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体 が、想像 を絶す る不見識であった と私 は個人的 には思っ
てお ります。 さ らに、「何 ら日本 の高等教育、学術研究
の ビジ ョンもない まま」、 また 国民 が ほ とん どその実態
を理解す る時 間 もな い うちに、平成 11年 7月 に法人化 の
基礎をなす独立行政法人通則法が成立 してしまい ました。
この ことは最近 の この国 のあ りようを端的に示 してお り
極 めて遺 憾 な ことです。国家百年 の計 に関わ るこの よう
濱野先生の後任 として このたび評議員 に選 出 され まし
た。 自転車操業 でその 日暮 らしをしてい る身が この よう
な大 役 を仰 せつか るとはまさに晴天の扉震で した。私 は
東京大学 の助手 に採用 されて以来、 1991年 に天文学教室
に移 って くるまで13年1間 の研究生活 を長野 県 の木曽観測
所 で過 ごしました。あ ま りに もの どかな環境 であつたせ
いか、理学部 。理学系研究 科全体 のあ り方やそれに対す

な問題 は、時が時であつた ら、国会議事堂前 を埋 め尽 く
すデモが起 こって も不思議ではない ものであった と思 い
ます。
しか しなが ら、諸般 の情勢 を見 るに、国立大学 の法人
化 その ものはさけられない事態 であると私 は思 い ます。
文部省では平成 13年 夏頃 には関係法令 の骨子 を固める予
定 で、調査検討会議 を置 いて精力的 な検討 を始 めてい ま
す。 この限 られた時 間 の うちに、 目指 すべ き理想の大学

る 自分 の責任 とい つた問題 をほ とん ど意識 しない まま若
い時期 を過 ごして しまい ました。 ましてや東京大学 に関

像 を掲 げ、その追求 に とって益す るような、少 な くとも
妨 げになる ことの決 してないよ うな法人化後 の枠組 みを

しては言わず もがなであ りました。本郷 に移 ってか らも
「二つ子 の魂百 まで」 とい うわけで、理学系研究科 には

作 るた め に、東京大学 として全力 を尽 くさなければな り
ません。理学系研究科 の諸先 生 を含 む多 くの大学人 の多
方面 へ の働 きか けによって、 国立大 学 の法人化 は「通則

大 した貢献 もで きずに現在 に至 ってお ります。私 は主 に
可視光 で銀河・ 銀河団 の観測的研究 を行 つてい ます。我
が 国 にはこれ まで この分野 の世界最先端 の望遠 鏡 はあ り
ませんで した。 このほ どハ ワイに「す ばる」望遠鏡 が完
成 し、私 たちの グループ もその観測装置 の一 つ を開発 し
て、 これか らようや く学生の頃夢 に見た ような観測 がで
きると期待 して い る この頃 です。 そんな矢先 に評議員 に

法」 をはみ出す必要性 の認識 が高 まった とはいえ、具体
的な制度設計 の大 枠 が見 えて こない限 り最後 まで予 断 は
許 せ ません。理学系研究科 の将来計画委員会 として、 い
つ どのような ことをすべ きか はまだ私 には十分わかって
い ませんが、引 き続 きこの問題 が 中心的 な検討課題 であ
る と認識 してお ります。
法人化 という公務 員制度 の根幹 の変更 を検討 して い る

選 出 されたのは、 これ までのつ けが回つてきたのに違 い
あ りません。

一 方 で、何 ら根本的な見直 しのなされ る気配のない定員

理学系研究科 では将来計画委員長 を仰 せつかってぃ ま
すが、実 はまだ委員長 として一度 しか委 員会 を開 い てい
ない時点 で本稿 を書 いてい ます。将来計画委員会 は今年

削減 の割 り当てな ど、他 にも重 要な問題 は山積 していま
す。社会 に対す る大学 の発言力 が昔 よ り低下 してい るよ
うに見 える ことも気 になって い ます。 もとより微力 で は

度佐藤委員長 の下 で、東大及 び広 く国立大学の独立法人
化問題 について精力的 な活動 を繰 り広げて こられました。

ございますが、研究科長 を補佐 して理 学系研究科 のため、
また東京大学 のために尽力す るつ もりですので どうぞよ

そ もそ もこの問題 が政府 の「行 政改革」 の一環 として、
国立大学 の独立 「行政」法人化 として提起 された こと自

ろしくお願 いいた します。お気 づ きの ことが あれば何な
りとご意見 をお寄 せ ください。
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