによって毎年開かれ、世界の重要課題に対する科学的
な議論を行い、G20 サミットに対して共同で科学的な提言を行う会議です。今回は 3 回目
で日本が議長国になり、議長国の権限でテーマを「海洋生態系への脅威と海洋環境の保全―
特に気候変動及び海洋プラスチックごみについて」と決めました。周知のごとく、世界各地
で人的活動の高まりによって海中の二酸化炭素が増加し、海洋の温暖化、酸性化、貧酸素化
を招くとともに海洋生態系が危機に瀕しています。これに新たな脅威として近年注目され
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ているのが、海洋プラスチックごみの増加です。海に大量に投棄されたプラスチックごみに
よって、海洋生物がその誤飲や絡まりによって、あるいはマイクロプラスチック表面に吸着
した汚染物質の取り込みによって、甚大な被害を受けはじめています。すでに、アジア太平
洋海域のサンゴ礁は、こういったプラスチックごみから引き起こされる疾患によって多く
が死滅する危険があると警告されています。日本周辺でも、プラスチックごみの海洋流出が
このまま増え続ければ、2060 年までに現在の浮遊量の約 4 倍になることが予想され、漁業
や観光への悪影響が懸念されています。そこで、サイエンス 20 は専門家による科学的根拠
に基づく助言の必要性を G20 に提言することにしました。具体的には、海洋生態系へのス
トレス要因の除去を目的とした行動の強化、都市や地域レベルでの循環経済・社会の実現、
研究船、観測・監視技術等の調査・研究基盤の強化、世界中の科学者がアクセス可能なデー
タの保管・管理システムの確立、強固な国際協力の下での調査・研究活動と情報共有の推進
などです。これらの意見をサイエンス 20 として共同声明にまとめ、安倍総理に G20 にてぜ
ひ提案していただくよう手交しました。 
 
プラスチックは軽量で、加工しやすく、丈夫で、世界に材料革命を引き起こした魔法の人造
素材です。最初にプラスチックが作られたのは 1868年のアメリカで、日本はちょうど明治
維新の時でした。当初のセルロイドは燃えやすい欠点があったのですが、だんだんと改良さ
れてベークライトになり、日本では 1914年に石炭からフェノール樹脂が作られました。戦
後、石油から作られるようになって大量生産が可能になり、今では 1 年間に約 2 億 5 千万
トンのプラスチックが世界で生産されています。日本は、アメリカ、中国、ドイツに次いで
4 番目の生産量を誇っています。皆さんが日々手にするもので、プラスチックの製品がなん
と多いことか、考えてみてください。ペットボトル、ランチボックス、レジ袋や宅配便の包
装紙に至るまで、多様な用途に用いられ、多くは使い捨てられているのです。 
 
これほどまでにプラスチックが出回ったのは、人々の生活を便利に快適にする素晴らしい
素材だったからです。しかし、それが今、海洋生態系という地球と人類の大切な資源を劣化
させようとしています。マイクロプラスチックは有毒な物質を付着させ、魚介類の摂取を通
じて、それを食物として取り込む私たちの体にも悪影響を及ぼす危険を孕んでいます。それ
を防ぐために、さまざまな技術開発が始まっており、自然にもどすことができるバイオプラ
スチックの開発などがその好例ですが、なかなか現状を大きく改善するには至っていませ
ん。これほど安価で便利なものの利用を人間はなかなか抑制することができないからです。 
 
近年、大規模な森林伐採による生物多様性の消失、有毒な化学物質による汚染、過度な開発
による河川や湖の枯渇などによって、地球環境は回復不可能なほど劣化してしまっている
ことが指摘されています。プラネタリー・バウンダリーは、「地球の限界」とも訳されてい
ますが、人類の活動がある閾値を越えてしまった後には取り返しがつかない「不可逆的かつ
急激な環境変化」の危険性があることを示す概念で、地球システムにおける 9 つの限界点
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を示しています。実はこの指標のうち、気候変動、生物多様性、窒素・リンの循環、土地利
用の変化については、すでに限界点を超えたことが明らかになっているのです。この危機に
対応すべく日本でも、環境で地方を元気にするプラットフォーム事業として環境省が「地域
環境共生圏」作りを奨励しています。地域の有する資源の調査や活用方策の検討等を行い、
都市と農山漁村の交流・連携事業、都市鉱山の利活用、食品ロス対策、地域を象徴する生物
の保全と連動した農産物のブランド化や観光振興などの地域循環共生圏を創造しようとい
うのです。もちろん、大学はこういった動きの中心になって、これらの活動を推進しなけれ
ばなりません。そのためには、自然科学だけではなく、人文・社会科学の知を結集し、これ
まで人類が行ってきた活動を人類史、地球史の観点から検証したうえで、持続的な未来を構
想しなければなりません。 
 
昨年、ナイジェリア出身でノーベル文学賞受賞者のウォーレ・ショインカ氏が京都大学を訪
れ、話を聞くことができました。グローバル化が進む中で、世界各地で格差が急速に広がり、
ヒューマニズムが危機にさらされている、とショインカ氏は危惧を抱いていました。文学は
創造的な力を持ち、それは決して科学と矛盾するものではない。どちらも論理的な思考に基
づいて世界を解釈し、未来を創造する。文学と科学は互いに補完しあいながら、世界を先導
する知的人間にとって欠かすことのできない力であるというのです。その最大の成果がヒ
ューマニズムであり、その危機は、フェイクニュースに代表されるように論理の力が衰えて
いるせいだと思います。膨大な量のデータがあふれ、どれを信頼したらいいのかお手上げに
なっている情報環境のせいでもあると思います。ヒューマニズムは人間が個として自律し
ていることが前提となっています。だからこそ、個々の人間の尊厳が守られ、自由で平等な
社会が模索されるのです。人間の手によって繁殖を操作されて、新しい品種が生み出される
家畜やペット動物は、ヒューマニズムの対象としては扱われません。人間にはそうした人間
による操作が禁じられているからこそ、生まれながらに自律した個性を持つ存在として尊
重されているのです。しかし、最近中国で報告された、出生前に遺伝子編集の施された双子
の誕生に見られるように、科学技術によって人間の生得的な能力を操作することは難しい
ことではなくなっています。やがて遺伝子編集技術によって、人間の間に乗り超えることの
できない能力の格差が生まれ、それが人間関係にも大きな影響を与えることが予想されま
す。人間の能力や資質がデータ化されて外部から操作可能になれば、ヒューマニズムの前提
である自律性が成り立たなくなります。これは、人間個人にとっても社会システムにおいて
も大きな危機となるでしょう。これからは、科学技術に頼るだけでなく、その技術のもたら
す効果を予測し、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼす地球環境の動態を俯瞰的に見渡し
ながら技術の導入を検討することが不可欠となるでしょう。明るい未来を迎えるために、新
しい思想や技術がどのような産業と結びつくべきか、今注意深く見つめる必要があります。
これからの大学はそうした熟慮の協働の中心となることが求められるのです。 
 

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第６章山極寿一総長

3350



 
 

京都大学は社会にすぐ役立つ研究だけを奨励しているわけではありません。開学以来、対話
を根幹とした自由の学風を伝統とし、独創的な精神を涵養してきました。それは、多様な学
びと新しい発想による研究の創出につながり、未来の課題を解決することにつながってき
ました。みなさんはこれから専門性の高い研究の道へ入られるわけですが、それは狭き道を
まっしぐらに進むことを意味するわけではありません。多くの学友や異分野の研究者たち
と対話を通じて自分の発想を磨くことが、真理の道へ通じるのです。今日、京都大学の大学
院に入学したみなさんも、いつかは自分の専門を離れて別の学問領域に進路を転じる日が
来るかもしれません。それもいま自分が選んだ学問分野で成功するのに匹敵する輝かしい
飛躍であり、新たな可能性を生み出す契機となると私は考えています。どうか失敗を恐れず、
自分の興味関心の赴くままに、研究生活に没頭してください。京都大学はそれにふさわしい
環境を提供できると思います。 
 
日本は、博士の学位を取得した学生が産業界に就職しにくいと言われてきましたが、最近は
多くの企業が国際化する中で、博士の学位を持つ人材を積極的に雇用する兆しが見え始め
ています。その流れを定着させるためには大学院在籍中に企業の実践的な現場を知ること
が重要で、本学でも産学協同イノベーション人材育成コンソーシアム事業として、多くの企
業に参加してもらい、中長期のインターンシップやマッチングを実施しています。社会に出
る前に産業界の現場を経験し、自分の能力や研究内容に合った世界を知る機会を拡大しよ
うと考えております。また、国際的な舞台で活躍できる能力を育成するために、海外のトッ
プ大学とダブル・ディグリーやジョイント・ディグリーを増やしています。現在、京都大学
はハイデルベルグ、バンコク、ワシントンDC に海外拠点をもち、世界の大学との連携を強
めています。すでに京都大学の多くの部局は世界中に研究者交流のネットワークや拠点を
もっており、これらの拠点を活用しながら、共同研究や学生交流を高め、国際的に活躍でき
る機会と能力を伸ばしていく所存です。 
 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実した
生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基金
を設立しています。本日も、ご家族のみなさまのお手元には、この基金のご案内を配布させ
ていただいておりますが、ご入学を記念して特別な企画も行っております。ぜひ、お手元の
資料をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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大学院秋季学位授与式〔2019 年度〕 
2019（令和元）年９月 24 日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される 108 名の皆さん、修士（専門職）の学位を授与
される 9 名の皆さん、博士の学位を授与される 189 名の皆さん、誠におめでとうございま
す。 
 
学位を授与される皆さんの中には、164 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した修士号は 81,428 名、修士号（専門職）は 1,861 名、法務博士号（専門職）は
2,258 名、博士号は 45,039 名となります。列席の理事、副学長、研究科長、学館長、学舎
長、教育部長、博士課程教育リーディングプログラムコーディネーターをはじめとする教職
員一同とともに、皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げます。 
 
京都大学が授与する修士号や博士号には、博士（文学）のように、それぞれの学問分野が付
記されており、合計 23 種類もあります。また、8 年前からリーディング大学院プログラム
が始まり、これを受講し修了された皆さんの学位記には、それが付記されています。これだ
け多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨き、その高みへと上られたことを、
私は心から誇りに思い、うれしく思います。本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到
達点であり、これからの人生の出発点でもあります。今日授けられた学位が、これから人生
の道を切り開いていく上で大きな助けとなることを期待しています。 
 
世界は今、大きな文明の転換期を迎えようとしています。数百万年続いた狩猟採集社会、1
万 2 千年前から始まった農耕牧畜社会、18 世紀に起こった産業革命による工業社会、そし
て 180年前の電信の発明から 30年前のワールドワイドウェブの登場により生じた情報社会
に私たちは生きており、その変化の波は急速に拡大しています。 
 
半世紀前に大阪で開かれた万国博覧会の共通テーマは「人類の進歩と調和」でした。その年
に京都大学に入学した私は、万博会場に足しげく通いながら、いったいこれからどんな未来
が開けていくのだろうとわくわくしながらパビリオンをめぐったことを覚えています。ア
メリカ館では、その前年にアポロ計画によって月面着陸に成功し、宇宙飛行士が持ち帰った
月の石が展示されていましたし、ソ連館でも世界最初の人工衛星打ち上げに象徴される宇
宙開発の成果を謳っていました。三菱未来館では、超大型台風を制圧する「気象コントロー
ル・ロケット隊」の活躍が映像で紹介され、自然と機械が調和する 50 年後の社会の未来図
が示されていました。その象徴は何といっても「太陽の塔」でしょう。外見は祭神を思わせ
る幻想的な造形で、中の空間には生物の進化を表す「生命の樹」が枝を広げ、最上部には未
来都市の模型が立ち並びます。まさに古代から未来へ至る生命の流れを象徴する塔でした。
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昨年三月から万博記念公園で一般公開されていますから、万博を経験されていない若い世
代の方々も見ることができます。 
 
さて、それから 50 年後の今日、あの万博で予想したような社会に私たちは生きているので
しょうか。たしかに、科学技術は急速な進歩を遂げ、とくに情報通信技術は予想をはるかに
超えて人々をつなぐようになりました。物や人の動きは国境を超えて加速し、世界の動きは
どこにいても手に取るようにわかる時代になりました。生命科学の成果や農業技術の進展
により、栄養価が高く、安全で収量の多い栽培植物や、成長が早く美味な肉や魚の量産がで
きるようになりました。医療技術の発展により、病気の早期診断や新しい薬の開発が進み、
医療ロボットが的確で安全な手術を実施し始めています。自動運転を可能にするドライバ
ーモニタリングシステムやスマートシティセンシング、カメラと AIを用いた商品識別技術、
多言語自動翻訳技術、災害情報分析技術など、新しい技術が次々に実用化され、私たちの暮
らしを大きく変えつつあります。しかし、現代の科学技術はまだ気候変動や自然災害を防止
し、コントロールすることはできません。近年、世界中で大きな災害が頻発しています。日
本でも、普賢岳や三宅島、桜島、口永良部島などの噴火、阪神淡路大震災、東日本大震災、
熊本地震などの大地震、さらに台風や豪雨、豪雪による被害が毎年のように列島を直撃し、
多数の死者を出し、居住環境や産業施設の崩壊をもたらしました。その復興には多大な労力
と時間、資金を要し、多くの人々が財産や住宅を失って苦しむことになりました。とくに、
2011 年の東日本大震災は津波による被害で福島第一原子力発電所の炉心が溶融して、周辺
地域に大規模な放射能汚染を引き起こしました。これは 1979 年の米国のスリーマイル島、
1986 年のソ連のチェルノブイリに匹敵する原子力発電所の重大事故であり、その放射能汚
染が長期にわたって居住が制限される帰還困難区域を生み出し、人々に健康被害を引き起
こすことがわかってきました。世界では原子力発電を見直す動きが広がり、日本でも多くの
原子力発電所が停止して、その安全性について詳しい点検が行われています。 
 
また、近年は世界で国家や政治の枠組みや国際関係の大きな変化があり、グローバリズムの
進展が妨げられ、世界の調和が崩れようとしています。1989 年のベルリンの壁崩壊に象徴
されるように東西冷戦が終結し、世界は融和に向かうかに見えました。しかし、民族間、宗
教間の対立は解消せず、世界各地で次々に大規模な武力衝突が起き、国が分裂し、新しい体
制に組み替えられました。不特定多数の人々を標的にした新しいタイプのテロ活動が登場
し、ドローンなどの遠隔操作が可能な兵器が使われるなど、人々を大きな不安に陥れていま
す。さらに、気候変動や紛争の影響を受けて、大量の経済難民が国境を越えて流入し、その
反発から排外主義が台頭し、核兵器や貿易をめぐる国際協定からの離脱、資源をめぐる覇権
争いが激化するなど、多数の問題が浮上しています。 
 
イスラエルの歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリは、3 年前に『サピエンス全史』という本
を出し、言語の登場に始まる認知革命によって宗教、国家、お金という虚構を作り出したこ
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とが、これまでの人類の繁栄につながったことを示しました。資本主義こそグローバルな視
野と倫理体系を持ち、全世界を制覇した唯一の宗教であり、世界中の政府が経済成長という
思想に取りつかれているというのです。そして、生命の本質が DNA であることが判明した
今、生物も人間も生化学アルゴリズムやネットワークシステムの集合体とみなされるよう
になりました。「自由意志を持った個人」というヒューマニズムの前提が幻想であったとさ
れ、これからは生命すらも情報の操作によって生み出されるデータイズムの時代と言われ
るようになったのです。昨年出版した『ホモ・デウス』という本で、ハラリはこう述べてい
ます。人間はこれまで苦しめられてきた飢餓、病気、戦争という大きな課題を 20 世紀の終
わりまでにほぼ克服できる見通しを立てた。21 世紀の人間が目指すのは、新たな 3 つの課
題、すなわち神の手、不死、幸福だというのです。たしかに、生命科学によって新しい生命
を作り出すことに成功した人間は、神の手を持ったといえるかもしれません。遺伝子編集や
生命工学によって人間の強靭さが拡大すれば、やがて不死の身体を手に入れることが可能
になるかもしれません。人間の頭脳をそっくり人工知能に移し替えることができれば、脳死
が人間の死とみなされている現状では、不死という判断が可能です。ただし、幸福だけは定
義があいまいで、目標がはっきりせず、科学技術だけで達成できるかどうか定かではありま
せん。幸福は個人的なものではなく、他者とのかかわりがその在り方に大きな影響をもたら
すからです。 
 
これから私たちは科学技術だけでなく、人間や社会の在り方をしっかりと見つめ、自然と文
化の調和がとれた世界を構築していかねばなりません。情報通信技術（ICT）が縦横に張り
巡らされ、物がインターネットで繋がれる（IoT）時代です。大量の情報が人工知能（AI）
によって分析され、効率の良い暮らしが可能になります。これまでのように資源や物質では
なく、知識を共有し集約することで様々な社会的課題を解決し、新たな価値が生み出される
「知識集約型社会」が到来します。経済も人の動きもより活発になり、分散や循環が社会や
産業を動かす力となります。そういう未来社会では、多様性や創造性のほかに、グローバル
な倫理観に基づく自己決定力や調整能力が必要とされるでしょう。今後の地球や社会の変
動を確実に予測することは難しいと思います。しかし、プラネタリー・バウンダリーで警告
されているように、人口が増え、人為的影響が加速する現代の状況を続けていけば、温暖化
によって自然災害が頻発し、汚染が進んで人間の住める環境が減少し続けることは目に見
えています。パリ協定に基づいて立てた各国の達成目標を確実に実行し、SDGｓを世界共
通の課題として解決を目指していくことが不可欠になります。これからのみなさんの活躍
が地球や人間の将来を大きく動かしていくのです。 
 
本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみると、京都大学らしい傾向が見えてき
ました。多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反映した内
容が目に留まります。グローバル化にともなう異文化との交流、多文化共生、人の移動や物
の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化にともなう政治や経済の再編、心の
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病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。これらの論文は、現代世界で起こって
いる社会問題や、これまでに未解決であった諸課題に鋭い分析のメスを入れ、その解決へ向
けて新たな証拠や提言を示すということで共通しています。確かなデータに基づく深い考
察から発せられたこれらの知見は、未来へ向けての適切な道標となると思います。タイトル
を見ただけでも、詳しく内容を知りたいという気持ちをかき立てられる論文や、私の理解能
力を超えるような新しい研究が学位論文として完成されており、私はその多様性に驚きの
念を禁じえませんでした。この多様性と創造性、先端性こそが、これからの世界を変える思
想文化や科学技術に結びついていくと確信しています。 
 
今後、ICT 技術の発展によりフィジカルな空間とヴァーチャルな空間の融合が顕著になる
でしょう。大学はそれを人間に幸福をもたらすように調整するシンクタンクやコミュニテ
ィとしての役割を果たしていかねばなりません。AI と IT は人間の道徳的な生活にも浸透し
てくるでしょうが、芸術や人間の感性が科学技術の行き過ぎを押しとどめる最後の防波堤
となることは否定できません。私たちは今豊かな情報に恵まれながらも、個人が孤独で危険
に向き合う不安な社会に生きています。仲間と分かち合う幸せな時間はAIには作れません。
それは身体に根差したものであり、効率化とは真逆なものだと私は思います。情報には感性
がなく、目的に沿っていかようにでも作り変えることができます。情報には高い利便性があ
りますが、それは人間の身のたけに合ったものではありません。ですから私たちは、身体性
に根ざした幸福感を賢く組み込むような「超スマート社会」を構想する必要があります。そ
れには文理の境界を越えた深い教養と時空を自在に往還する幅広い知識が不可欠になりま
す。 
 
本日、学位を授与されるみなさんは京都大学で培った高い能力を駆使して、ぜひこの困難な
時代に叡智の花を咲かせてほしいと思います。学問をするには、その時代への感性を持つこ
とが重要です。くわえて、どんな学問を収めるにも幅広い教養と基礎が必要です。未知の領
域や新しい課題を発見する力は、小さいころに自然に遊んだ経験や、異分野で培った見識が
育ててくれることがあるのです。しかし、今や世界中で科学に向き合う姿勢が画一化され、
とくに技術と結びついて、社会にすぐに役立つイノベーションのみが求められる風潮にあ
ります。自分の学問分野だけでなく、他の分野の知識や芸術的な感性を幅広く取り入れて、
それぞれの研究者が独自の科学的直観を持つことが重要だと思います。 
 
ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、他の分野に広く目を向け、活発な
対話を通じて、独自のアカデミックな世界を作り上げたことでしょう。それは京都大学で学
んだ証であり、皆さんの今後の生涯における、かけがえのない財産となるでしょう。また、
皆さんの学位論文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さんの残す足跡は後に続
く世代の目標となります。その価値は、皆さんが京都大学の卒業生としての誇りを守れるか
どうかにかかっていると思います。たいへん残念なことですが、昨今は科学者の不正が相次
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ぎ、社会から厳しい批判の目が研究者に向けられています。皆さんが京都大学で培った研究
者としての誇りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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大学院秋季入学式〔2019 年度〕 
2019（令和元）年 10 月 12 日 

 
本日、京都大学大学院に入学した修士課程 82 名、専門職学位課程 6名、博士（後期）課程
149 名のみなさん、入学おめでとうございます。理事、副学長、研究科長、学館長、学舎長、
教育部長とともに、みなさんの入学を心からお慶び申し上げます。また、これまでみなさん
を支えてこられたご家族や関係者のみなさまに心よりお祝い申し上げます。 
 
さて、今日みなさんはさらに学問を究めるために、それぞれの学問分野へ新しい一歩を踏み
出しました。京都大学には多様な学問分野の大学院が設置されており、合計 23 種類の学位
が授与されます。18 の研究科、13 の附置研究所、14 の教育研究施設が皆さんの学びを支え
ます。修士課程では講義を受け、実習やフィールドワークを通じて学部で培った基礎知識・
専門知識の上にさらに高度な知識や技術を習得し、研究者としての能力を磨くことが求め
られます。専門職学位課程では、講義のほかに実務の実習、事例研究、現地調査などを含め、
それぞれの分野で実務経験のある専門家から学ぶ機会が多くなります。博士後期課程では
論文を書くことが中心となり、そのためのデータの収集や分析、先行研究との比較検討が不
可欠となります。さらに、現代社会の課題に答えるべく、実践的な知識や技術の習得を目指
した 5 つのリーディング大学院プログラム、2 つの卓越大学院プログラムが走っています。 
 
大学院で高度な学問を修めるみなさんは、これから急速に変動していく世界に向かってい
かねばなりません。今、世界中で大きな気候変動が起こっています。日本でも東日本大震災
に続く熊本地震や北海道胆振東部地震が次々に起こり、近い将来もっと大きな南海トラフ
地震が起きることが予想されています。台風による災害も深刻で、各地に強風や大雨による
被害をもたらし、最近も千葉県で強風により多くの家屋が壊れて大規模な停電が長期間続
きました。これらの自然災害の増加が地球温暖化によるとみなす見解はますます広まって
います。実際、集中豪雨は気温や海水温の上昇に伴う水蒸気の増加によるもので、すでに何
十年ぶりと言われる豪雨が各地で頻発しています。今年は世界の各地で大規模な森林火災
や洪水、竜巻などが起き、各国は人命の救助や被害の修復に追われています。2015 年に採
択されたパリ協定は、京都議定書以来 18 年ぶりとなる気候変動枠組条約ですが、加盟全 196
カ国全てが二酸化炭素排出量削減目標の策定を義務化し、進捗の調査と報告をすることが
求められています。その目標は、21 世紀末の世界の平均気温の上昇幅を 2℃未満に抑える
ことでした。 
 
しかし昨年、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、このままの状況では 21 世紀末に
は 4℃以上の気温上昇が予測されると警告しました。これを 2℃未満、さらに努力目標の
1.5℃に抑えるためには、世界全体の二酸化炭素排出量を 2050 年までに実質ゼロにし、それ
以外の温室効果ガスもできる限り減らす必要があるというのです。この発表を受けて、世界
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各地で若者たちが立ち上がり、政府や社会にその対処のために変革を促す試みが行われて
います。先月 21 日には同 23 日の各国首脳が集まる気候行動サミットへ向けて「若者気候
サミット」が開催され、スウェーデンの高校生グレタ・トゥンベリさんの呼びかけにより、
将来を担う世代からの「今ならまだ間に合う、何とかしなければ」という切なる訴えが世界
中で報道されました。アカデミズムの世界にいる私たちはこうした声に耳を傾け、その解決
策を真剣に考えていかねばなりません。 
 
先日、私はこのサミットに先駆けて日本学術会議の会長として、「地球温暖化」への取り組
みに関する緊急メッセージを環境省の地球環境局長に手交しました。人類生存の危機をも
たらしうる「地球の温暖化」が確実に進行していること、その抑制のために国際・国内の連
携強化を迅速に進めること、なかでも人類の生存基盤としての大気保全と水・エネルギー・
食料の統合的管理が必須なこと、陸域・海洋の生態系の保全が重要であること、そして将来
世代のための新しい経済・社会システムへの変革が早急に必要であることです。私たちには、
「我慢や負担」をするだけでなく、エネルギー、交通、都市、農業などの経済や社会のシス
テムを変えることで、豊かになりながらも 2050年までに二酸化炭素の排出量をゼロにする
道がまだ残されています。京都市も今年の 5月に行われた IPCC第 49 回総会京都市開催記
念シンポジウム「脱炭素社会の実現に向けて～世界の動向と京都の挑戦～」において、2050
年までに排出量の「正味ゼロ」実現に向けて、あらゆる方策を追求し具体的な行動を進めて
いくことを決意表明しています。京都大学はこの動きに合わせて、学知の全力をあげてその
具体的方策を検討していく所存です。 
 
他方で同時に、日本が直面している難問は人口の縮小と少子高齢化です。日本は 2010 年頃
から人口が減少し始め、2050 年には高齢化率は 40%に迫ると予想されています。合計特殊
出生率（一人の女性が生涯に産む子供の数）は 1.4 で、これが下がれば人口縮小に拍車がか
かります。さらに、人口の都市集中によって地方の過疎化が進み、限界集落が急増していま
す。2040 年までに自治体の約半数が消滅するという試算さえありました。働き手となる若
い世代が減れば、これまでの年金や医療など社会保障制度が立ち行かなくなり、地域行政や
産業振興に多くの支障が生じます。この急速な人口縮小と少子高齢化の衝撃は、日本が世界
で最初に直面しますが、日本に続き韓国、中国、インドなどアジア諸国も直面することが予
想され、日本が世界に先駆けて解決すべき課題となっています。 
 
その課題を情報通信技術（ICT）で解決しようというのが Society 5.0 が目指す「超スマート
社会」です。ビッグデータをもとに人工知能（AI）を使って画像診断をする医療技術が急速
な発展を遂げています。病院が近くになくても遠距離診断で治療法を確定し、薬を処方する。
人手の足りない部分を情報技術やロボティクスによって補い、スマート農業やスマート漁
業を創出する。的確な需要予測や気象予測をもとに、多様なエネルギーによって安定的にエ
ネルギーを供給する。さらには、どこでも手軽に情報を入手でき、家庭やオフィスの多くの
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作業を遠隔操作ができるスマートシティが構想されています。人手にたよることなく、工場
は第 5 世代移動通信システム（5G）のデータ基盤で稼働し、田畑では土壌や環境に応じた
最適な品種や管理方法により必要な作業が進行する。データのオープン化が進み、新しい製
品の開発、物流、販売、消費までの流れを AI が効率的に管理し、人はその過程のさまざま
な分野に自由に参加できる。そういった「超スマート社会」が構想されています。 
 
ただ、ICT は正しいことに使われるとは限りません。わざと間違った情報を流して人々を誤
った方向へ誘導したり、個人情報を盗んで悪事に利用したりすることも目立って増えてい
ます。フェイクニュースが時には一国の命運を左右する場合もあるのです。そのため、各国
は機密情報の保持に躍起となり、情報セキュリティの技術向上を目指しています。宇宙工学、
海洋探査技術、ロボティクスなども軍事目的で使われる場合があります。現代の科学技術は
災害の予測や防止など人間の福祉に用いられるばかりでなく、軍用の可能性があるという
ことをしっかりと頭に入れておかねばなりません。安全安心のための研究開発と軍事利用
が不可分のまま進む状況を、学術の観点からどう捉えるべきかが大きな課題となっていま
す。第二次世界大戦では科学者が戦争に協力して兵器の開発に参加した結果、原子爆弾投下
を含む大規模な破壊が行われ、多くの人命が失われました。そのことへの深い反省と、再び
同様の事態が生じることへの懸念から、京都大学は軍事に直接結びつくような研究を極力
抑止するガイドラインを設けています。 
 
「超スマート社会」の夢は魅力的ですが、科学技術への過度な依存は、人間の心身のあり方
にも負の影響をもたらしかねません。急増する生活習慣病に代表されるように、長い間狩猟
採集生活に適応するように進化してきた私たちの心や体は、現代の人工的な環境とミスマ
ッチを起こしています。このミスマッチを改善するには生活習慣を改め、人工的な環境を改
善していく必要があります。ただし、人間そのものを新たな環境に合わせて変えていくこと
も、遺伝子編集技術や生体工学によって可能になりつつあります。最近、エイズに罹った父
親との間にできた乳児の遺伝子を変え、その影響が及ばないように設計したデザイナーベ
ビーの誕生が中国で報告されました。この技術を発展させていけば、両親とは異なる遺伝子
構成を持つ子どもを作ることができ、さらには放射能汚染や酸素欠乏といった過酷な状況
に耐える性質を持った人間を作ることも可能になるかもしれません。ロボットと人間の体
を合体させれば、深海や宇宙へと進出することも容易になるでしょう。しかし、そこまで人
間の改造が進んだとき、人間の定義はいったいどうなるのでしょうか。アップグレードされ
た人間と自然状態の人間との間に体力や知力の格差が生じ、もはや同等の人間として付き
合えなくなるかもしれません。すでに、私たちは栽培植物や家畜を作り、人間以外の生命を
操作し始めています。現在、地球の約 30%を占める陸地のうち、砂漠と南極が 33%程度、
森林が 31%程度、牧草・放牧地・耕地が 36%程度を占めています。地球上に暮らす哺乳類
の 9 割以上は家畜とペット動物です。つまり、今や人間が作り出した生命が地球上を覆い
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つくそうとしているのです。人間を含めた生命のあり方、生態系全体について今こそ議論を
深めねばなりません。 
 
一方、エネルギーの問題も深刻です。日本のエネルギー自給率は 8.3％（2016年）と先進国
の中でも低い状況です。1960 年には 58％、2010 年には 20％であった自給率がますます低
くなっています。化石燃料は輸入に頼っており、環境の問題だけでなく、経済性や安全保障
上の問題もあります。原子力エネルギーは事故と廃棄物処理の両面で未解決課題が多く残
され、再生可能エネルギーは出力の自然変動の調整や電力系統増設などの問題を抱えてい
ます。 
 
以上お話したようなグローバルで長期的な視点に立って、世界観や人間観、人間の生きる意
味など、現代の課題や課題の解決方法について社会に問うのが学術の役割です。これから京
都大学で高度な学問を修めるみなさんは、学術の力を身に着けて急速に変動していく世界
の諸課題に応えていかねばなりません。世界は今、労働集約、資本集約型社会から知識集約
型社会へと舵を切りはじめています。これまでのように資源や物ではなく、知識を共有し集
約することで様々な社会的課題を解決し、新たな価値が生み出されます。経済も人の動きも
より活発になり、分散や循環が社会や産業を動かす力となります。そういう未来社会では、
多様性や創造性のほかに、グローバルな倫理観に基づく自己決定力や調整能力が必要とさ
れます。 
 
もちろん、京都大学は社会にすぐ役立つ研究だけを奨励しているわけではありません。開学
以来、対話を根幹とした自由の学風を伝統とし、独創的な精神を涵養してきました。それは、
多様な学びと新しい発想による研究の創出につながり、未来の課題を解決することにつな
がってきました。専門性の高い研究の入り口も、狭き道をまっしぐらに進んだ先にだけある
わけではありません。多くの学友や異分野の研究者たちと対話を通じて自分の発想を磨く
ことが、真理の道へ通じるのです。今日、入学したみなさんも、いつかは自分の専門を離れ
て別の学問領域や社会的課題に目を向け、活躍する日が来るかもしれません。それも自分の
学問分野で成功するのに匹敵する輝かしい飛躍であり、新たな可能性を生み出す契機とな
ると私は考えています。どうか失敗を恐れず、自分の興味の赴くままに、学問に没頭してく
ださい。京都大学はそれにふさわしい環境を提供できると思います。 
 
みなさんの学びの場は京都大学のキャンパスだけではありません。社会に出る前に産業界
の現場を経験し、自分の能力や研究内容に合った世界を知る機会を増やすことも必要です。
本学でも産学協同イノベーション人材育成コンソーシアム事業として、多くの企業に参加
してもらい、中長期のインターンシップやマッチングを実施しています。また、国際的な舞
台で活躍できる能力を育成するために、海外のトップ大学とダブル・ディグリーやジョイン
ト・ディグリーを増やしています。現在、京都大学はハイデルベルグ、バンコク、ワシント
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ン DC、アジスアベバに海外拠点をもち、世界の大学との連携を強めています。すでに京都
大学の多くの部局は世界中に研究者交流のネットワークや拠点をもっており、これらの拠
点を活用しながら、共同研究や学生交流を高め、国際的に活躍できる機会と能力を伸ばして
いく所存です。 
 
このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生のみなさんが安心して充実し
た生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基
金を設立しています。ご協力をいただければ幸いです。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
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大学院学位授与式〔2019 年度〕 
2020（令和２）年３月 23 日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される 2,277 名の皆さん、修士（専門職）の学位を授
与される 157 名の皆さん、法務博士（専門職）の学位を授与される 136 名の皆さん、博士
の学位を授与される 588 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、457 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した修士号は 83,555、修士号（専門職）は 2,011、法務博士号（専門職）は 2,390、
博士号は 35,976となります。教職員一同、皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げます。 
 
京都大学が授与する修士号や博士号には、博士（文学）のように、それぞれの学問分野が付
記されており、合計 23 種類もあります。また、8 年前からリーディング大学院プログラム
が始まり、これを履修し修了された皆さんの学位記には、それが付記されています。これだ
け多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨き、その高みへと上られたことを、
私は心から誇りに思い、うれしく思います。本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到
達点であり、これからの人生の出発点でもあります。今日授けられた学位が、これから人生
の道を切り開いていく上で大きな助けとなることを期待しています。 
 
皆さんはこれから地球や社会をめぐるあらゆる問題と直接向かい合うことになります。今、
世界はインターネットでつながっており、GAFA を代表とするプラットフォーマーの下に
情報が集約され、世界が一元化しようとしています。このままでは、世界は均質になり、地
域的な個性や多様性が失われていく危険があります。それを防ぐためには、デジタル情報と
しては捉えられないあらゆる知を総動員して、地球、社会、人間を含む生命の在り方を考え
ていかねばなりません。 
 
私たちは人新世（Anthropocene）、すなわち人類が地球の生態系に決定的な影響を及ぼす
地質時代にいると言われています。この地質時代のスタートラインをどこに引くかについ
ては諸説ありますが、産業革命以降、人口の急増、大都市化、大量の工業生産物、人と物の
急速な移動によって、二酸化炭素の増加、温暖化、海洋の酸性化、熱帯雨林の減少といった
地球の環境の重大な変化が起こっていることは明らかです。とりわけ第二次世界大戦以後
は、これまで地球上に存在しなかったプラスチックの大量生産・大量消費、核開発が生み出
した放射性物質が新しい地層を特徴づけるマーカーとなっています。 
 
すでに 1962 年刊行のレイチェル・カーソンによる著作『沈黙の春』によって化学物質の危
険性や、1972 年発表のローマクラブの「成長の限界」によって地球の有限性が指摘されて
いましたが、21 世紀になってからは、「惑星限界」あるいは「地球の限界」とも翻訳され
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ているプラネタリー・バウンダリーという考え方も登場しています。2006 年には国連で金
融業界に対し、投資分析と意志決定のプロセスに ESG（Environment, Social and Governance）
の課題を組み込むことが提案され、2015 年には SDGs（Sustainable Development Goals）
と、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度」以下に抑えるパリ協定が締結されまし
た。日本政府も ESG 投資を呼び掛けていますが、国際組織「世界持続可能投資連合」GSIA
によると、2018 年の世界の ESG 投資額は約 3400 兆円となり 2 年間で 34％も増加してい
るようです。世界の企業は ESG に基づく経営戦略を考慮するようになり、SDGs の目標達
成を大きな指標にするようになったのです。 
 
今、日本が直面しているのは人口の縮小と少子高齢化です。2050 年には日本の人口は 1 億
人を切り、高齢化率は 40％に迫ると予想されています。合計特殊出生率（一人の女性が生
涯に産む子供の数）は 1.4 で、このまま伸び悩めば人口縮小に拍車がかかります。さらに、
人口の都市集中によって地方の過疎化が進み、共同体の維持が困難となる「限界集落」が急
増しています。2040 年までに自治体の約半数が消滅するという試算さえあります。働き手
となる若い世代が減れば、これまでの年金制度が立ち行かなくなり、地域行政や産業振興に
多くの支障が生じます。この人口縮小と少子高齢化の問題は、日本が世界で最初に直面して
いますが、日本に続き韓国、中国、インドなどアジア諸国や欧州の国々が直面することが予
想され、日本が世界に先駆けて解決すべき課題となっています。 
 
その難題を情報通信技術（ICT）で解決しようというのが、日本政府が掲げる Society5.0、
すなわち超スマート社会です。たとえば、ビッグデータをもとに人工知能（AI）を使って画
像診断をする医療技術が急速な発展を遂げています。病院が近くになくても遠距離診断で
治療法を確定し、薬を処方する。人手の足りない部分を通信技術やロボティクスによって補
い、スマート農業やスマート漁業を創出する。的確な需要判断や気象予測をもとに、多様な
エネルギー源によって安定的に電力を供給する。さらには、どこでも手軽に情報を入手でき、
家庭やオフィスで多くの作業を遠隔操作できるスマートシティが構想されています。こう
した技術は、気候変化や地殻変動を予測し、災害を未然に防止することにも役立ちます。こ
れまでに集積された膨大なデータを基に、噴火、地震、台風、豪雨、豪雪、竜巻、津波など
に関する確率の高い予想を立てることが可能になります。また、災害用のロボットは人間の
限界を超えるような作業が必要となる環境で大いに能力を発揮するでしょう。また、本学の
防災研究所が開発中のスマートフォンを利用した災害用のアプリケーションは、人々に災
害の現況を正しく伝え、的確かつ迅速に避難できるように誘導することが期待されていま
す。これらの技術や情報を国際的に共有することで、日本は世界の人々の安全に大きく寄与
することができるでしょう。 
 
今年から総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の下で公募が始まったムーンショッ
ト計画は、月面着陸を夢見て作られたアポロ計画にちなんで名付けられました。野心的な目
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標を掲げ、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する新
しい研究開発制度です。目標として掲げられたのは 6課題で、いずれも 2050 年までに実現
することを目指します。（1）調和のとれたエンパワーメントにより人が身体、脳、空間、
時間の制約から解放される社会、（2）健康社会に向けた超早期疾患予測・予防、（3）AI と
ロボットの共進化による自ら学習・行動し人と共生するロボット、（4）地球環境再生に向
けた持続可能な資源循環、（5）未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・
ムダのない持続的な食料供給産業、（6）経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り
耐性型汎用量子コンピュータ。これらは互いに関係し、重複する課題で、将来の人間の福祉
に大きく貢献するとともに、地球環境の劣化を防ぐことが主たる狙いとなっています。これ
らの科学技術は「身軽で負荷のかからない、幸福な暮らし」の実現を目指しています。 
 
昨年、ノーベル化学賞を受賞された本学出身の吉野彰先生が開発されたリチウムイオン電
池は、30 年前に実用化されて以来、私たちが日常的に使う電子機器に欠かせない部品とな
りました。軽くてエネルギー効率が高く、充電と放電のサイクルを幾度となく繰り返せるの
で、携帯電話やノートパソコン、デジタルカメラから電動バイク、ハイブリッド車に至るま
で、バッテリーとして縦横無尽の機能を発揮しています。さらに、風力や太陽光といった再
生可能エネルギーとリチウムイオン電池を組み合わせることで、電力網を安定化させるこ
ともできます。地球環境にやさしい持続可能なクリーンエネルギーにおいて、信頼のおける
最重要部品となることが期待されているのです。 
 
環境保全に貢献して持続可能な地球社会を目指すためには、こういった「小さきものの力を
拡大する」ような、イノベーションを起こさねばなりません。私が京都大学の学生だった
1970 年代には「スモール・イズ・ビューティフル」という言葉が流行りましたが、それを
唱えたのは、経済学者のエルンスト・フリードリヒ・シューマッハーです。ドイツに生まれ、
イギリスで石炭公社にも勤務したシューマッハーは、石炭や石油の過剰消費からエネルギ
ー危機を予測し、第一次石油危機をいち早く予言していました。石油ショックは日本社会を
直撃し、「狂乱物価」という言葉が生まれ、人々が生活物資の買いだめに右往左往したこと
を私はよく覚えています。ガソリンスタンドが日曜日休業をはじめ、駅や繁華街の照明が暗
くなり、テレビの深夜放送まで短縮され、世間が暗いムードに包まれました。この時代に、
日本の高度成長期は終焉を迎えたとされています。それまで無限と見なされていたエネル
ギーに対する信頼が揺らぎ、経済成長を前提とした社会の発展に暗雲が立ち込めたのです。
シューマッハーは、当時石炭や石油にとって代わろうとしていた原子力の利用にも警鐘を
鳴らし、大量消費を幸福度の指標とすることに疑問を投げかけていました。経済顧問として
招かれたビルマで、仏教徒の生き方に感銘を受けて仏教経済学を構想し、科学万能主義を改
めて自由主義経済下での完全雇用を提唱しています。それは今、ますます経済格差が拡大し、
これから AI やロボットによって失業が急増すると予想される現代社会において、顧みるに
値する考えではないかと思います。 
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これから私たちは科学技術だけでなく、人間や社会の在り方をしっかりと見つめ、自然と文
化の調和がとれた世界を構築していかねばなりません。これまでのように資源や物質では
なく、知識や思想を共有し集約することで様々な社会的課題を解決し、新たな価値を生み出
す「知識集約型社会」が展望されています。経済も人の動きもより活発になり、分散や循環
が社会や産業を動かす力となります。そうした未来社会では、多様性や創造性に加えて、グ
ローバルな倫理観に基づく自己決定力や調整能力が必要とされるでしょう。今後の社会の
変動を地球規模で確実に予測することは難しいと思います。しかし、プラネタリー・バウン
ダリーで警告されているように、人口が増え、人為的影響が加速する現代の状況を続けてい
けば、温暖化によって自然災害が頻発し、汚染が進んで人間の住める環境ではなくなること
は目に見えています。パリ協定に基づいて立てた各国の達成目標を確実に実行し、SDGs を
世界共通の課題として取り組むことが不可欠になります。これからのみなさんの活躍が地
球や人間の将来を大きく動かしていくのです。 
 
とはいえ、科学技術への過度な依存は、人間の心身のあり方にも負の影響をもたらしかねま
せん。急増する生活習慣病に代表されるように、長い間狩猟採集生活に適応するように進化
してきた私たちの心や体は現代の人工的な環境とミスマッチを起こしています。このミス
マッチを改善するには生活を見直し、人工的な環境を人間らしいものに改善していく必要
があります。他方で、人間そのものを新たな環境に合わせて変えていくことも、遺伝子編集
技術や生体工学によって可能になりつつあります。最近、エイズに罹った父親との間にでき
た受精卵の遺伝子を変え、その影響が及ばないようにしたデザイナーベビーの誕生が中国
で報告されました。この技術を発展させていけば、両親とは異なる遺伝子構成を持つ子ども
を思い通りに作ることができ、更には放射能汚染や酸素欠乏といった過酷な状況に耐える
性質を持った人間を作ることも可能になるかもしれません。ロボットと人間の体を合体さ
せれば、深海や宇宙へと進出することも容易になるでしょう。しかし、そこまで人間の改良
が進んだとき、人間の定義はいったいどうなるのでしょうか。アップグレードされた人間と
普通の人間との間に体力や知力の格差が生じ、もはや同等の人間として付き合えなくなる
かもしれません。すでに、私たちは栽培植物や家畜を創造し、人間以外の生命を操作し始め
ています。現在、地球の約 30％を占める陸地のうち、砂漠と南極が 33％程度、森林が 31％
程度、牧草・放牧地・耕地が 36％程度を占めています。地球上に暮らす哺乳類の 9 割以上
は家畜とペット動物です。つまり、今や人間が創造した生命が地球上を覆いつくそうとして
いるのです。人間を含めた生命のあり方について今こそ、文明論的な議論を深めねばなりま
せん。 
 
本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみると、京都大学らしい傾向が見えてき
ました。多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反映した内
容が目に留まります。移民を含む民族間の衝突や多文化共生、地震や水害などの予測、芸術
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の視点から捉えた教育や医学、ジェンダー格差、体罰やいじめとメンタルヘルス、老化や認
知症のケア、などです。これらの論文は、現代世界で起こっている社会問題や、これまでに
未解決であった諸課題に鋭い分析のメスを入れ、その解決へ向けて新たな証拠や提言を示
すということで共通しています。確かなデータに基づく深い考察から発せられたこれらの
知見は、未来へ向けての適切な道標となると思います。ほかにもタイトルを見ただけでも、
詳しく内容を知りたいという気持ちをかき立てられる論文や、私の理解能力を超えるよう
な新しい研究が学位論文として完成されており、私はその多様性に驚きの念を禁じえませ
んでした。この多様性、創造性、先端性こそが、これからの世界を変える思想文化や科学技
術に結びついていくと確信しています。 
 
今後、ICT 技術の発展によりフィジカルな空間とバーチャルな空間の融合が顕著になるで
しょう。大学は今後もそれを人間に幸福をもたらすように調整するシンクタンクやコミュ
ニティとしての役割を果たしていかねばなりません。AI と IT は人間の道徳的な生活にも浸
透してくるでしょうが、芸術や人間の感性が科学技術の行き過ぎを押しとどめる、最後の防
波堤となることは否定できません。私たちは今豊かな情報を享受しながらも、個々人がひと
りで危険に向き合う不安な社会に生きています。仲間と分かち合う幸せな時間は AI には作
れません。それは身体に根差したものであり、効率化とは真逆なものだと私は思います。情
報には感性がなく、目的に応じていかようにでも作り変えることができます。情報には高い
利便性がありますが、それは人間の身のたけに合ったものではありません。ですから私たち
は、身体性に根差した幸福感を賢く組み込むような「超スマート社会」を構想する必要があ
ります。それには文理の境界を越えた、深い教養と時空を自在に往還する幅広い知識が不可
欠になります。 
 
本日、学位を授与されるみなさんは京都大学で培った高い能力を駆使して、ぜひこの困難な
時代に叡智の花を咲かせてほしいと思います。学問をするには、その時代への感性を持つこ
とが重要です。くわえて、どんな学問を修めるにも幅広い教養と基礎が必要です。未知の領
域や新しい課題を発見する力は、小さいころに自然の中で遊んだ経験や、異分野で培った見
識によって育てられることもあるのです。しかし、今や世界中で科学に向き合う姿勢が画一
化され、とくに技術と結びついて、社会にすぐに役立つイノベーションのみが求められる風
潮にあります。自分の学問分野だけでなく、他の分野の知識や芸術的な感性を幅広く取り入
れて、それぞれの研究者が独自の科学的直観を持つことが重要だと思います。 
 
皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、他の分野に広く目を向け、活発な対話を通じて、
独自のアカデミックな世界を作り上げたことでしょう。それは京都大学で学んだ証であり、
皆さんの今後の生涯における、かけがえのない財産となるでしょう。また、皆さんの学位論
文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さんの残す足跡は後に続く世代の目標と
なります。その価値は、皆さんが京都大学の修了生としての誇りを守れるかどうかにかかっ
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ていると思います。たいへん残念なことですが、昨今は科学者の不正が相次ぎ、社会から厳
しい批判の目が研究者に向けられています。皆さんが京都大学で培った研究者としての誇
りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
 
※博士号の授与者数 35,976 名（累計）については、1949 年新制京都大学設置以降（新制）
の授与者数です。1948 年以前（旧制）の授与者数を加えた場合、総計 45,627 名となります。 
 
［注］新型コロナウイルスの感染拡大を受けて式の開催は中止。京都大学オープンコースウェ

ア（OCW）で祝辞を配信。 
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卒業式〔2019 年度〕 
2020（令和２）年３月 24 日 

 
本日、京都大学を卒業される 2,777 名の皆さん、まことにおめでとうございます。教職員一
同、皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます。あわせて、今日の卒業を迎えるまでのご
家族および関係者の皆様よりいただいた数々の厚いご支援に対し、心より御礼申し上げま
す。1900 年に第 1 回の卒業式を迎えて以来、120 年にわたる京都大学の卒業生の数は皆さ
んを含めて 214,388名になりました。 
 
さて、皆さんは入学以来、どのような学生生活を送ってきたでしょうか。本日はぜひ、この
数年間京都大学で過ごした日々のことを思い出してください。厳しい受験競争を勝ち抜い
て入学した皆さんは、京都大学にどんな期待や夢を抱いていたでしょうか。今日、卒業を迎
えるまでの数年間に、それは叶えられたでしょうか。それとも、その夢は大きく変貌を遂げ
たのでしょうか。そして、皆さんがこれから歩んでいこうとされる道は、そのころの夢とど
うつながっているのでしょうか。 
 
これから日本は Society5.0（人間中心の超スマート社会）を目標に歩んでいきます。そこで
は ICT が縦横に張り巡らされ、モノがインターネットで繋がれます（IoT）。大量の情報が
AI によって分析され、効率の良い暮らしが可能になります。これまでのように天然資源や
製造物ではなく、情報資源、すなわち知識を共有し集約することで様々な社会的課題を解決
し、新たな価値が生み出される「知識集約型社会」が到来します。経済も人の動きもより活
発になり、分散や循環が社会や産業を動かす力となります。そういう未来社会では、多様性
や創造性のほかに、グローバルな倫理観に基づく自己決定力や調整能力が必要とされるで
しょう。 
 
これからの社会では、フィジカルな空間とバーチャルな空間の融合が顕著になることが予
想されます。人間の思考が機械の演算と融合し、生物としての基盤を超越し、人間と機械、
現実世界とバーチャルリアリティとの間に境界が見えなくなるかもしれません。実は、こう
いった時代の到来は今からちょうど 100 年前に予想されていました。「ロボット」という
言葉は、チェコスロバキアの作家カレル・チャペックによって 1920 年に出版された戯曲
『R・U・R（エル・ウー・エル）－ロッスムのユニバーサルロボット』に初めて登場しまし
た。チェコ語にあるロボタという「賦役」を意味する語から作られた造語です。この劇は、
RUR 社のロボット工場の社長室から始まります。部屋の壁には何枚かのポスターが貼られ
ており、「一番安い労働力－ロッスムのロボット」とか、「新製品－熱帯用ロボット、一体
150 ドル」とか、「誰もが自分用のロボットを」といった宣伝文句が並んでいます。この会
社は、見た目が人間とそっくりなロボットを作ることに成功しました。社長のハリー・ドミ
ンは、労働から人々を解放したいという夢を抱き、ロボットによって生産性を向上させ、す
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べての価格を引き下げることでその夢を実現できると信じていました。しかし、ロボットは
労働効率性を人間以上に高め、もはや人間のために働かなくなりました。やがて、ロボット
たちは、「ロボットのように有能ではない人間は、寄生虫のように見える」と言い出します。
会社の幹部たちは、人間の生活から労働というものをなくした結果、「いまいましい楽園」
をつくってしまったことに気づきます。人間は仕事のせいで年を取ることも、子どものため
に年を取ることも、貧困のために年を取ることもなく、実を結ばない花のように散っていく
運命になったのです。彼らは非生産性こそが人間に残された最後の可能性だと気づき、人々
が心労と労働に戻るように願いますが、すでにロボットは人間を支配しようと蜂起しまし
た。著者のチャペックは、「人間でありたいのなら、支配しなければならず、人間を殺さな
ければならない」と書いています。まさに、人間のように作られたロボットたちはそのよう
な人間らしい道を選んだのです。その結果、人間は絶滅の危機に瀕し、自分たちの作り方を
知らないロボットもやがて滅びる運命にあります。チャペックは、最後にたった一人残った
人間、建築士のアルクイストにこう言わせます。「われわれが作り、建てたものは何の役に
も立たない。それなのに生命は滅びないのだ。ただわれわれだけが滅んだのだ。」何と、こ
の内容は現代にもぴったりと当てはまりそうな気がします。この度、内閣府が公募するムー
ンショット型研究開発制度―これはアメリカ航空宇宙局（NASA）による人類初の月への有
人宇宙飛行を実現させたアポロ計画に模して名付けられました―では、六つの目標のうち
二つがロボットに関連しています。これらは 2050 年までに、すなわち 30 年後に達成する
ことが期待される目標ですが、一つは複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボット
を組み合わせることによって、大規模で複雑なタスクを実行するための技術開発です。もう
一つは人が違和感を持たない、人と同等以上な能力を持ち、人生に寄り添って一緒に成長す
る AI ロボットの開発です。人類の夢は 100 年たっても変わることなく、科学者たちはその
夢をかなえる技術を開発しようとしているのです。違うのは、100 年前はサイエンス・フィ
クションだった夢が、今は実現可能な目標として計画されようとしていることではないで
しょうか。 
 
しかも、AI の開発によってすでに多くの仕事が代替されようとしており、これまでの労働
中心の社会とは違う価値観が芽生えてきています。そのため、科学技術だけでなく、人間や
社会について深く考えることが必要だという認識が広まっています。1995 年に作られた「科
学技術基本法」にも、この度の改訂作業で人文・社会科学の重要性とイノベーションの創出
という文言を並べて入れようという議論が起こっています。今こそ、私たちは「人間性とは、
人間が求める幸福とは、いったい何なのか」を強く意識しながら技術開発を進めなければな
らないと思います。 
 
昨年亡くなられた梅原猛先生は、ずいぶん前から哲学の復興、日本からの哲学の創出の必要
性を説いておられました。1968 年に出された『哲学する心』のなかで、「哲学は自分の頭
で考えることである。しかも、それは、過去の哲学の学説や、概念について考えることでは
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なく、今の世界において、人類はどう生きてゆくべきかを考える学問なのである」と述べて
います。そして、現在まで人間の生活を律してきた既成の思想への確信が崩れようとしてい
ると警告を発しています。「人間とは何か」という問いに対して、ヨーロッパの哲学は「理
性を持つ動物である」と答えます。しかし、理性の思想に基づいたヨーロッパ文明は力の文
明、支配の文明として地球上で多くの殺戮を繰り返してきました。その文明を受容して戦争
の道を突き進んだ近代日本も例外ではありません。先ほどのチャペックの「人間でありたい
のなら、支配しなければならず、人間を殺さなければならない」という言葉を思い出します。
梅原先生はソクラテスやデカルトによって「魂の不死」の思想が普及し、不死が人間の前提
となってしまった現在、改めて死の哲学を再興しなければならないと説きます。人間は他の
生命とつながっている存在であり、このつながりの自覚を回復するとともに、人間の存在を
意思ではなく感情を新しい原理に据えてとらえ直さなくてはならない。それこそが平和の
哲学であり、人類の第一の義務を平和に置き、そこから人間を新しくとらえ直す哲学が、人
類の生存のために必要だというのです。ヨーロッパの哲学者たちは、認識や存在や、価値や
欲望について深い思弁を重ねたが、平和の問題についてそれほど深くは考えなかった。日本
の哲学は東洋のもつ深い生の知恵をヨーロッパ哲学の教える明晰な論理と対話させつつ、
現代の危機に対する答えを自らの中に創っていく必要があるというのです。 
 
京都大学がその必要性に強く共鳴するのは、戦前から西田幾多郎や和辻哲郎などによる独
自の哲学を生み出してきたからでもあります。また、3年前に文部科学省より指定国立大学
法人の指定を受け、日本の学術界における人文・社会科学分野の牽引役を担うことになりま
した。そこで、「人文・社会科学の未来形発信」という重点課題を担うユニットを学際融合
教育研究推進センターに設けました。目指すのは、グローバル化と多極化が進行する世界情
勢を視野に入れ、西洋一極集中を脱し、人間・社会・環境・自然を総合的に理解する、新た
な俯瞰知としての人文知・社会知の再構築です。すでに学際的な研究会やシンポジウムをヨ
ーロッパやアジアで多く主催し、その討議を主導しています。肝心なことは、このような動
きを今日卒業していく諸君にも知ってもらい、ぜひ分野や職域を超えて議論に参加し、人間
や社会に関する考え方を深めてほしいということです。 
 
これからの社会では、これまでにはない人間観や自然観が必要となります。先端的な科学技
術にすべてを依存するのではなく、これまで時代遅れと見られてきた考え方を拾い集めて
未来を見つめ直すことも重要になるでしょう。温故知新、故きを温ねて新しきを知ることは、
ますます必要とされています。現代は情報技術やコミュニケーション技術が急速に発展し、
いつでもどこでも、簡単に既存の知識にアクセスできるようになりました。膨大な映像が情
報機器を通じて無料で流され、もはや、書物は知識を得る唯一無二の手段ではなくなりまし
た。しかし、社会を先導するイノベーションには科学技術だけでなく、人文学的、社会科学
的な学知と共に確かな人間観が不可欠であり、それを総合的な学術研究の蓄積から見直さ
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なくてはなりません。今こそ、「京都学派」と呼ばれた京都大学が誇る奥深い思考の水脈を
開くときが来ているのだと思います。 
 
現代の問題は、「将来は現在より良くなるはず」という希望を支える資本主義の発展法則、
あるいは「経済成長は至高の善」という理念が崩れ始めているということでしょう。私が京
都大学の学生だった 1970 年代初頭はまだ日本が高度成長時代で、すぐ先に明るい未来が見
えているような気がしていました。大阪で万国博覧会が開かれ、科学技術によって次々に新
しい可能性が切り開かれようとしていることが実感できました。しかし、やがて公害問題や
温暖化などの環境劣化が、地球規模で急速に進んでいることが明らかになりました。その後、
「持続的な開発」が謳われ、地球の劣化を防ぐための国際協約がいくつもできました。地球
の資源は有限であり、人間社会も物質的には限界があることが共通理念となったのです。日
本の産業界もパリ協定で謳われた SDGs（持続的な開発目標）を基に、企業倫理や戦略を掲
げるようになりました。これからの社会には、地球規模で生物多様性や人間社会を包摂的に
とらえる思考方法が不可欠になります。 
 
今日卒業する皆さんも、これまでに京都大学を卒業した多くの先輩たちと同じように自由
闊達な議論を味わってきたと思います。その議論と学友たちは、これからの皆さんの生きる
世界においてきわめて貴重な財産になるでしょう。京都大学には創造の精神を尊ぶ伝統が
あります。まだ誰もやったことのない未知の境地を切り開くことこそが、京都大学の誇るべ
きチャレンジ精神です。今日卒業する皆さんのなかにもさまざまな突出した能力を身に着
け、すでにそれを発揮して活躍している方が多いだろうと思います。京都大学で磨いた能力
を示し、試す機会がこれからはきっと多くなることでしょう。しかし、忘れてはならないの
は、自分と考えの違う人の意見をしっかりと聞くことです。しかも複数の人の意見を踏まえ、
直面している課題に最終的に自ら判断を下して立ち向かうことが必要です。このとき、京都
大学で培った「対話を根幹とした自由の学風」がきっと役に立つはずです。 
 
京都大学は「地球社会の調和ある共存」を達成すべき大きなテーマとして掲げてきました。
しかし、現代社会ではこの調和が崩れ、多様な考えを持つ人々の共存が危うくなっているの
も事実です。皆さんもこれからの人生でこの難題に直面する事態に出会うことでしょう。そ
のとき、京都大学の自由な討論の精神を発揮して、果敢に自らの課題に向き合ってほしいと
思います。皆さんがこれから示すふるまいや行動は、京都大学のOB、OGとして世間の注
目を浴び、皆さんの後に続く在学生たちの指針となるでしょう。これから皆さんの進む道は
さまざまに分かれていきます。しかし、将来どこかで再び交差することがあるはずです。そ
のときに、京都大学の卒業生として誇れる出会いをしていただけることを私は切に願って
おります。 
 
本日はまことにおめでとうございます。 
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［注］新型コロナウイルスの感染拡大を受けて式の開催は中止。京都大学オープンコースウェ
ア（OCW）で祝辞を配信。 
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学部入学式〔2020 年度〕 
2020（令和２）年４月７日 

 
本日、京都大学に入学された 2,943 名のみなさん。入学まことにおめでとうございます。み
なさんの入学を心よりお祝い申し上げます。同時に、これまでのみなさんのご努力に敬意を
表しますとともに、みなさんを支えてこられましたご家族や関係者のみなさまにお祝い申
し上げます。 
 
本来ならば、本日は皆さんと対面し、お祝いの言葉を述べるはずでしたが、新型コロナウィ
ルスの蔓延でこのようにビデオでお会いすることになってしまいました。誠に残念ですが、
人々が集まることがウィルスの感染を助長するため、現在は大学に登校することも控えて
いただいている状況です。感染を止めることができるかどうかは、これからの私たちひとり
ひとりの自制とすべての人の緊密な協力にかかっています。どうかみなさんのご理解とご
協力をお願いしたいと思います。 
 
さて、4 月はさまざまな木々が芽吹き、新緑が山々を彩る季節です。みなさんがこれから暮
らす京都は三方を山に囲まれ、豊かな水に恵まれた琵琶湖から比叡山を越えて来る湿気に
富んだ風に育まれて、緑の多い盆地を形成しています。吉田キャンパスのすぐ東には吉田山
がそびえ、西には南北を貫く鴨川と下鴨神社や御所にある森が清涼な空気をたたえていま
す。これらの森を構成する樹種の多くは照葉樹と呼ばれる常緑樹です。京都大学の正門を入
ると、時計台の前に大きなクスノキがすぐに目に留まります。クスノキは京都大学のシンボ
ルマークにもなっている照葉樹で、これからの季節の象徴ともいえる樹木です。ご存じのよ
うにクスノキのような常緑樹は、落葉樹と違って冬でも葉を落としません。一年中みずみず
しい緑の葉を保ち、新芽が萌えてきたら古い葉を落とします。これを「常磐木落葉（ときわ
ぎおちば）」と言います。常磐木とは常緑樹を指し、初夏の季語ですが、クスノキが葉を落
とすのは春で、去年の葉が全部落ちて萌えるような新葉になります。常緑樹の中には古い葉
が少しずつ落ち、長い期間をかけて新しい葉と入れ替わる木もあります。私は、これこそ学
びの場にふさわしい衣替えだと思います。落葉樹のように、冬を迎える前に古い葉があらか
じめ落ちて新しい葉の到来を待つよりも、新しい葉の登場を見て古い葉が静かに散ってい
くことこそが大学の学びだと思えるからです。知識は常に新しくなります。しかし、古い知
識を受けついでこそ、新しい知識の厚みと輝きが増すのです。 
 
私は、大学はジャングル、すなわち熱帯雨林のようなものだと言ってきました。ジャングル
も常緑の広葉樹でできています。雨期になると赤い新葉が一斉に芽吹き、まるで日本の秋の
紅葉のように森が染まります。そこには私が長年調査してきたゴリラをはじめ、多種多様な
生物が暮らしています。それぞれの生物たちはジャングルに住むほかの生物のことをよく
知りません。でもお互いに直接、間接に関係しあいながら共存しており、全体として安定し
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た生態系を保っています。その様子が大学と似ているのです。大学も多種多様な学問とそれ
を担う研究者がいて、分野を超えてさまざまな関係を保っています。しかも、ジャングルで
常に新しい出会いや変化が生まれているように、大学でも新しい発見や思想が生まれてい
ます。そして、ジャングルでは外の世界との間で生物が出入りし、物質やエネルギーが循環
しているように、大学も外の社会と様々な交流をして成り立っているのです。 
 
その交流や循環を活発にするために、私は 5 年前に WINDOW 構想を京都大学の目標に据
えました。大学にたくさんのWINDOW、すなわち窓を開けて風通しを良くし、外から大学
にはない多様な知を呼び込むとともに、多くの才能ある学生の背中を押して世界や社会に
送り出すことにしたのです。京都は常に新しいものと古いものが出会うところです。「千年
の都」と言われ、平安建都から明治維新まで日本の中心として栄えてきた街並みがいたると
ころに残っています。何よりも京都の人々の暮らしの中に、装いや食事や、言葉や身のこな
しに、厚みのある歴史が残っています。京都に暮らし、京都の人々と付き合っていると、そ
ういった伝統文化の息吹や誇りが伝わってきます。そして、常に新しいものを取り入れて革
新的な技術や芸術を生み出してきた街でもあります。京都に本社を持つ多くの企業は、伝統
的な知恵と最先端の科学技術を組み合わせて新しい産業を興してきました。なかには京都
大学の学生時代にベンチャーを起業して世界に進出した企業もあります。今、京都大学では
大学発ベンチャーのブームが起ころうとしています。イノベーションは新しい技術を開発
することではありません。既存の知識や技術を新しいやり方で組み替えて、これまでにはな
い価値観を持った社会システムを創造することです。古来の知恵と技術が堆積し、新しいも
のを積極的に受容する京都は、イノベーションを起こそうとするベンチャーが育ちやすい
環境だと言えましょう。 
 
京都大学は 1897 年の創立以来、「自重自敬」の精神に基づき自由な学風を育み、創造的な
学問の世界を切り開いてきました。地球社会の調和ある共存に貢献することも京都大学の
重要な目標です。今、世界は 20 世紀には想像もしなかったような急激な変化を体験しつつ
あります。東西冷戦の終結によって解消するはずだった世界中の対立構造は、民族間、宗教
間の軋轢が表面化してますます複雑に過酷になっています。地球環境の悪化は加速し、想定
外の大規模な災害や致死性の高い感染症が各地で猛威をふるい、金融危機は国家の財政や
個人の生活を根本から揺さぶっています。その荒波の中で、京都大学が建学の精神に立ちつ
つ、どのようにこの国や社会の要請にこたえていけるか、が問われていると思います。 
 
京都大学は自学自習をモットーにして、常識にとらわれない、自由な学風の学問の都であり
続けなければなりません。さて、では常識にとらわれない自由な発想をするにはどうしたら
いいのでしょうか。それにはまず、これまでの生活で身に付いた常識をいったん疑ってみる
ことが必要です。自分とは違う土地から来た仲間や、海外からやって来た仲間と話をしたり、
休日を利用して旅に出て、自分がまだ体験していない異文化に身を浸して味わってみたり
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することも有効な手段になります。世界で起こっていることに目を向け、その背景や要因に
ついて深く考えることも大切です。私が京都大学の学生だった 1970年代も、大きく社会が
動こうとしていた時代でした。科学技術が礼賛され、大きな開発の波に日本中が飲み込まれ
ながらも、一方で公害による環境汚染や健康被害が明らかになり、文明の行く末に大きな疑
問が浮上していました。そういった世の中の激しい動きと、大学での現実を超越したような
深く広い学びとのギャップに戸惑うと、私はよく大学近くの森を散策しました。正門を出て
吉田神社から真如堂や黒谷の参道、そして銀閣寺から哲学の道を歩いて法然院や南禅寺へ。
時間のある時は大文字山や曼殊院、詩仙堂、比叡山へ、あるいは西へ歩いて下鴨神社や御所
へ。さらに休日には寝袋を持って北山を歩き、歩き疲れて夕刻になったら、そのまま川のほ
とりで星を眺めて眠る。そんな自然との付き合いで、私は何度か失いかけた自分を取り戻し
たものでした。 
 
自然の中に独りで身を置いてみると、とても不思議な気持ちになります。それを私は学生時
代に読んだヘンリー・デヴィッド・ソーロー作の『ウォールデン 森の生活』という本から
学びました。これは、今から 150 年以上も前、アメリカ合衆国にまだ手付かずで多くの自
然が残っていたころの話です。当時 28 歳だったソーローがマサチューセッツ州のコンコー
ドの町から 1マイル半ほど離れたウォールデン湖のほとりに自分で小屋を建て、2年間独り
暮らしをした日々のことを綴った本です。ハーバード大学（当時のケンブリッジ大学）を出
た後、独身で教師、測量士、植木職人、大工などの職を転々としながら、どうしても社会で
決められた職に就くことに満足できず、自然の中で質素な暮らしを自力で営みながら読書
と思索の日々を送ろうとしたのです。彼はその暮らしを、自分自身が「小鳥たちのそばの籠
に入ったようだ」と形容し、ウォールデン湖を眺めていると「大地は陸続きではなくて島で
あることがわかる」と述べています。そして、「わたしが森に往ったわけは、わたしが慎重
に生きようと欲し、人生の根本的な事実にのみ対面し、それが教えようと持っているものを
私が学ぶことができないものだろうかを知ろうと欲し、私がいよいよ死ぬときに、自分は生
きなかったということを発見することがないように欲したからである」と語っています。読
書好きの彼も、最初の一夏は本を読みませんでした。その理由は、「現在のこの咲き匂う花
のような瞬間を手の仕事にも頭の仕事にせよささげてしまうのはどうしても惜しくてでき
ないことであった。わたしはわたしの人生にひろい余白をもつことを愛した」からでした。
彼は庭を作らず、家畜もペットも飼いませんでした。ひたすら自然の中に身を置き、自然に
溶け込もうとしたのです。彼の最もたのしい時は春と秋の長い風雨の期間でした。その春の
訪れをソーローはこう詠っています。 
 
“春の最初のスズメ！ 一年は前よりもさらに若い希望ではじまるのだ！ 半ば露わになった
湿った野のうえに聞えるアオコマドリ、ウタスズメ、アカバネからのかすかな銀のさえずり
は冬の最後の雪ひらがこぼれおちて鳴るかのよう！ そのようなとき、歴史は、年代学は、
伝統は、そしてすべての書かれた啓示は何であろうか。小川は春への賛歌と歓びを歌う。牧
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草地のうえを低くとんでいるヌマタカは、目醒めた最初のぬるぬるした生き物をすでにあ
さっている。溶ける雪のしたたりおちる音はすべての谷あいに聞かれ、氷は池で解けいそい
でいる。草は丘の斜面で春の炎のように燃えたっている（中略）あだかも帰りきたる太陽に
あいさつするために大地が内部の熱を送り出したかのように。その炎の色は黄色ではなく
緑である。永久の青春の象徴である草の葉は長い緑のリボンのように土から夏のなかに流
れ入る。一時は霜のために抑えられるがやがてまた押し出し、去年の枯草の穂を下なる新た
な生命で持ちあげる。それは地面から水の流れがにじみ出るようにどんどんそだつ。それは
ほとんど水の流れとおなじものである。なぜならば茂りそだつ六月の日々、水の流れが涸れ
たときには草の葉がその水路となり、来る年々に家畜群はこの常緑の流れで飲み、草刈りは
時期を失せずかれらの冬の飼料をそこから汲みこむのである。同様にわれわれ人間のいの
ちも根ぎわまで死ぬだけで、いつまでも永遠にその緑の葉をさし出すのである。” 
 
2 年後、ソーローは森を去ります。その時、彼は森で学んだことを次のように語っています。 
 
“もし人が自分の夢の方向に自信をもって進み、そして自分が想像した生活を生きようとつ
とめるならば、彼は平生には予想できなかったほどの成功に出あうであろう。彼は何物かを
置去りにし、眼に見えない境界線を越えるであろう。新しい、普遍的な、より自由な法則が、
彼の周囲と彼の内に確立されはじめるであろう。あるいは古い法則が拡大され、より自由な
意味において彼の有利に解釈され、彼は存在のより高い秩序の認可をもって生きるであろ
う。彼が生活を単純化するにつれて、宇宙の法則はより少なく複雑に見え、孤独は孤独でな
く、貧困は貧困でなく、弱さは弱さでなくなるであろう。もし君が空中の楼閣を築いたとし
ても、君の仕事は失敗するとはかぎらない。楼閣はそこにあるべきものなのだ。こんどは土
台をその下に挿しこめばよい。” 
 
なんと自信に満ちた心をもって、彼は森を後にしたことか。彼の生きた時代は汽車が大陸を
走り、蒸気船が大洋を渡り、電信によって各都市の人々がつながれた時代でした。人種差別
の撤廃へ向けて世界が大きく動き出し、同時に科学技術によって人々のコミュニケーショ
ンの方法が劇的に変わる時代の黎明期でもあったのです。ソーローはその後、民主主義を愛
する作家として生き、内戦と奴隷制度について強く反対の意を表明しつつ、45 歳になる直
前に病に倒れ、この世を去りました。それは南北戦争のさなかであり、アメリカが資本主義
経済を基盤とした物質文明の中核に向かって大きく舵を切る時代でもあったのです。 
 
その 19 世紀と私たちが生きる 21 世紀は、内容こそ違うものの、科学技術が急速に発展し、
人々の暮らしが劇的に変わる文明の転換期という点ではよく似ています。ビッグデータを
もとに人工知能（AI）を使って画像診断をする医療技術が登場しました。人手の足りない部
分を情報技術やロボティクスによって補い、スマート農業やスマート漁業を創出する。的確
な需要予測や気象予測をもとに、多様なエネルギー源によって安定的に電力を供給する。さ
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らには、どこでも手軽に情報を入手でき、家庭やオフィスの多くの作業を遠隔操作できるス
マートシティが構想されようとしています。 
 
ただ、ICT は正しいことに使われるとは限りません。わざと間違った情報を流して人々を誤
った方向へ誘導したり、個人情報を盗んで悪事に利用したりすることも目立って増えてい
ます。フェイクニュースが時には一国の命運を左右する場合もあるのです。そのため、各国
は機密情報の保持に躍起となり、情報セキュリティの技術向上を目指しています。宇宙工学、
海洋探査技術、ロボティクスなども軍事目的に転用が可能です。現代の科学技術は災害の防
止など人間の福祉に用いられるばかりでなく、軍事的侵略の目的に利用されるということ
をしっかりと頭に入れておかねばなりません。 
 
科学技術は本当に人間を幸せにするのか。そう言った問いが今、浮かび上がってきました。
もう一度、人間の歩んできた道を振り返り、文明や科学技術がもたらした恩恵の意味を問い
ながら、幸福で持続的な未来を描かねばなりません。そのためには、人為の及ばない自然の
世界を覗いてみることが大切だと私は思っています。1200 年の歴史を誇る京都には、日本
の誇る文明の足跡とともに、日本人の情緒を育んできた自然がいまも変わらずに姿をとど
めています。ぜひ、そこに足を踏み入れ、自然と人とが織りなす世界の美しさを感じてくだ
さい。もちろん、ソーローの時代と違ってスマートフォンがある現代は、なかなか仲間や都
市文明とのつながりを断つことは難しいかもしれません。でもその気になれば、そういった
情報通信機器に一切頼らずに暮らすことだってできるのです。かつて私はアフリカでゴリ
ラの調査をするとき、ラジオ以外一切の通信機器を持たずに森の奥で暮らしました。それは、
これまでその恩恵を受けてきたネットワークから完全に切り離された生活でした。でも、そ
の代わりにジャングルの植物や動物がとても身近に感じられたものです。毎日様々な出来
事が森の中で起こる。そこに自分も含まれていて、いっしょに森のドラマを作っているよう
な気がしてくるのです。そこで、目には見えないけれど、いろんな生き物がつながり合って
いることを強く感じました。 
 
京都大学の誇る哲学者、西田幾多郎は、東洋文化の根柢には、「形なきものの形を見、声な
きものの声を聞くといったようなものが潜んでいるのではなかろうか」と言っています。そ
れは日本人の情緒となって、日本画や邦楽などの芸術に顕れます。雪舟や上村松園の余白を
用いた絵、声明や雅楽などの静謐な時の流れはその好例と言えましょう。そこには人間の言
葉には表せない情景が幾重にも繰り広げられているからです。その心境は実際に深い自然
の中に足を踏み入れてみるとよくわかります。アフリカのジャングルの中にひとり佇んだ
とき、私は目に見えない無数の生き物たちに囲まれていることを感じ、生きていることが無
性にうれしく思えてきたものでした。それは日本という森の文化のなかで育ったからこそ、
感じられた世界だったのかもしれません。 
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WINDOW 構想の最初のＷは、WILD and WISE、ＮはNATURAL and NOBLE です。ぜひ
京都の自然の中に心と体を浸して、野生の心と高貴な品格を育ててください。京都大学では、
学部生を対象に「おもろチャレンジ」という体験型海外渡航支援制度を実施しています。こ
れは、海外の大学が設けている既存の留学コースではなく、学生が自分自身で企画する「お
もろい海外体験」を年間 30 件、最大 30 万円まで支援する制度です。毎年、野心にあふれ
た学生がオリジナルな計画を立て、自分ですべてを準備し、実にユニークな旅を謳歌して戻
ってきます。ぜひ、みなさんもチャレンジしてみてください。現代は、グローバル化の大き
な波が押し寄せる時代です。みなさんの将来活躍する舞台も、日本という国を大きく越えて
世界に広がっています。地球社会の調和ある共存のために、解決すべき課題がたくさんあり
ます。自然資源に乏しいわが国は先端的な科学技術で人々の暮らしを豊かにする機器を開
発し、次々にそれを世界へと送り出してきました。海外へと進出する日本の企業や、海外で
働く日本人は近年も増加傾向にあり、日本の企業や日本で働く外国人の数もうなぎのぼり
に増加しています。みなさんがその流れに身を投じる日がやがてやってくると思います。そ
のためには、日本はもちろんのこと、諸外国の自然や文化の歴史に通じ、相手に応じて自在
に話題を展開できる広い教養と、常識を疑いつつ真理を追求する気概を身につけておかね
ばなりません。理系の学問を修めて技術畑を歩んでも、国際的な交渉のなかで多様な人文社
会系の知識が必要になるし、文系の就職先でも理系の知識が必要な場合も多々あります。世
界や日本の歴史にも通じ、有識者たりうる質の高い知識を持っていなければ、国際的な舞台
でリーダーシップを発揮できません。京都大学は、全学の教員の協力のもと質の高い基礎教
育・教養教育の実践システムを組み上げてきました。学問の多様性や階層性に配慮し、クラ
ス配当科目やコース・ツリーなどを考案し、教員との対話や実践を重視した少人数セミナー
などを配置しています。外国人教員の数も大幅に増やし、学部の講義や実習にも英語で実施
する科目が含まれています。博士の学位を取得して、世界で実践的な力を揮えるように、５
つのリーディング大学院プログラムと 2 つの卓越大学院プログラムを走らせています。先
端的な学術ハブとして高等研究院を立ち上げ、京都大学の学問を通して全世界にネットワ
ークを広げています。学生の起業家精神を涵養する「学生チャレンジコンテスト」や、先ほ
ど申し上げた「おもろチャレンジ」のほか、さまざまな留学コースを提供しています。海外
の多様な人々との対話を通じて、新しい学びの場で世界に貢献できる独創的な能力を育て
ていこうと思っています。 
 
今しばらくは、新型コロナウィルスへの防止対策として、大学へ登校せずにオンラインで授
業を行うなど、これまでとは違った方式で学習の機会を設けることになります。課外活動も
大幅に制限され、不自由な日々を送っていただくことになりますが、これを乗り切れば楽し
いキャンパスライフが目の前に開けると思います。人類は、これまで、感染症の災厄に繰り
返し襲われ、その都度、危機を克服してきました。今私たちが直面している危機も、全世界
の人々の協力によってきっと乗り越えることができるはずです。そして、その人々の連携が
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新しい世界の創造につながるのだと思います。それこそ、みなさんが活躍する舞台に他なり
ません。どうかそれまで健康に十分な配慮をして自学自習に励んでください。 
 
みなさんが京都大学で対話を駆使しながら多くの学友たちとつながり、未知の世界に遊び、
楽しまれることを願ってやみません。 
 
ご入学、まことにおめでとうございます。 

 
（“ ”は、ソーロー作、神吉三郎訳の『森の生活』（岩波書店、1979年）より引用） 

 
［注］新型コロナウイルスの感染拡大を受けて式の開催は中止。京都大学オープンコースウェ

ア（OCW）で祝辞を配信。 
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大学院入学式〔2020 年度〕 
2020（令和２）年４月７日 

 
本日、京都大学大学院に入学した修士課程 2,276名、専門職学位課程 343 名、博士（後期）
課程 855 名の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんの入学を心からお慶び申し上げ
ます。また、これまで皆さんを支えてこられたご家族や関係者のみなさまに心よりお祝い申
し上げます。 
 
本来ならば、本日は皆さんと対面し、お祝いの言葉を述べるはずでしたが、新型コロナウィ
ルスの蔓延でこのようにビデオでお会いすることになってしまいました。誠に残念ですが、
人々が集まることがウィルスの感染を助長するため、現在は大学に登校することも控えて
いただいている状況です。感染を止めることができるかどうかは、これからの私たちひとり
ひとりの自制とすべての人の緊密な協力にかかっています。どうかみなさんのご理解とご
協力をお願いしたいと思います。 
 
さて、今日皆さんはさらに学問を究めるために、それぞれの学問分野へ新しい一歩を踏み出
しました。京都大学には多様な学問分野の大学院が設置されており、合計 23 種類の学位が
授与されます。18 の研究科、13 の附置研究所、14 の教育研究施設が皆さんの学びを支えま
す。修士課程では講義を受け、実習やフィールドワークを通じて学部で培った基礎知識・専
門知識の上にさらに高度な知識や技術を習得し、研究者としての能力を磨くことが求めら
れます。専門職学位課程では、講義のほかに実務の実習、事例研究、現地調査などを含め、
それぞれの分野で実務経験のある専門家から学ぶ機会が多くなります。博士後期課程では
論文を書くことが中心となり、そのためのデータの収集や分析、先行研究との比較検討が不
可欠となります。さらに、現代社会の課題に答えるべく、実践的な知識や技術の習得を目指
した５つのリーディング大学院プログラム、２つの卓越大学院プログラムが走っています。 
 
大学院で高度な学問を修める皆さんは、これから急速に変動していく未来に向かっていか
ねばなりません。今、世界で脅威となっている新型コロナウィルス感染症は発生後、またた
くうちに全世界へ広がりました。伝染力の強さもさることながら、これだけ急速な勢いで世
界に広がったのは、グローバルな人の動きが強まって感染者が潜伏期間中に広い範囲を移
動したからです。その対策として、感染地域の封じ込めや渡航の制限を各国が実施した結果、
リーマンショックを超える経済危機が到来しています。これに似た感染症の大流行として、
2002 年に中国の広東省で発生した SARS がありますが、感染は中国を中心に比較的狭い範
囲にとどまり、感染者数も 1 万人以下に抑えられました。それでも収束まで 8 か月近くか
かっています。新型コロナウィルスに対しては、これから SARS以上の万全の対策で臨まね
ばなりません。 
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新型コロナウィルスのパンデミックは、現代の科学技術と社会の在り方に警鐘を鳴らすこ
とになりました。現在、世界各国で使われている先端機器の多くは世界的な分業のもとに製
作されています。ソフトを作る会社とハードを作る会社は別々の国にあり、ハードの部品を
作る会社も様々な国に散在しています。そのため、一つの製品が供給されるのに国をまたが
るサプライチェーンが不可欠になります。今回の封じ込めや渡航制限によって、そのネット
ワークが寸断され、グローバルな経済が回らなくなったことが脅威なのです。これは現在の
グローバルな資本主義経済の脆弱性であるとも言えましょう。 
 
世界は今、労働集約型、資本集約型社会から知識集約型社会へと舵を切りはじめています。
これまでのように資源やエネルギーではなく、知識を共有し集約することで様々な社会的
課題を解決し、新たな価値が生み出されます。経済も人の動きもより活発になり、分散や循
環が社会や産業を動かす力となります。知識が集約されて大量の情報が分析され、市場動向
が予測されると、その期待値にしたがって新しい科学技術が考案されます。しかし、そうい
った革新的技術は情報とその技術を生み出す機器が整っている先進地域でしか生み出され
なくなります。すると、情報や技術の集積から取り残された地域では、安い労働力を提供し
てもっぱら資源供給とモノ作りに励むという結果になります。そうした世界的な分業体制
が今回のような事態を招いたばかりでなく、国の間に格差を拡大することにつながってい
るのです。 
 
しかも、資本は短期的な利潤という観点からしか自然を扱うことができず、科学技術は高度
になればなるほど大量のエネルギーを必要として地球の資源を浪費します。その結果、地球
環境は劣化して回復不能に陥り、そのしわ寄せが将来の世代や発展途上国の人々に及ぶこ
とになります。最近、スウェーデンのグレタ・トゥンベリさんをはじめとする若い世代が、
近年の気候変動に対する各国の対策が遅れていることに非難の声をあげていることや、急
増する難民が国境を越え、先進国に押し寄せるという事態になっているのは、現代の社会や
経済の仕組みと科学技術の適用がうまくいっていないことを示していると思います。 
 
昨年、不幸にして凶弾に倒れた日本人の医師、中村哲さんは、長年紛争の続くアフガニスタ
ンで貧困と病にあえぐ人々を救うために渾身の努力を重ねてきました。当初、ハンセン病の
医師として渡航した中村さんは、人々の健康を貶めている真の原因は干ばつによる食料難
だと気づき、自ら井戸を掘る運動を始めます。そして、涸れ果てた大地に緑を取り戻そうと、
大規模な灌漑事業を企画し、日本の伝統的な治水技術を導入して、現地の人々とともに運河
を完成させました。そのおかげで農業が復活し、慢性的な飢えから解放されて、人々の顔に
笑顔が戻ってきました。これこそが平和の源泉であると、中村さんは信じていたのだと思い
ます。その中村さんの言葉が、所属していたペシャワール会による昨年 7 月発行の会報に
載っています。その文章の一部を紹介したいと思います。 
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"我々の一般的な考え方の根底にある近代的な人間中心主義は、しばしば技術文明への絶対
的な信頼に裏づけられている。しかし、ややもすれば、技術だけが先行し、「温故知新」と
は逆に、旧きを完全に否定して新しきを作り出せるような錯覚がなかったとは言えない。一
口に自然科学と言っても、自然のどの相を対象にするかでずいぶん異なってくる。例えば原
子の世界を問題にするなら、画一的に数学のような法則で割り切ることができるが、時間・
場所によって千変万化する河川科学はそうはいかない。 
 
科学技術の危険性はその限界を忘れたところから生まれ、人間の欲望・願望と科学信仰とが
互いに高め合いながら、恩恵の大きさと比例して、危険をも生み出していく。例えば、我々
が優れた堰を作り、強力な護岸法を確立すると、安定した灌漑で村の生活面積と食糧生産が
増える。分配の問題はさておき、人口が増えて全体の富が増し、豊かさをもたらした技術が
抵抗なく受け容れられていく。だが一旦得たものは手放せない。維持に、より大きなくのエ
ネルギーを投入せねばならない。当たり前のことだが、自然との関係から見ると、ここに人
間の運命的な矛盾がある。技術は基本的に人間の都合を優先するもので、必ずしも自然の動
きに適うものではない。 
 
河川に関わった者なら、このことは良くわかっている。自然史を大きく見れば、プレートが
動き、海底が隆起し、地震や洪水で山が均され、私たちの住まう場所ができた。日本列島の
平野ができたのは、たかだかここ一万年ほどのことで、川は地表を削る彫刻刀だ。洪水がな
ければ我々が住まう場所もなかったのである。洪水制御とは、天体の運行を制御することに
等しい。気の遠くなるような長い自然史の中の、瞬時を私たちは生きている。だが大きな動
きは人間には見えにくいので、近視眼的になりやすい。自然の生成―発展―消滅のサイクル
の中で、人間だけが無限に発展するかのように思ってしまうのだ。" 
 
そして、中村哲さんは文章の最後で科学技術の未来に対してこう語ります。 
 
"自ら省みない技術は危険である。神に代わって人間が万能であるかのような増長、自然か
らの暴力的な搾取、大量消費と大量生産―これらが自然環境の破壊や核戦争の恐怖を生み、
人間の生存まで脅かしている現実は動かしがたい。 
 
かつて我々の世代は、学校で次のように教えられた。 
 
「東洋の文化は自然と融和し、西洋は自然を征服する」 
 
河川に関する限り、現在は逆転してしまった。過去の文明の反省から、自然と同居する努力
が最も行われているのはヨーロッパであり、日本はやっと伝統工法の見直しが、それも西欧
の動きを流行的に模倣し始めたばかりなのだ。今、気候変化による河川災害の現場で暴れ川
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と対峙し、温暖化（＝沙漠化）による干ばつ対策に奔走していると、否が応でも「技術の倫
理性・精神性」について考えざるを得ない。伝統に帰るとは過去の形の再現ではない。その
精神の依るところから現在を見、自然と和し、最善のものを生み出す努力である。我々に遺
し得る最大のものがこの精神のように思われてならない。" 
 
これは中村哲さんの遺言になってしまいました。この言葉を重く受け止めたいと思います。
科学技術の粋を凝らして国を発展させたはずの日本が、今数々の自然災害に苦しんでいま
す。東日本大震災に続く熊本地震や北海道胆振東部地震が次々に起こり、近い将来もっと大
きな南海トラフ地震が起きることが予想されています。台風による災害も深刻で、各地に強
風や大雨による被害をもたらしています。昨年の台風でも千葉県で多くの家屋が壊れて大
規模な停電が長期間続きました。これらの自然災害の増加が地球温暖化による気候変動に
端を発していることは疑いないと思いますが、それを大規模な災害にしてしまったのは人
の住む場所を拡大し、災害が起こりやすい居住区を作ってしまったことにも起因します。 
 
私が京都大学の学生だった 1970 年代は、人口が都市に集中し、海岸地帯を埋め立てて工場
を新設し、山を切り崩して住宅地を広げた時代でした。都市を結ぶ幹線道路が整備され、ダ
ムやトンネルがあちこちにできて、新たな水路や道路が網のように張り巡らされました。し
かし、そのころに建設したインフラが今は老朽化し、各地で災害を起こしかねない懸念要素
となっています。かといって今日、財政難の日本にはそれを一斉に修理したり建替えたりす
る余裕がなく、維持する期間を延ばす長寿命化計画が進行中です。京都大学も例外ではあり
ません。私はこの 2 年間、国土交通省のインフラメンテナンス大賞の選考委員長を務めて
きました。この賞は、日本国内の社会資本のメンテナンスに係る事業者、団体、研究者等の
優れた取組や技術開発を表彰し、好事例として広く紹介することを目的としています。受賞
者の多くはインフラの保守点検に係る技術開発や、災害や汚染を防ぐための予防的取り組
みを行っている方々でした。財政難の中、いかに日本がインフラの整備に苦慮しているかが
よくわかります。この 50年にわたる大掛かりなインフラ整備の恩恵を見直すとともに、気
候変動による地球の動きが変わった時にもそれが機能するかどうか、かえって災害を拡大
しないかどうか、その負の側面にも目を向けなければならない時代だと思います。アカデミ
ズムの世界にいる私たちはこうした将来の予測に敏感に対応し、その解決策を真剣に考え
ていかねばなりません。 
 
ただ、科学技術は資源を浪費し、自然を破壊するとは限りません。昨年ノーベル化学賞を受
賞された吉野彰博士は、本学の工学研究科で修士課程を修了された後、旭化成に就職されて
研究に従事し、リチウムイオン電池を開発されました。軽くてエネルギー効率が高く、充電
と放電のサイクルを幾度となく繰り返せるという利点を持つこの電池は、携帯電話やノー
トパソコン、デジタルカメラから電動バイク、ハイブリッド車に至るまで広く世界に普及し
ています。また、太陽光や風力などの再生可能エネルギーと組み合わせることで、地球環境
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にやさしい持続可能なクリーンエネルギーを活用する技術としておおいに期待されていま
す。京都大学の高等研究院の北川進特別教授が開発した多孔性材料は、石油を精製する際の
分離材料や、水の浄化用材料などに広く使われています。将来的には、環境中の汚染物質を
取り除いて地球環境を改善したり、あるいは大気中から特定の分子を分離して資源に変え
たりすることが期待されています。また、二酸化炭素を排出しない次世代の燃料電池自動車
は、水素を燃料として使います。これまでは化石燃料から水素を取り出す方法が一般的でし
たが、今は大量にある水から安価に水素を取り出す技術の開発へ向けて、様々な企業や大学
の研究者がしのぎを削っています。このように、科学技術も新しいエネルギーを開発して人
間の利便性をただ拡大するのではなく、地球環境との共存という方向に舵を切り始めてい
ます。 
 
ここ 2 年あまり、私は内閣府の総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の非常勤議員
を務め、日本の科学技術政策に関する様々な議論に参加してきました。そこで最近大きな焦
点になっているのは、2021 年から 5 年間を見据えた第 6 期科学技術基本計画の策定と研究
力の強化です。1995 年に制定された科学技術基本法には、「人文科学のみに係るものを除
く」という条文がありましたが、今回改訂される案ではそれが削除されることになりました。
その理由は、政府が将来の社会の目標としている Society 5.0 では科学技術だけでなく、人
間や社会の在り方を考えることが不可欠だからです。とりわけ、VUCA （Volatility, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity）という予測困難な時代を迎えて、これからの時代にふ
さわしい社会の倫理を作ることが重要と思われるからです。それを受けて、第 6 期科学技
術基本計画では、2030 年、2050 年の日本の将来像を様々な視点から見通した上で、科学立
国としての日本の理想的な立ち位置を示すことにしています。私が会長を務める日本学術
会議もこのほど声明を出し、「社会が解決を求める様々な課題に学術が貢献するためには、
人間と社会の在り方を相対化し時に批判的に考察する人文・社会科学の特性を踏まえつつ、
自然科学と人文・社会科学とが緊密に連携し、総合的な知の基盤を形成することが不可欠で
ある。」としています。また、この 1 年をかけて「日本の展望 2020」委員会を何度も開催
し、日本の将来の見取り図を描いたうえで、これから学術が果たす役割は何かを検討してい
ます。これは近々、「未来からの問い―日本学術会議 100 年へ向けて」と題して公表される
ので、ぜひ皆さんにもお目通しいただきたいと思います。 
 
CSTI でも、日本学術会議でも、そして今日本中で大きな関心を呼んでいるのが、日本の研
究力の低迷です。21 世紀に入ってからノーベル賞受賞者の数はアメリカ合衆国に次いで 2
位となり、これには京都大学が大きく貢献していますが、論文数など現在の研究力を表す指
標では大きく後退しています。この理由は、2004 年の国立大学法人化以来、国立大学の運
営費交付金が毎年削減されて研究者の数が減ったこと、大学改革を目的とする補助金が増
えて教員がその対応に振り回され、研究時間が減ったことが主たる原因だと私は思ってい
ます。 
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では、日本の研究力を回復させ強化するにはどうしたらいいのでしょうか。日本学術会議で
も 2000 人以上の会員、連携会員に広く問い、その意見をまとめて CSTI に提出して議論し
ました。その結果、若手の研究者を支援する、産学の連携を強める、国際的な頭脳循環を促
進する、といった対策を打つことが有効であるとの結論に至りました。とくに、博士課程へ
の進学率が先進国の中で日本のみ落ちていることが問題視され、「研究力強化・若手研究者
支援総合パッケージ」が文部科学省より提案されています。博士後期課程は欧米がそうであ
るように、教育課程というよりプロの研究者の最初の働き場所として見なされるべきです。
そのためには、現在 1 割の学生しかいない日本学術振興会特別研究員 DC1 や DC2 の割合
を増やすことを目標としています。あるいは、創発研究という若手の公募型研究費を新たに
創り、これまで 3～5年だった研究助成期間を 7～10 年にする。さらには、産業界が大学院
におけるインターンシップを積極的に行い、博士学位取得者の採用を増やす。そういった案
が盛り込まれています。分野の枠を超えた学際的研究を産官学の連携によって増やすべき
という意見も出ており、とくに人文・社会科学と自然科学との連携が期待されているところ
です。 
 
これから大学院に進む皆さんは、ぜひこうした最近の動きに気を配り、自分が活躍できる道
を選択してほしいと思います。社会や産業界が研究者に求める課題はますます多くなるこ
とが予想されますが、京都大学は社会にすぐ役立つ研究だけを奨励しているわけではあり
ません。開学以来、対話を根幹とした自由の学風を伝統とし、独創的な精神を涵養してきま
した。それは、多様な学びと新しい発想による研究の創出につながり、未来の課題を解決す
ることにつながってきました。専門性の高い研究の入り口も、狭き道をまっしぐらに進んだ
先にだけあるわけではありません。多くの学友や異分野の研究者たちと対話を通じて自分
の発想を磨くことが、真理の道へ通じるのです。今日、入学した皆さんも、いつかは自分の
専門を離れて別の学問領域や社会的課題に目を向け、活躍する日が来るかもしれません。そ
れも自分の学問分野で成功するのに匹敵する輝かしい飛躍であり、新たな可能性を生み出
す契機となると私は考えています。どうか失敗を恐れず、自分の興味の赴くままに、学問に
没頭してください。京都大学はそれにふさわしい環境を提供できると思います。 
 
皆さんの学びの場は京都大学のキャンパスだけではありません。社会に出る前に産業界の
現場を経験し、自分の能力や研究内容に合った世界を知る機会を増やすことも必要です。本
学でも産学協働イノベーション人材育成コンソーシアム事業として、多くの企業に参加し
てもらい、中長期のインターンシップやマッチングを実施しています。また、国際的な舞台
で活躍できる能力を育成するために、海外のトップ大学とダブル・ディグリーやジョイン
ト・ディグリーを増やしています。現在、京都大学はハイデルベルグ、バンコク、ワシント
ン DC、サンディエゴ、アジスアベバに海外拠点をもち、世界の大学との連携を強めていま
す。すでに京都大学の多くの部局は世界中に研究者交流のネットワークや拠点をもってお

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第３編総長式辞＞第６章山極寿一総長

3385



 
 

り、その数は 59 に上ります。今後これらの拠点を活用しながら、共同研究や学生交流を高
め、国際的に活躍できる機会と能力をいっそう伸ばしていく所存です。 
 
今しばらくは、新型コロナウィルスへの防止対策として、大学へ登校せずにオンラインで授
業を行うなど、これまでとは違った方式で学習の機会を設けることになります。課外活動も
大幅に制限され、不自由な日々を送っていただくことになりますが、これを乗り切れば楽し
いキャンパスライフが目の前に開けると思います。人類は、これまで、感染症の災厄に繰り
返し襲われ、その都度、危機を克服してきました。今私たちが直面している危機も、全世界
の人々の協力によってきっと乗り越えることができるはずです。そして、その人々の連携が
新しい世界の創造につながるのだと思います。それこそ、みなさんが活躍する舞台に他なり
ません。どうかそれまで健康に十分な配慮をして自学自習に励んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 

 
（“ ”は、中村哲「水のよもやま話（4）「治水」と「洪水制御」東洋における水」（「ペ

シャワール会報」 No.140、2019年）より引用） 
 

［注］新型コロナウイルスの感染拡大を受けて式の開催は中止。京都大学オープンコースウェ
ア（OCW）で祝辞を配信。 
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大学院秋季学位授与式〔2020 年度〕 
2020（令和２）年９月 23 日 

 
本日、京都大学から修士の学位を授与される 109 名の皆さん、修士（専門職）の学位を授与
される 5名の皆さん、法務博士（専門職）の学位を授与される 1 名の方、博士の学位を授与
される 215 名の皆さん、誠におめでとうございます。 
 
学位を授与される皆さんの中には、170 名の留学生が含まれています。累計すると、京都大
学が授与した修士号は 83,664、修士号（専門職）は 2,016、法務博士号（専門職）は 2,391、
博士号は 45,842 となります。教職員一同とともに、皆さんの学位取得を心よりお祝い申し
上げます。 
 
京都大学が授与する修士号や博士号には、博士（文学）や博士（理学）のように、それぞれ
の学問分野が付記されており、合計 23 種類もあります。また、9 年前からリーディング大
学院プログラムが始まり、これを履修し修了された皆さんの学位記には、それが付記されて
います。これだけ多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨き、その高みへと上
られたことを、私は心から誇りに思い、うれしく思います。本日の学位授与は皆さんのこれ
までの努力の到達点であり、これからの人生の出発点でもあります。今日授けられた学位が、
これから人生の道を切り開いていく上で大きな助けとなることを期待しています。 
 
33 年前、私もこの京都大学で論文博士の学位を授与されました。大学院時代にアフリカで
ゴリラ社会の研究をしていたのですが、どうしても野生のゴリラの行動を間近で観察する
ことができず、大学院在籍中に学位論文を仕上げることができませんでした。運よく日本学
術振興会の特別研究員に採用され、ケニアのナイロビで駐在員として勤務することになっ
たので、そのかたわらルワンダに調査に出かけ、フィールド研究ができました。2 年間の勤
務を終えて帰国した後も、その間貯めた給料をはたいて自費でルワンダへ飛び、何とか学位
論文の材料を集めることができました。その後、日本モンキーセンターという民間の財団法
人にリサーチフェローとして勤めながら、時間を見つけては論文執筆に励み、35 歳の時に
やっと学位を取得することができたのです。その間、ゴリラの生息地ではカンフー映画のブ
ルース・リーと同じような能力を持つと誤解されて現地の空手家から試合を申し込まれた
り、メスだと思っていたゴリラが実はオスで、それまで交尾と記録していた行為をすべてホ
モセクシュアリティと書き換えなくてはならなかったり、いろいろな失敗がありました。で
も、それを乗り越えて一つの研究課題の解明に向かう日々を送れたことは、私の人生でかけ
がえのない財産になりました。私が見ていること、考えていることはまだ世界の誰も経験し
ていないことであり、それを世に出してこれまでの常識を塗り替えることへのわくわくす
るような思いを抱き続けることができたからです。その夢は、もちろん論文を執筆し、それ
が厳しいピアレビューを経て国際学術誌に掲載されることによって叶えられたのですが、
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博士の学位を授与される喜びは、自分がプロの研究者として社会的に認められたことであ
り、これからの人生をその看板を背負って生きていく自信と自覚を与えられたことなので
す。今日、学位を授与されるみなさんも同じ喜びをかみしめていることと思います。 
 
さて、みなさんのこれから歩む道はこれまでとは違います。もちろん、これまでの研究を続
ける人もいるでしょう。しかし、学位論文を完成させるという目標に向かって歩み続けた
日々とは違い、これまでに培った能力を用いてぜひ世界に新しい息を吹き込んでほしいの
です。みなさんの能力は決して狭い学問の世界だけで発揮されるものではありません。これ
までみなさんが経験した学問とは全く違う領域でその力が役立つかもしれません。様々な
未知の世界がみなさんを待ち望んでいます。それを知るためには、まず時代の最先端に立っ
て見なければなりません。そこで、この世界を支配している常識を見つめ、どこかおかしな
ところがあれば学位論文に挑んだ時と同じように大胆な問いを立て、常識を塗り替えるよ
うな新しい発見や思考をめぐらすのです。学位とはこれまでみなさんが類いまれな知性を
育てた証明であり、そのために費やした努力への贈り物です。その贈り物を用いて、みなさ
んはその知性をこの世のために使うべきなのです。 
 
この夏、私は中国武漢の作家・方方が書いた『武漢日記』を読みました。これは、今私たち
が苦しんでいる新型コロナウイルス感染症が発生した武漢市で、ロックダウンの緊張と恐
怖に包まれた 60 日間を毎日ブログで綴った記録です。900 万人が自宅から出ることを禁止
され、迫りくるウイルスの感染におびえ、日々報道される感染者と死者の増加数に絶望感を
抱く。人心は大きく乱れ、常軌を逸する行為が頻発しました。方方はその様子を、"ごろつ
きはウイルスだけではない。人命を粗末に扱い、庶民の生死に無頓着な人、寄付の名目で入
手した物品をネットで転売し儲けようとする人、エレベーターでわざと唾を吐いたり、隣家
の玄関扉のノブに唾を吐く人、病院が仕入れた救急医療品を途中で強奪する人。さらに、あ
ちこちでデマを振りまき人を陥れる人もいる"、と書いています。とりわけ方方が悩まされ
たのが、自身のブログに対するあからさまな攻撃でした。彼女が武漢市当局の隠ぺい工作を
非難してその責任を問うと、一斉に罵詈雑言が彼女に浴びせられたのです。こういった状況
は大なり小なり日本でも起こりうることです。長期にわたるロックダウンという状況下で
事態がエスカレートしたことがわかります。しかし、方方はひるみませんでした。"集団の
沈黙、これが最も恐ろしい"と言い、"世界をあなたが軽蔑する人に譲り渡してはいけない"
という声を信じてブログを書き続けます。彼女が信じたのは、"わずかな時代の塵でも、そ
れが個人の頭に積もれば山となる"、そして一人の作家として"文学は個人の表現だが、無数
の表現を集めれば、一つの民族の表現になる。そして無数の民族の表現を集めれば、一つの
時代の表現になる"ということでした。その上で、方方はある結論に至ります。"ある国の文
明度を測る基準は、どれほど高いビルがあるか、どれほど速い車があるかではない。どれほ
ど強力な武器があるか、どれほど勇ましい軍隊があるかでもない。どれほど科学技術が発達
しているか、どれほど芸術が素晴らしいかでもない。ましてや、どれほど豪華な会議を開き、
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どれほど絢爛たる花火を挙げるかでもなければ、どれほど多くの人が世界各地を豪遊して
爆買いするかでもない。ある国の文明度を測る唯一の基準は、弱者に対して国がどういう態
度をとるかだ"、というのです。 
 
これが、日の出の勢いで研究力と産業競争力を強化し続け、今や米国を抜いて世界一に躍り
出ようとしている中国で、人気を集めている作家の言葉だということに私は大きな衝撃を
覚えました。新型コロナウイルスはこれほど偉大な時代の高みを作ったということなので
す。方方の述べた文明度を測る基準は、かつて「ジャパン、アズ、ナンバーワン」と言われ
た高度成長達成後の日本、そしてバブル崩壊を経て科学技術の遅れを必死に取り戻そうと
している今日の日本にも適用できます。知識集約型時代の到来で、情報に大きく依存して暮
らすようになった私たちは、格差の拡大にとりわけ敏感になる必要があります。そのために
私たちは、時代の高みに登って世界を俯瞰し、虐げられそうな人々のうめきや吐息に耳を澄
ましながら、この時代が私たちをどこへ導いていくかをしっかりと把握しなければならな
いのです。 
 
今日、学位を授与されるみなさんはその能力があり、そしてその義務があると私は思います。
私が会長を務める日本学術会議は、2013 年に改定した科学者の行動規範を、「学問の自由
の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断により真理を探究する
という権利を享受すると共に、専門家として社会の負託に応える重大な責務を有する。特に、
科学活動とその成果が広大で深遠な影響を人類に与える現代において、社会は科学者が常
に倫理的な判断と行動を為すことを求めている。また、政策や世論の形成過程で科学が果た
すべき役割に対する社会的要請も存在する。」と定めています。また、1995 年に公布され
た科学技術基本法には「人文科学のみに係るものを除く」という但し書が付与されていまし
たが、今年の通常国会でそれが削除され、社会科学を含めて人文科学の寄与が科学技術の発
展にとって不可欠であることが認識されました。さらに、今回の改訂では法律の名称が「科
学技術・イノベーション基本法」となり、イノベーションの創出が基本法の目指す大きな目
標になりました。これにはイノベーションの概念が近年大きく変化したことが関わってい
ます。かつて、イノベーションは企業の製品開発や市場の拡大に直結する概念と捉えられて
いましたが、現在は社会や経済を大きく変革する新しい価値の創造と見なされ始めていま
す。それを「トランスフォーマティブ・イノベーション」と呼びますが、その起動には人文・
社会科学の知見がどうしても必要なのです。現在公募されているムーンショット型研究開
発事業も我が国発の突出したイノベーションの創出を目指し、従来技術の延長上にない、よ
り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する事業ですが、そこには福祉のヴィジョ
ンや幸福のイメージを構想する人文・社会科学分野からの参画が要請されています。これか
らは、文理融合の視点で世界や日本の課題を把握し、新しい社会の価値観を創造するために
学際的、国際的な連携を強めていかねばなりません。 
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新型コロナウイルスの流行で、とくに問題となったのがフェイクニュースやネット上での
暴力です。20 世紀まで私たちは毎日テレビやラジオや新聞といったマスメディアが流す情
報をただ受け取るだけで、世界の情勢を理解した気になっていました。しかし、ソーシャル
メディアが登場したことによって、すべての人が受信者だけではなく発信者にもなったの
です。その結果、根拠のない、あるいは虚偽の情報がネット上で氾濫し、どれが信頼すべき
情報か判断するのが難しくなりました。そこで、根拠のあるなしに関わらず、自分の好む情
報に頼って世界を解釈する傾向が強くなりました。これを「ポスト真実の時代」と呼びます。
その結果、社会が分断される傾向も強まっています。言葉を創造して以来、人類は物語を共
有して生きてきました。その物語は人々を団結させ、さまざまな脅威に立ち向かう力を育ん
できました。そして、それは人類が移動する自由、集まる自由、語り合う自由を行使して社
会を拡大する中で、次第にグローバルなネットワークが形成されてきたのです。さらに、エ
ビデンスに基づいた科学の知識が人々をつなぐことで、グローバルな世界はより共有でき
る価値観をもつようになりました。21 世紀が過去の時代と比べて戦争や飢餓が少なくなっ
たのは、世界中の人々が情報を瞬時に捉えて、弱者を救済するために立ち上がれるようにな
ったからです。しかし、新型コロナウイルスの蔓延は移動する自由と集まる自由を奪い、さ
らには信頼できる対話のシステムを混乱させ、世界を再び分断に導こうとしています。 
 
今こそ、科学者はエビデンスに基づいた事実を示すことで、信頼できる世界の再統合に向け
て努力を傾けねばなりません。コロナウイルスの拡散を防ぐために、世界の国々は国境を閉
鎖し、自国の安全を最優先させる政策を取らざるを得なくなっています。グローバルな人々
の交流が途絶えて、異なる文化や歴史的背景を持つ集団間で対話を通した共通の理念を構
築する機会が失われています。その空白を埋めるように、人々が求める安易で心地よい嘘が
インターネットで拡散され、根拠のない敵対意識が煽られていく、そうした懸念が強まって
います。人間の存在にとって普遍的な価値が文化や時代に限定された主義主張によって揺
さぶられています。それは、未来に対する怖れや不安によっても助長されます。科学者は自
らの拠って立つ事実や理念によって、根拠のない人々の不安を払しょくし、豊かな未来を構
想して人々を導く義務があります。 
 
若手の研究者の活躍できる環境はこれから大きく改善されていきます。私が非常勤議員と
して参加している総合科学技術・イノベーション会議では、この 2 年にわたって若手の研
究者の処遇改善について、日本学術会議や産業界から意見を聞き、文部科学省と協議を続け
てきました。それが実って今年の初めに「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」が
発表されました。これには、アカデミアにおける研究資金と研究ポストの拡大や、産業界に
おける博士人材の雇用や人材交流の促進が盛り込まれています。現在選定中の創発的研究
もその一環で、これまで 3～5 年だった科学研究費の研究期間を延長し、若手研究者を中心
に最長 10 年間支援することになっています。ある大手企業が実施したアンケート調査によ
ると、博士の学位を取得して就職した社員の多くは研究活動に従事しており、その環境にお
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おむね満足しているとの結果が得られています。これからは大学と企業の間を行き来しな
がら、多様な目標と組織の下に研究に励む人々が増えていくでしょう。京都大学でも博士課
程教育リーディングプログラムを始めとしてアカデミアだけでなく、広く社会で活躍でき
る博士人材を育てています。最近、ヨーロッパやアジアだけでなく北アメリカやアフリカに
も研究拠点のセンターを設立しました。京都大学が誇る海外研究拠点は 63 に増加していま
すし、海外の大学や研究機関等と共同で設置する現地運営型研究室オンサイト・ラボラトリ
ーも 10 を数えるまでに成長しました。これらの拠点や研究室を利用してさらなる国際連携
を展開し、地球社会の調和ある共存を実現していくのが京都大学のミッションであり、その
主要な役割を演じるのがみなさんであると私は思います。 
 
本日、学位を授与されるみなさんは京都大学で培った高い能力を駆使して、ぜひこの困難な
時代に叡智の花を咲かせてほしいと思います。学問をするには、その時代への感性を持つこ
とが重要です。くわえて、どんな学問を修めるにも幅広い教養と基礎知識が必要です。未知
の領域や新しい課題を発見する力は、小さいころに自然に遊んだ経験や、異分野で培った見
識が育ててくれることがあるのです。しかし、今や世界中で科学に向き合う姿勢が画一化さ
れ、とくに技術と結びついて、社会にすぐに役立つイノベーションのみが求められる風潮に
あります。自分の学問分野だけでなく、他の分野の知識や芸術的な感性を幅広く取り入れて、
それぞれの研究者が独自の科学的直観を発揮することが重要だと思います。 
 
ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、他の分野に広く目を向け、活発な
対話を通じて、独自のアカデミックな世界を作り上げたことでしょう。それは京都大学で学
んだ証であり、皆さんの今後の生涯における、かけがえのない財産となるでしょう。また、
皆さんの学位論文は、未来の世代へのこの上ない贈り物であり、皆さんの残す足跡は後に続
く世代の目標となります。その価値は、皆さんが京都大学の卒業生としての誇りを守れるか
どうかにかかっていると思います。たいへん残念なことですが、昨今は科学者の不正が相次
ぎ、社会から厳しい批判の目が研究者に向けられています。皆さんが京都大学で培った研究
者としての誇りと経験を活かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。 
 
本日は、まことにおめでとうございます。 
 
（“ ”は、方方 著（飯塚容 訳、渡辺新一 訳）の『武漢日記：封鎖下 60 日の魂の記録』

（河出書房新社、2020年）より引用） 
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