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ここで各論 とは、勿論 、各 セ クションでの議論 と言 う
意味である。a)は 、論理的矛 盾 を含 まない。 このため、
(も しくは賛成 )を 表明す る ことにな
る。 もっ とも、真の指導者 は、 この場合で も信念 をもっ

多 くの長 は、反対

て総論 に立ち向か う ことになる。 b)は 、 a)と 同様 に
表現上 に論理矛盾 はないが 、 しか し、全 く似 て非 なるも
のである。明 らかに、b)に は推論 に「逆立 ち」がある。
しか も、 b)は 、時 に a)の 表現 をもって主張 され るこ

「大学の組織 の長 は、選挙 で選 ばれ るが、何 の権限 も
与 えられて い ない」 と多 く嘆 かれ る。実 際、専攻長 は各

とが あるため、凡庸 な者 には区別 が 困難 な場合 が多 い。
しか し、組織全体 に亘 る最適化の議論 を欠 いてることは
明 白である。

害 の峡 間 で苦慮 し、学長 は学部 の壁が高 く柔軟 な大 学運
営がで きない と嘆 かれ る。多 くの共鳴 を得て、か くして、

矛盾 と困難 をもた らして い る問題 の多 くは、 C)の 場
合 である。論理的矛盾 を内在 して い ることは、各論の主
張者 も認 識 して い るが、局所的 。個別的事情 で、 この矛

学長 の リー ダーシップ強化 のための経費 が予算 に計上 さ
れ ることになる。確 かに、財政 を含 め、我 々 の裁量権 は

盾的論 理 を掲 げざるを得 ない場合 で ある。 これには、基
本理念 を説得す ると同時 に、現実 には、矛盾 を最小化す

極 めて限 られて い る。
しか し、我 々の組織 における指導力 とは、権限の大 き

る方法 を探 ることになろう。 いわば、 1次 元 スケールで
解決 しない問題 を複素平面 に拡張す るような独創性 を意

さ とは質的 に異なるものであろう。指導力 とは、先見性

味す る。
しか し、長 い将来 を見通 した時 には、 よ り基本的な矛

教官の個性が強すぎる ことを恨 み、学部長 は各専攻 の利

と独創性 に基づ き現実性 のある提 案 とその説得力の大 き
さを指す もの と理解 した い。
我 々 は、多 くの問題 を抱 えて い る。 これ らは、大 き く
次の ように分類 される。

盾 のない理念 が生 き延 びることになる。それが科学者の
良心 であると信 じた い。理学系研究科 および理学部 の構
成員の方々には、是非 この視点でのご強力 をお願 い したい。
着任直後 のまだ多少元気 の残 るうちに、自戒 を込めて、

a)「 総論反対、 ゆえに各論反対 」 (ま たは逆の「総論

また 自 らを鼓舞 す るために、 この研究科 の公器 を私的 に
拝借 した。 ご理解頂 ければ幸 いである。

賛成、各論賛成」)

b)「 各論反対、 よって総論反対」
C)「 総論賛成、 しか し各論反対」
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れ るように思 い ます。 そして、現状 において、大学 の組
織 の管理上、研究科 が必要 であるとい う こともよ く理解
で きます。 このよ うな立場か らではな く、教育研究 の遂
行上、研究科 は どの程度必要 な ものであるか とい う こと
です。学科、教室 の うえに、小 さな専攻 が数多 く存在 し
ていた ときには、専攻のよ りどころとして、研究科 の存
在 理 由 ははつき りしてい ました。 しか しなが ら、 この と
ころ、専攻 の編成 にかな りの動 きがあ ります。 この動 き
はよ り強 い国際競争力 のある研究者集団をつ くろうとい

2年 間 ほん とうにあ りが とうござい ました。何 とか任
期 をまっ とうす ることがで きたのは、評議員の先生方 を
はじめ とす る理学系研究 科 のすべ ての先生方、事務長 を
はじめ とする職員 の方々のおか げ とこころか ら感謝 をい
た してお ります。

うひ とつの必然性 を もってい るように思 い ます。数学 は
教養 と一緒 になってひ とつの まとまった組織 とな りまし
た。数学 とい う学問分野の発展 に とっては、 おそ らく組

この 2年 間 にあった こ とを振 り替 えってみます と、組

織 を大きくして自立 した方が よい とい うことが数学の方々
の判断であったので しょう。生物系 3専 攻 が 1専 攻 となっ

織 に関す ることとしては、生物科学専攻 が本格的 に立 ち
上が った こと、原子核科学研究 セ ンターが発足す る こと

た こと、情報 も他 と一 緒 になってひ とつの組織 をつ くろ
うとして い ます。 そして、現在 の物理学専攻 を含 めて、

になった こと、中間子科学研究 セ ンターが廃止 されて、

これ らはすべて20〜30講座 程度 の大 きさになっています。
すなわち、ある教育研究分野 を都合 よ くやって い こうと

新機構 に参加す ることになった こと、柏構想 が具体化 し
て きた こと、情報学 の新 しい組織 づ くりの検討が全学的
に始 まった こと、 な どが あげ られ ると思います。それぞ
れに多 くの先生方のた いへ んなエ ネル ギーが注 ぎ込 まれ

す ると、 この程度 の規模 が必要であるのではないか と考
えるわ けです。

の違 い はあれ、 これか らも継続的な検討 が必要な ものば

さて専攻 の規模 が この程度 の大 きさになってきた とき、
まだ、理学系 ではその過程 にあ りますが、研究科の もつ
意味、あるい は研究科 に果 たさせ るべ き役割 をい うのは、

か りであるように思 い ます。施設 セ ンターの重点化、事

かな りかわって くるので はないで しょうか。専攻 の 自立

務 の組織化 な どはまだ これか らの課題 として残 ってい ま
す。施設 センターの重点化 に関 しては、大間懇 で もとり

性 が、ず っ と高 まって くるのではないか と思い ます。 そ
の分、研究科 に依存す るところが弱 まって くるのではな

あげ られ、少 し前向きの動 きがでて きてい るようにみえ

いで しょうか。 日常的に この ことを考 えさせ られ る場 に

ます。建物 に関 しては、1号 館 の 2期 工事 がいつ約束 さ
れ るかが、 これか らの最大 の課題 です。本郷 キャンパ ス

出会 い ました。数学 をだ したのは、理学系 にとって、大
きなマ イナ スだった とい う ことをよ くききますが、 この

で も各部局 とも建 物要求 は 目自押 しのようにみえます。

ような とき、数学 の論理 を優先 させ るのか、研究科 の論

継続的な努力が必要です。 それに、天文学教育研究 セ ン

理を優先 させるのか、どの ように考 えるのが よいのでしょ
う。数学の発展のためには、独立す るよ りも理学系 に属
している方が よいのだ とい う ことを、他者 力れヽう ことは
・
難 しいよ うに思 い ます。 したが って、研究科 に残 る こ と
を主張する場 合 には、数学 という学問分野 の発展 よりも、

てい ます。 そして この どれをとって も、多少の進 捗状況

ターの教育研究棟 に関 しては、事務 サイ ドをあわせての
努力 により、大学本部 の担当課長 に現地 を視察 して もら
うな ど、可能性 が大 きい と考 えられて いただけに、見送
りになって しまった ことは非常 に残念 です。
この 2年 間何 とな くいつ も感 じて きた ことは研究科 と
はなにか とい う ことです。特 に、理学系研究科 にお い て
は、研 究科の意味、必然性がかな りかわって きて い るの
ではないか とい うことです。必要がない ということをいっ
ているのではまった くあ りません。理学 系研究科 は、 自
然現象 を研究対 象 とす る研究者 の集団であ り、専攻 はそ
れぞれの分野の専門家集団であることはよ く理解で きま
す。理学系研究科 に属す る多 くの先生方 は、理学系研究
科 を愛 し、 そ こへの帰属意識 が きわめて強 い ことも理解
で きます。研究科の一 員 であることに誇 りを感 じてお ら
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理学 を守 るとい う論理が強 い ように感 じられるわけです。
この場 合、研究科 を優先 させ る必然性 はどの ような理 由
によるので しょうか。柏基盤科学 では理学系 か ら振 り替
え る講座 は理 学系研究科 として まとまっていることが必
要 であるといった ことが ず いぶ ん議論 され、そのように
な りました。柏基盤科学 は、あ るい は、基礎科学 の領域
を拡 げる機会 であったか もしれ ません。 その ときに、理
学系 か ら振 り替 える講座が まとまっていなければな らな
い とい う ことが、 ほん とうによい選択であったか どうか
が よ くわか らないのです。現在 の研究科 にどの くらい こ

はか る理 学院構想 よりも、東京 大学 を大学院 レベ ルで開

だわ るのが よいので しょうか。
もし近 い将来、理学系研究科 で地 球系 が 1専 攻 にまと

かれた大学 にしよ うとす る今回 の重点化 の方が優れてい
る構想 で あると、私 は考 えます。

まるような ことで もあると、研究科 の もつ意味 が大 き く
か わ るような気が します。 この ことは、数年前 にデパー

しか しなが ら、ここにひ とつの大 きな問題 が あ ります。
理学院構想 は、私たち (の 先輩)力 ｀自分 たちでつ くりあ

トメ ン ト制 とい うことで、 しば らくのあいだ、将来計画
委員会 で も話 し合 いが行 われ ましたが、改めて検討 をす
る ことが必要 になるのではないか と思い ます。一家のな

げた構想であったのに対 して、重点化 はその ほ とん どが
外 か ら与 えられた構想 であった とい う点 です。 したがっ
て、重点化 によって理 学系が何 を狙 ったか、あ るい は、

かに、物理 を長兄 とす る10数 人の兄弟 が いたのが、働 き
ざか りの 5人 程度 の兄弟 がそれぞれ に一家 を構 えて助 け
あ う、場合 によると家 をでて い こうとす る時代 にな りつ

東京大学 がなにを狙 っていたか とい う ことが曖昧の まま
に、それが進め られて しまった ことです。東京大学 は平
成 3年 度 に重 点化 を開始 して、 9年 度 に全部局 の重点化
を完了す るとい う ことが よ くいわれ、それが事実 である

つ あるとい うことです。 おのず と家 の もつ役割 がかわっ
｀
て くるのではないか と思 うわけです。大家族 か ら核家族
へ の移行 とい った ようにも受 け止め られ ます。

ことは確 かなのですが、 これ までの ところだけで は、わ
れわれが考 えて自分たちの意志で重点化 を行 った とは必

私 が い ま感 じて い ることは、ひ とつの強 い研究組織 は

ず しもい えないのでないか と思 って しまうことが あ りま
す。私 は、重点化 は枠組 み としては、非常 によい もので

ほぼ20か ら30講 座位 をフラッ トな構造で保 ち、それに自
立性 をもた せ るのが よい のではないか ということです。
久城 さんの ときか らあ つたデパ ー トメ ン ト制 に近 い もの

ある と思っています。 しか しなが ら、枠組 みがで きただ
けであって、重点化が完了 した とは決 して思 いた くあ り

か もしれ ません。国際競争力 をつ けるにはどうして もひ
とつの分野 がその程度 の規模 が必要 であるように思 い ま

ません。 もし現時点で重点化 が完了 した とい うな らば、
重点化 は、他大学 よりも多少 の校費 を余分 にとるための

す。 そしてひ とつ の分野 がその程度 の規 模 になるとそれ
をい くつ も東ねて研究科 とした ときその果 たす役割 はど

手段 に しかす ぎなかった、その代償 として、大学院学生
の量的拡大を余儀 な くされ、質的低下 を招 いてしまった、

のような ことになるので しょう。

アップシフ トにより、若手研究者 のポス トを減 らして し
まった、などとい う情 けない ことにな りかね ません。東

理学系研究科 は、教 育研究 の面だけでな く、大学の管
理、運営、組織 の面で も、大学 の文化 を先頭 にたってひっ
ぱって い くことが必要 です。 日本 の大学 に改善すべ き点
があるな らば、理学系が まず始 めねばな りません。 その
意味で理学系研究科 は、保守的 であるよ りも、 もっ とも
進歩的であ らねばな りません。大学院重点化 は、 このよ
うな ことを考 えるいい機会 で したが、 これ までの ところ
形 だけの ものになってい ます。重点化大学 に合わせた教
育研究組織 はどうあるべ きか とい う ことを理学系研究科

京大学 が大学院 レベル で大 衆化 して しまった とい う こと
だけにになって しまい ます。わが 国の現状、 そのなかで
の東京大学 の果 たすべ き役割 を考 えるな らば、決 してそ
れでは許 されない はず です。与 えられた枠組 みであるに
せ よ、 この中味 をどうつ くりあげて い くかは、東京大学
だけでな く日本の将来 にとってきわめて重要な意味 をもっ
ていると考 えてい ます。理 学系 はそのイニ シアテ ィブを

が研究科 の枠 を越 えて示 して いか なければな りません。
この ところ専攻再編成の うごきは、大学院重点化 にあわ

とる資格 があ ります。
ち ょう ど 2年 前 にな りますが、学部長 に就任 してはじ

せた動 きになって い るように思 い ます。研究科 にもたせ
るべ き役割 を再度、検討 しなければな らない時期 がす ぐ

めての第 83回 10大 学理学部長会議 で、大学院重点化 に関
して以下 にような議題 を提案 して検討 していただ きまし

そこにきて い るように思 えてな りません。
理学系では、従来か ら理学院構想 があ りました。理学

た。

院構想 の理念 のひ とつは、学部、大学院の一貫教育 であつ
た と理解 してい ます。 国 のなか にお ける現在 の東京大学

議題

の位置 づ けの もと、すなわち、高校か らの もっ とも優秀
な学 生が東京大学 に集 まるとい う前提 の もとでは、理学

現 時点 は大 学 院重 点化 へ 向 けての最初 の枠組 みが実現
した段 階 と考 え るのが よい。大学 院重 点化 を大 学 あ るい

院構想 は非常 にす ぐれた ものである ことはまちがい あ り
ません。 これに対 して、今回 の重 点化 は、理念的には理
学院構想 とは大 き く異な り、大学院 レベルで東京大学 を

は これか らの 日本 を大 き く変 え るひ とつ の機会 を与 え る

開 かれた大学 にしようとい うものであるわけです。東京
大学 を頂 点 とす る単 純 な序列構造 が、 ある意味 では現在
の高校 か ら大学 へ の入学試験 の仕組 み、小学校 か らの熟
通 い、偏差値教育 を生 みだ し、結果 として、 それが、若
い人たちの個性 ある成長 を妨 げ、 さらには、我 が国 の均
質的な社会風土 をつ くりだ して い るひ とつの大 きな原 因
であ り、 これ を正すべ きときが きて い ると認識す るな ら
ば、現状 の上 にたって東京大学 のなかだけでの最適化 を
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大学 院重 点化 を行 った大 学 の今後 の方 向 につ いて

もの として とらえ る こ とが で きな いか 。今後 の課題 とし
て考 え られ る もの を列挙 す る。

(1)大 学 院重 点化大 学 の責任 はな にか
(2)国 民 の 目 に重点化 大学 が 見 える よ うにす る こ と
(3)他 大 学 との種別 化 を どう図 るか
(4)大 学 院学 生 と学部 学 生 の数 のバ ラ ンス
(5)大 学 院学 生 、特 に後 期 学生 の生 活費 の保 証
(6)理 、 工 の再 編成
(7)産 業界 の認 識
(8)偏 差値 教育 の抜本 的改善 の可能 性

(9)集 団、均質文化 か ら個性重視 の文化 の育成

る。

(5)全 体 として、重点化大学、一般大学の いずれの大学
(6)に

ついて は、明 らか に、理、 工 でな く、 さらに幅

広 く書 き改 める必要が あ ります。 そ していま、私 が考 え
てい る ことは、重点化大学 は時間をかけてで もよいので、

(1)研 究科 をまた いだ組織 を再編 を行 う

(ド

クター コー

ス中心、 1グ ループ20〜 30講 座程度 が魅力的、研究 の
層 の厚 さの保持 )一 これ は、重 点化大学 でな けれ ば
で きない ことで あ り、か つ重点化 によ り、大学院 レベ

も個性化、活性化 が可能 となる。特 に、重点化大学 で
は、各研究科、専攻 ごとに個性 を発揮 せ ざるを得 な く
なる。入学試験 はそれぞれの研究科、専攻 の特 徴 で行
われ る。 (paper ability,human abilityの バ ランス)
これ まで、日本 の大学 は、トップ レベル の大 学 で さえ、
国 を支 える官僚組織、企業組織 に対 して粒 のそろった、
潜在能力 の高 い人材提供 の役割 は果た してきましたが、
大学が社会的 に自立 した人材養成 機関 にはなっていなかっ

ルでの再編 がや りやす くなった。
(2)重 点化大学 は社会的 に大学院中心の大学 とみえると

た ような気が してな りません。 ほ とん ど唯一つ理学系研
究科 が 、 その学問上 の性格 によるので しょうか、例 外的

ころ まで、学部学生数 を減ず る、

(3)学 部、大学院 の切 り離 しを進 める、

に 自立 した人材養成機関 としての役割 を果た していた よ

とい う方向に動 くのが よい と思 ってい ます。 そ して、社
会的には、重点化大学の大学院 が、わが 国 の知的指導者
層 の養成 コー ス という意識付 けをす ることが必要です。

うに思 えます。 日本社会が さまざまな局面で行 き詰 ま り
をみせて い る現在、大学が よ り積極的 にこれか らの 日本
社会 を リー ドして い くことが必要な時代 になっているよ

東京大学 に入 学す るのではな く、東京大学の大学院 に入
学 して、そ こで学位 を取得す ることが、 日本の知的指導
者 として最 もす ぐれてい ると評価 され るような社会風土

うに思 い ます。 これ まで 自立性 の弱かった大学 が社会的
によ り自立 をして、人材育成 の役割 を果 たさなければな
らない時代 になったのだ と思 い ます。大学 の重要性 が増

をつ くって い くことが よい と考 えて い ます。 ここで期待

した と考 えた とき、東京大学 の果 たさなければな らない

され る効果 は、

役割 はきわめて重要です。わが国の将来 を左右す るほど
重要だ と感 じてい ます。理学系が もってい る リベ ラルな
風土、 自立性 の高 い文化 を大学全体 に広めて い くことが

(1)高 校 か ら大 学 へ の現在 の入 試 の焦 点 が、大学 か ら大
学 院へ と移 り、現行 の入試制度 の問題点 を大幅 に解消
で きる。
す ること力｀
(2)学 部、修 士 レベル で活性化す る大学が重点化大学の
他 にかな りでき、重点化大学 と一般 の大学 の あいだで

何 よ りも必要な時代 になって い るのだ と思 い ます。 もし
この ような方向に東京大学 が動 けば、 これ までの 日本社

の住 み分 けが nJ能 となる。
(3)重 点化大学 は学部学生 とい う財産 を大幅 に放棄す る
が、 その分、大学院 での第 一線 の教育研究 に専従す る
ことが可能 になる。
(4)大 学生 になってか ら本格的に勉強す る学生 が増加す
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会の均質的な風土、意識構造 をかえる可能性す ら含 んで
い ると認識 して い ます。

退任にあたってを越えた ことまで書いてしまいました。
任期 のあいだおつ きあいをいただきほんとうにあ りが と
うございました。改めて心か ら理学系研究科全員の皆様
にお礼 を申 し上げたい と考える次第 です。

