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公開講演会 「基礎科学が拓 く未来社会 =東 大理学部か らの メ ッセージ」の開催
研 究科 長

佐藤

勝彦

さる 4月 19日 (金 )、 理学 系研 究科 の新たな企画 として上

今回の公開識 寅会の成功は、講演会の実行委員会委員長で

記 の公開講演会が安田講堂 で開催 され ました。言 うまで もな

司会を勤められた岩澤康裕先生、実行委員会、将来計画委員

く理学系研究科 ・理学部 (以 後理学系研究科 と記す)は 明治

会、広報委員会 の先生方、 また理学系研究科中央事務の皆

10年 の創設以来 、わが国の基礎 科学 の研究 にお いて 、また
その高等教育において中心的役割 を果た してきました。 しか

様の努力によるものです。あわせてご協力いただきました学
生・院生のも皆さんにも感謝中し上げます。

し、理学系研究科は、自らの研究成果 を一般市民、国民に伝

今回の公開講演会の当日、午後 1時 から5時 まで、第 1回

える努力を これ まで もして まい りましたが、
研究活動 の努力・

の理学系研究科諮問委員会が開催 され、また講演会の終了後、

成果 の高 さに比 べ ると必ず しも十 分 であった とはいえ ませ

研究科 の活動を社会に伝えるため午後 10時 半まで記者会見

ん。今年度よ り、さらに基礎科学の重要 さと面白さを、また

も行なわれました。国立大学の法人化に代表 されるように、

研究科 の研究成果を直接市民や若 い学生 に伝えるために、定
期自
夕に公開講演会を開催する ことにしま した。第一回 の講演

今大学の枠組みが大きく変わろうとしております。直接的社
会への寄与、還元を求める風潮の強まる時代にあって、理学

会 とい うことで 、佐 々木毅総長、遠 山敦子文部科学大臣にご

系研究科は基礎科学の教育と研究が重要であることを積極的

挨拶 をお願 いいた しました。佐 々木総長 は基礎科学研究 の重

に広 く訴えて行かなければな りません。理学系研究科は この

要 さと東京大学 の中での理学系研究 科 の果た してきた重要な
役割 について、また今後 の役割 について期待 を述べていただ

流れを受身的に対応す るのではなく、むしろ積極的に受けと
め、さらに基礎科学の教育・研究活動 を強める改革 を進めよ

きました。 また遠 山大臣は国 の施策 として基礎科学 の振興が

うとしてお ります。 この 4月 に理学系研究科 。理学部憲章を

いかに重要であるか、さらに具体的に進めて いる政策 につい

制定 しましたが、学内においても積極的に改革をすすめるた

てお話 いただきました。遠山大臣は、一般的な挨拶 を超えて

め自ら憲章を定めた部局は理学系研究科が最初でしょう。諮

ニュー トンの言葉 も引用するな どしなが ら自らの言葉で熱 っ
ぼ く基礎科学 の重要性を語 つていただき、研究 の現場 にいる

問委員会は理学系研究科の将来 について、先輩や学界からの
みな らずマスコミ 。産業界など社会から広く助言を受けるた

ものとしては大変感銘 を受 けました。

めに設けられたものですが、同時 に理学系研究科 の社会への

このあと日本学士院院長長倉三郎先生に、長 い研究生活 と

説明責任にも寄与しています。記者会見、またそれに基づい

日本 の学術政策 に携わつ て こ られた経験 を踏 まえ 「基礎研究

て書かれた新聞記事などでは、 この理学系研究科の改革、積

の流れ と社会 一 複眼的視点 を中心 に 一」 と題 して招待講演
をお こなっていただきました。ギ リシャ哲学か―
ら近代科学の

極的社会への発信の努力は高く評価されています。

成立 にいた る科学史か らは じまり、広 い視野か ら基礎科学 と

現在、広報委員会が主体 となって、第 2回 の公開講演会を
年内に開催すべ く準備が進められてお ります。第二回の経験

社会 のあ り方について格調高 く語 つていただ きました。

を生か しつつ、新たな試みも取 り入れ多くの市民に満足 して

この後、理学系研究科 の研究者 3名 (佐 藤勝彦 (物 理学専

いただける公開講演会 となるよ う期待 してお ります。

攻)、 黒岩常祥 (生 物科学専攻)、 山形俊男 (地 球惑星科学専攻))
がそれぞれの専門について 自らの研究成果 を含め最近 の進展
を聴衆に熱っぼ く語 りました。最後 の締めとして、 日本未来
科学館長

毛利衛氏 に 「宇宙か ら見た科学」 と題 して招待講

演 をお願 いい致 しました。宇宙飛行士 としてスペースシャ ト
ルに搭乗 した体験、またそ の体験 に基づいた生命感、地球感・
科学感 について聴衆 と対話 しなが らお話 いただきました。
今回の公開講演会にはおよそ 800人 の方 々が参加 しました。
第 一 回 とい う ことで 、 い くらか盛 りだ くさんな内容 とな り
ま したがほ とん どの聴衆が満足 していただ くことのできる公
開請演会 とな りました。参加者へ のアンケー ト調査 の仔細は
ホームベージをこ:覧 ください。
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公開講演会での遠山敦子文部科学大臣の挨拶

