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1987年の新春 を迎 えて皆様 にご挨拶 申 し上げます.
ヽとなる教官層の実力に基づ く豊かな創
生産技術研究所は,歴 史 と実績 に支 えられた内外か らの高 い評価,研 究 の 中′
し
造力,全構成員 の旺盛 な志気 に支 えられた研究 を遂行す るうえでの実行力などを基盤 として,「自由で創造的な研究の場J
としての活動 を着実 に展開 してお ります。 この ような場 を守 り育 てるために必要 な, さまざまな条件 の一 つ一つ を整 え
て い くこ とが所長の任務 である と考 えてお りますが,幸 い就任以来 9ケ 月を大過 な くす ごす ことがで きましたこ とは皆
様 の精進 と努力のおかげである と感謝 いた してお ります.
この ように現在の生研は内部的 には順調であ りますが,外 部的には将来 の進むべ き道 に関 して何 らかの選択 を迫 られ
るこ とになると予測 され ます.工 学部 の境界領域研究施設の時限に ともな う転換措置 として昨年提 出された新 しい学内
共 同利用機関 としての先端科学技術セ ン ターの具体化 に伴 い,生 研 も機 関 としての独 自性 を保 ちなが ら,重 層的に協力
す る方策 を求め られ ることにな ります.ま た国立学校特別会 計 の建て直 しのため に,全 国 の国立大学がその所有す る土
地の有効利用 に関 して文部省 よ り協力 を求め られて い ますが,東 京大学 として も例外ではあ りませ ん.
ヽ
工学部では,学 部長直属の研究組織委員会 を中′
と
として,大 学院教育 の将来構想 に絡 んだ工学系の再編 に関す る検討
を行 って い ます。大学院教育 は生研の主要 な活動の一つで あ り,お 互 い に影響す るところが大 きいので, まず密接 な連
携 の もとに論議 を進め るこ とがで きるような態勢 を作 ることに致 しました。幸 い先端科学技術 センターの設立 申請 を契
機 として,工 学部 とはさまざまな レベ ルでの従来か らの交流 を一 層強化 して い く話 し合 いがなされてお ります。
工学系の共 同研 究体制Jに 関す る専Fl小委員会 を開 き,
文部省の学術審議会では,昨 年 の 1月 か ら約 1ケ 年 の予 定で 「
共同研究の推進体制 と既存の研究所 との関連 な どに関 して検討 をしてお ります。今年早 々に何 らかの報告 が出され るも
の と思 われ ます.審 議会か ら正式に答 申が出され ます と,わ れわれの研究所の立場 か らの対応 もいずれ求め られ ること
になると存 じます.
われわれ として も尾上前所長 の下で将来計画委員会が作成 した報告書 に盛 られて い る数 々の将来構想の実現 を計 るた
めには, このよ うな学 内お よび学外か らの さまざまな働 きかけ との関連 を良 く検討 して臨む必要があろ うか と存 じます.
いずれ新 しい将来計画委員会 を発 足 させ て,細 心かつ大胆 な討議 をお願 いす るつ も りで,昨 年 12月 か ら準備 を始めてお
ります.
近づ いて来 る 21世 紀 へ の夢 を用意す る学問は,もはや第二の 自然 と言 えるまでに発展 した科学技術 に基礎 を置 くもの
である必要があ り,そ れは まさにわれわれが諸先輩か ら受 け継 いで きた Industrial Science"で
あると存 じます。 われ
われの社会 に対す る責任はこの Industrial Science"を
育て上げることによって果 たさなければな りませ ん。そのため
の態勢づ くりを考 える と,今 年 は所の将来 を考 えるうえで, と りわけて大切 な年 になろ うか と存 じます。皆様の ご健康
とご活躍 を期待致 します。

