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少な くとも大学の独立 法人化 は、 日本 の高等教育、学術
研究の将来像 に基づいて、進 め られなければな らない と
い う論調 へ と変わ って まい りました。 この 5月 の 自由民
主党 の「提言 これか らの国立 大学 の在 り方 について」
は、この典型例 ですが、このよ うに流れが変わったのは、
国立大学協会 な ど国立大学 の リー ダの働 きか けのみな ら
ず、個人 レベル、 自発的 グループでの運動 な どが大 き く
釜江先生の後任 として、 この度評議員 に選 出 され まし
た。これ まで理学系研究科 にお きましては、教務委員会、
会計委員会、広報委員会 な どの委員 を務 めさせて いただ
きましたが、正 直申 し上 げて、 自分 の研究中心 で、研究
科 のサー ビス を一 方的 に受 けて い ただ けで した。COE

寄与 した ことを認識 しなければな らない と思 い ます。
実際、理学研究者 の集 ま りとして、「理 学系 。大学独法
化 を考 える会 」 が組織 され、積極的 に政界 に働 きかける
ととともに、国立大学 の理 学系の研究機関が いかに厳 し
い国立大学の予 算 の中で、世界 の トップ レベル の研究 を
進 めてい るか を具体的なデー タに基づ いて示す レポー ト

拠点形成 プ ログラムに よって「初期宇宙研究 セ ンターJ
を立 ち上 げて いただ き、 また昨年 か らは、省令 に基づ く

ト」)を 作成 し、 政界、官界 に配布
す るな どの運動 を進 めました。 この 4月 より、釜江先生

正 式の センター「 ビッグバ ン宇宙国際研究 セ ンターJを 、

の後 をお引 き受 けし、 この組織 の世話人 を勤 めさせてい
ただいてお りますが、文部省関係者 との懇談会、また有

設立 して いただ きました。事務 方 を含 め研究 科 の ご支援
が あって始 めて可能 となった と感謝 してお ります。 しか

(通 称 「釜 江 レポー

し、 これか ら二 年間、全学の最高意志決定機関である評

馬参議院議員 との会合 をもつ な ど連絡情報の交換 を進 め
るな ど運動 を続 けてお ります。

議会 の一 メンバ ー として、 また研究科長 を補佐す る立場
で理学系研究科 に少 しで もお役 にたつ ことがで きれば と

(い わゆる賢人会 )の 下 に「国立大学の独立法人化 に関

現在、文部省 は「国立大学等 の在 り方 に関す る懇談会」

存 じてお ります。

す る調査検討会議 を置 き、平成 13年 夏頃 に中間報告、 14

現在、東京大学、 また理学系研究科 の取 り組 まなけれ
ばな らな い大 きな問題 は、言 うまで もな く国立大学 の独

年始 めに最終 まとめを作成す る予定 とな っています。 ま
た東京大学 において も「国立大学制度研究会 」 において

立法人化 問題 です。大学 の独立法人化 は、何 ら日本 の高

検討 が進 め られ、 さらに評議会 の下 に東大 としての意見
をまとめる委 員会 も作 られ ようとして い ます。新 たな大

等教育、学術研究の ビジ ョン もな い まま政府 の行政改革
の一環 として提起 され、独 立法人通則法 (平 成 11年 7月 )
で方向が決 め られて しまい ました。 さらにその 9月 には
文部省 が、 その実施 の検討 に入ったため、独立法人化 は
さけられない事態 となって しまいました。 その ころ大 学
の独立法人化反対 を唱 えるな らば、 それ は、既得権 にし
がみつ き保身 をはかってい るだ けであるとい う厳 しい批
判 が政界 のみな らず、 マ ス コ ミか らも行われ、 どんな運
動 をして も結局通則法 に基 づいて独立法人化 されて しま
うのではないか とい う、無力感が漂 っていました。 しか
し、その後大学人の政界、マ ス コ ミヘ の働 きか けが実 り、
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学法人組織が、教育研究 が 自由 に進 め られ る真 に規制 の
緩和 された組織 となるのか、 また、現在 の貧 しい大学の
予算 が改善 され、 これ以上の教官・ 事務人員の削減 を防
ぐことがで きるのか、 これか らの 1年 余が、正念場であ
ることは明 らかです。今後 とも、私 たちは積極的 に、理
学系の研究者、教育者 として積極的 に意見 を発信 して い
かなければな らない と思 ってお ります。
微力 なが ら、理学系研究科 のた め尽力す る所存 で ござ
い ますので、 どうぞよろし くお願 い 申 しあげます。

