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卒）の物理学賞受賞に至るまで、大学別
で9人のノーベル賞受賞者を輩出。数学
の分野で最高峰と目されるフィールズ賞
では国内受賞者3人のうち2人が卒業生
で、医学の分野で優れた業績を収めた研
究者に贈られるラスカー賞でも7人のうち
5人が卒業生または関係者と、幾多の世
界的研究者を輩出した母校として他を圧
倒しています。

指定国立大学法人に指定
世界の有力大学と伍す存在へ

　その京都大学が今年6月末、文部科学
大臣により「指定国立大学法人」に指定さ
れました。これは、我が国の大学における
教育研究水準の向上とイノベーション創
出を図るため、世界最高水準の教育研究
活動の展開が相当程度見込まれる国立
大学法人を指定したもので、今後は「国内
の競争環境の枠組みから出て、国際的な
競争環境の中で、世界の有力大学と伍し
ていくこと」（文部科学省ホームページよ
り）が求められます。
　京都大学の構想（右ページ図参照）で
は、指定国立大学法人の取り組みとして
打ち出した「4つの柱」について、次のよう

な目標を実現します。
１．柔軟かつダイナミックな体制による
知の創造

　学内組織間の境界を越えた自由で弾力
的な教員間の相互作用により、世界を先
導する最先端研究をさらに伸長させ、未
踏領域を切り開きます。
２．高度で多様な頭脳循環の形成
　学生から教員まで、国内外の多様な人材
を本学に受け入れ育成し社会に輩出するこ
とで、様々なセクターとの間で積極的な交
流を推進する「人の循環」を作り出します。
３．新たな社会貢献を目指して
　伝統ある学術分野の国際化と学際化を
推進し、新たな価値を発信することで、社
会にインパクトを与える。ホールディング・
カンパニー設立を視野に、産官学連携活
動を推進する体制を再構築し、研究成果
を社会に還元します。
４．世界に伍する京大流大学運営
　恒常的にトップダウンの方針とボトム
アップの提案を調整できる大学運営体制
を構築し、多様な教育研究組織の自立性
を尊重しつつ強力な本部ガバナンスの徹
底と迅速な施策実行を可能にするととも
に、安定的な自己収入確保のための基盤
を強化します。

9人のノーベル賞学者をはじめ
世界水準を誇る屈指の研究型大学

　対話を根幹とした自由の学風のもと、創
造の精神を涵養する学問の都として世界
にその存在感を示してきた京都大学。学
生の自主性を尊重した教育方針を掲げた
ことで知られる初代総長・木下廣次が説
いた「自重自敬」の精神は、今なお脈々と
受け継がれています。
　独創的、先端的な研究を数多く展開し、
戦後間もない1949年には、卒業生であ
る湯川秀樹博士がわが国初のノーベル賞
（物理学賞）に輝いたことは有名です。そ
の後も、2014年の赤﨑勇博士（理学部

“大学の主役は学生”
「WINDOW」構想を推進

　指定国立大学法人としての、こうした先
進的取り組みの基盤となっているのが、
京都大学の将来指針として打ち出した山
極壽一総長による「WINDOW」構想（次
ページからのコラム参照）です。
　「『狭き門』という言葉があるように、大
学はしばしば『門』と表されます。その内側
は聖域であり、俗世間からは離れている
イメージですね。しかし、京大は門がいつ
でも開いている大学です。その『自由の学
風』の精神をさらに世界へ広げようという
思いを込めたのが『WINDOW』という構
想名なのです」と説明する山極総長。なか
でも、一番大きな目標に掲げ取り組んでい
るのは、「大学の主役は学生である」という
ことだと語ります。
　「いま、わが国の大学にとって大きな課
題は人材育成、国際化、産学連携の三つ
だと考えています。なかでも、学生を社会
や国際的な舞台にきちんと送り出すこと
は私たちの使命ですし、本学の学生は、海
外からお預かりした留学生も含めて、将来
リーダーシップを取るという大きな役割を
担うだろうと思います。一方で、今の学生
はソサエティー5.0と呼ばれる『超スマー

ト社会』を生き抜いていかなくてはなりま
せん。それに見合った能力を身につけな
ければならないし、そうした社会の発展に
寄与できる新しい能力を備えていなけれ
ばならないのです」
　特に、現代は知識がもはや人から人に
伝えられる時代ではなく、インターネット
でキーワード検索をすれば多くの情報が
事細かに収集できる時代であると山極総
長は指摘します。
　「では、なぜ学生は大学に来る必要があ
るのか。それは『考え方を学ぶ』ためであ
り、いろんな知識を持っている人たちと一
緒に体験しながらさまざまな知を体得す
るためです。それが実験であり、フィール
ドワークであり、生の体験をするというこ
とです。そして、考えを紡ぐためには、ただ
情報を得るのではなく、その情報を使って
さまざまな人たちと対話をし、どのように
考えるのかという考え方を学ぶ必要があ
る。それが講義なのであり、そのための場
所が大学なのです」
　こうした中、京都大学の国際高等教育
院（3）では、学部だけでなく研究科や研究
所、センター等の教員がFace to Face
の親密な人間関係の中で、さまざまな
テーマを扱った少人数ゼミナール形式の
授業を行う「ILASセミナー」を開講してい
ます。
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NOTES
山極壽一総長
（やまぎわ・じゅいち）

　人文学、社会科学、自然科学の各分野で先端的な教育研究活動を展開
し、圧倒的な存在感を誇る京都大学。霊長類研究やiPS細胞研究など独
創的な研究は数多く、その実力は9人のノーベル賞、2人のフィールズ賞、
5人のラスカー賞受賞者の輩出にも表れています。こうした中、2017年
6月には国際的な競争環境の中、世界の有力大学に伍して行くことが求
められる指定国立大学法人（1）にも指定されました。
　1897年の開学以来守られてきた「自重自敬（2）」の精神のもと、対話
を根幹とした自由の学風をさらに現代に生かすため、山極壽一総長が策
定した京都大学の将来構想「WINDOW」を強力に推進。次代を担う
“Wild and Wise（野生的で賢い）”学生を育成するとともに、世界第
一線の大学として、地球社会の調和ある共存に貢献し続けていきます。

「対話」を根幹に“野生的で賢い”学生を育て
新たな知の創造、イノベーションの確立、
未来社会への指針を示す取り組みに挑む

京都大学
改 革 力

〒606－8501  京都府京都市左京区吉田本町　教育推進・学生支援部 入試企画課  TEL 075－753－2521　http://www.kyoto-u.ac.jp/

⑴ 指定国立大学法人
　「国立大学法人法の一部を改正する法律」
により、世界最高水準の教育研究活動の展
開が相当程度見込まれる国立大学法人を、
文部科学大臣が指定する。指定国立大学法
人は、国内の競争環境の枠組みから出て、国
際的な競争環境の中で、世界の有力大学と
伍していくことが求められる。平成29年6月
30日に指定されたのは京都大学のほか東
北大学、東京大学の3法人。

⑵ 自重自敬
　初代総長・木下廣次は履修科目の選択肢
を広げるなど、学生の自主性を尊重した教
育方針で知られる。京都大学創立後、最初の
入学宣誓式において、木下は「大学学生に在
りては自重自敬を旨とし以て自立独立を期
せざるべからず」と述べている。

⑶ 国際高等教育院
　京都大学の教養・共通教育の企画および
実施について責任を負う組織として2013
年4月に設置。このうち、国際学術言語教育
センター（i-ARRC）ではグローバル社会に対
応した革新的な言語教育を行うとともに、異
分野交流の場を創出し、自国理解力と異文
化理解力を養う。

百周年時計台記念館

京都大学　指定国立大学法人構想概要

京都大学
基本理念

柔軟かつダイナミックな体制による知の創造

創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつつ、
多元的な課題の解決に挑戦し、地球社会の調和ある共存に貢献する

●複数の領域で世界の最先端研究をリード
●融合領域の新規開拓、強い分野の国際展開

1　世界を先導する最先端研究の推進

高度で多様な頭脳循環の形成
●教育の一層の国際化
●多様な人材の育成・輩出、優秀な人材獲得

●大学運営におけるトップダウンの方針とボトムアップの意思の調整に基づく全学的な戦略立案の必要性　　●大学独自の戦略的活動を支える安定的な自己財源の必要性

2　On-site Laboratory

京　都　大　学

現 地 企 業 等 と の 交 流

共同研究
学生の教育
若手研究者の海外経験

海外機関の研究室

海　外　機　関

共同研究
学生の教育
留学生の増加

京都大学の研究室

1）  再生医療と先端医学研究
・人々の健康と超高齢社会における医学医療の未来
　創成に貢献
2）  化学と生命科学の融合
・広範な領域で新しい学術分野の開拓
3）  高等研究院
・卓越した研究者の英知が結集する国際研究ハブ

・海外の大学や研究機関等との協働による現地運営型
　研究室（下図：イメージ）

新たな知の創造・イノベーションの確立・未来社会への指針を示すための取組を実行

1　吉田カレッジ（仮称）

2　卓越大学院（仮称）プログラムによる博士人材
  　（｢知のプロフェッショナル｣）の育成

・国内外の学生に開かれた国際学部教育プログラム

1  京大版プロボストと企画調整会議（カウンシル）（仮称）　 2  国際的視野によるエビデンスベースの大学運営（国際戦略本部、IR、URA）
・執行部と部局・学系間との密接な連携調整のもと企画・戦略立案

3　GST（Graduate Student Training）センター（仮称）
・大学院生の教育研究能力向上のための全学研修体制の
　構築
4　留学生リクルーティングオフィス（仮称）

5　大学院生・留学生への各種施策の展開
・優秀な留学生の戦略的獲得の推進

学生対象

ガバナンスの強化

1  自己収入の拡大　1） 寄附金　2） 社会人学習プログラム　3） 資産の有効活用　 2  収益事業の展開財務基盤の強化

1　白眉プロジェクト
・学術領域を問わず世界中から優秀な若手研究者を獲得
2　若手教員数の増加
・第４期中期目標期間内に定員内若手教員比率を30％に
　引き上げ

研究者対象

新たな社会貢献を目指して
●産官学連携活動を推進する体制の構築
●これまでの学術的成果を背景とした現代世界の
　諸課題解決への貢献

1　産官学連携の新しい「京大モデル」の構築
・大学出資による機能別事業子会社の設立・運営
　①総研機能（コンサルティング・シンクタンク事業等）
　②技術移転機能
　③ベンチャー支援機能
・ホールディング・カンパニー（持ち株会社）の設立を
　志向

2　既存の枠組みにとらわれない
  　産官学連携の促進
・「組織」対「組織」による共同研究スキームをより一層
　推進

産官学連携

1　日ASEANの協力関係のより一層の推進
・包括的な学術・科学技術協力の推進により、「持続可能
　な開発」に貢献
2　人文・社会科学の未来形の発信
・国際化の推進、文理融合による新学術領域の創成

社会への貢献

世界に伍する京大流大学運営
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人、2年目の今年は143人の学生が応募
してくれました。これはまさにウインドウ構
想の最初のWであるワイルド&ワイズ、つ
まり賢いだけでなく、野生的なタフネスさ
をもって未来を拓くということを実践して
くれているなと感じます」と山極総長は胸
を張ります。
　ほかにも、京大生の挑戦を応援するプ
ログラムとして『学生チャレンジコンテス
ト』があり、「歩きスマホ撲滅に本気で取り
組みませんか？」など、学生らしい視点に
よる卓越した取り組みは大学ホームペー
ジで見ることができます。

国際的な研究ネットワークを構築
人類の役に立つ産業化も推進

　京都大学はワールドクラスの研究力を
世界に対して発信していく使命を持って
います。そのための国際的なハブとして
2016年4月、「高等研究院（4）」を立ち上げ
ました。院長をフィールズ賞受賞者の森
重文教授が、また副院長を霊長類学の第
一人者である松沢哲郎教授がそれぞれ務
め、国際的なネットワークを駆使して、国

生に『学びの設計書』を提出してもらった
り、理学部の数学のように難しい問題を
長時間かけて解いてもらったりと、各学部
がどのような学生に入学してほしいかとい
うメッセージは伝えることができたと思い
ます」と山極総長。
　「重要なのは問いに答えるだけではなく
て、『問いを作る』ことにあります。一方で、
答えが出ないのは問いが悪い可能性もあ
る。問いそのものを考え直してみる姿勢も
重要です。若い世代である皆さんには、今
の社会にすぐ役立つことではなくて、これ
からの社会をどうしていくのか、未来に役
立つ知識とは何かを自分自身で考え、選
んでほしい。ぜひ京都大学でさまざまな人
と出会い、対話や共同作業を通じて『未知
なるもの』を探し、『おもろいこと』に挑戦し
てください（6）」

内外の優秀な研究者が集う一大拠点を
構築するのが狙いです。
　京都大学ならではのユニークで先端的
な研究も注目を集めています。
　「例えば、教育学研究科で比較認知発
達科学の研究に取り組んでいる明和政子
教授はチンパンジーの赤ん坊などと比較
しながら、人間の赤ちゃんがどのように他
者認識をしていくかを研究しています。ま
た、文学研究科の藤田和生教授はさまざ
まな動物の知性や感情の機能の研究を
行っている。二人とも京大独自の、霊長類
学のベースの上に立った世界的な研究で
すね。ほかに、非常に突出しているのは、
スマートグリッドの分野で有名な経済学
研究科の依田高典教授で、電力の効率的
な使い方など、経済の視点に立ってこれ
から向かうスマート社会を研究している。
また、経済学研究科ではエビデンスベー
スの経済学ということで、コホートを使い
ながら、生命科学と組んで寿命や健康に
関する調査を行っている。これなどは、異
分野間同士でコミュニケーションが取れ
ている京大ならではの新しい発想、強み
であると思います」

　「日本でトップクラスの研究者の方々は
基本的に学部教育の義務がなく、研究に
専心していますが、そうした方々にも初年
次の学生たちと接してもらって、先端的な
研究の一端に触れ合える機会を持とうと、
15人以内、ワンセメスターによるセミナー
を開いています」
　さらに、2014年には国際学術言語教
育センター（i-ARRC）を開設。ここでは
英語学習のための機材貸し出しや自習ス
ペースの提供、スキルアップのための各種
セミナーの開催など、課外学習の支援を
行っていて、TOEFL®やIELTSなどの試
験も受検できます。
　「京都大学でも留学生が増え、現在は
およそ2000人を数えます。日本人学生
も、こうした人たちと国境を越えどんどん
対話してほしい。特に、今の学生は野心
があまりなく、海外に行きたがらない。そ
こで、昨年から『おもろチャレンジ』という
制度を作りました。国やテーマ、向こうで
会う人や体験することなどを学生が全部
自分で計画を立て、本当に意義があると
認められたものに資金を与えるというプロ
ジェクトを公募したところ、初年度は115

　このほか、京都大学が力を入れ
て取り組んでいる産学恊働では、
東京駅のすぐ前の新丸ビルに設置
された東京オフィスを拠点に、日立
製作所や理化学研究所などと相次
ぎ包括協定を結んでいます。
　また、がん免疫療法で注目を集
める分子PD - 1の発見で世界的に知ら
れ、今年京都賞を受賞した本庶佑教授は
現在、創薬に結びつける研究で注目を集
めていますが、今後はこうした研究も含
め、さらに積極的に産業界などと連携を図
り、オープンサイエンスの時代にふさわし
い、人類の役に立つ事業化に向けた取り
組みを進めていきます。

“正解のない問い”を求め
「おもろいこと」に挑戦しよう

　京都大学は「京都大学特色入試（5）」を
導入し、大きな注目を集めています。
　「京都大学には10の学部があり、それ
ぞれに求める学生像は異なりますが、一
般入試は学力重視ですから、それがなか
なか伝わらなかった。特色入試では、受験

　このコラムでは、「WINDOW」構想の
概要を、順を追って紹介します。

WILD AND WISE
未知の世界に挑戦できる実践の場とし
て、野生的で賢い学生を育成

　Wは「Wild and Wise」。野生的で賢
い学生を育てようというものです。ここに
は、「京大生はもともとWise志向が強い。
しかし、ただ賢いだけでなく、Wildでなけ
ればならない。何ものも恐れない挑戦心、
そんな気概を持って自分の人生、未来を
開いてほしい」という山極総長の思いが込
められています。
　そのための重点戦略の一つが「学生本
位の視点に立った教育の質的転換」で
す。具体的には、「科目コースツリー」「科
目ナンバリング」「GPA制度」などの導入
により、講義・コース内容の可視化と質保
証を図るとともに、学部から修士までの一
貫した教育課程を導入し、学部と大学院
との柔軟な接続を実現します。
　異文化を理解し、国際的に活躍できる
「グローバル人材の育成」にも取り組み
ます。文部科学省「スーパーグローバル
大学」採択事業である「ジャパンゲート

ウェイ構想」に基づく取り組みや、博士課
程リーディングプログラムなどを活用する
とともに、異文化交流の場を創出し、自国
と異文化に対する深い理解力を涵養しま
す。

INTERNATIONAL AND INNOVATIVE
研究の国際化を一層推進し、イノベー
ションの創出を図る

　Iは「Internat ional  and Innova-
t i v e」。「国際性豊かな環境の醸成」の
ため、京都大学ではドイツ・ハイデルベ
ルク、タイ・バンコクに続く海外拠点とし
て、新たに北米拠点の設置を決定。現在、
準備を進めています。また、2017年4月
にはカリフォルニア大学サンディエゴ校
（UCSD）付近にサンディエゴリエゾンオ
フィスを設置しました。
　一方、イノベーション創出の重点戦略
に挙げられているのが「ベンチャー育成
事業の推進」「技術移転の推進」「社会貢
献等事業の推進」「先進的医療の開発と
質の高い医療の提供」の4点です。そのた
めには、総合大学として多様な学問分野
を発展させていかなければなりません。
　「私は普段から、皆さんに『おもろいこと

をやりましょう』と呼びかけています。おも
ろいというのは関西弁。“それ、おもろいや
んか”という他者の評価が込められてい
る。いったん専門的な学問を解体して、お
もろい発想のもとに再構築したら、優れた
ものが生まれてくるのではないか。そのた
めには、さまざまな分野の仲間たちとも絶
えず討論し、新しいものを生み出す。その
原動力となるのが“おもろい”という発想
なんです」

NATURAL AND NOBLE
自然に親しみ、学び、高い品格と高潔な
態度を身に付けられる学びの場を作る

　Nは「Natural and Noble」です。「京
都大学は三方を山に囲まれた千年の都に
位置しますが、本学で教鞭を執った先人
たちの多くはみな自然との対話を大事に
してきました。日本を代表する哲学者で、
京都学派の創始者・西田幾多郎、わが国
の霊長類研究の礎を築いた今西錦司ら
も、京都の自然の中を歩き独自の思索を
深めてきたのです。人間同士だけではな
く、自然と対話することで高貴な品格を身
につける。“Natural  and Noble”とは
その重要性を謳っているのです」と山極

総長は説明します。

DIVERSE AND DYNAMIC
多様な文化や考え方を受け入れ、悠久
の歴史の中に自分を正しく位置づける
落ち着いた学問の場を提供する

　Dは「Diverse and Dynamic」。グ
ローバル化時代を迎え、多様な文化が入
り交じって共存することが求められる時
代にあっては、深い教養と考える力が必
要です。「怒濤のごとくあふれ出てくる情
報を自分で判断して選択し、自己決定す
る。そういう能力を鍛えていかなければな
らない。けれども、それは個人が単独で得
られる能力ではありません。人の考え方に
耳を傾け、人の行動に目を見張り、感動し
て考え、ともに行動する中で身に付けてい
くものなのです。その機会を大学は用意し
ます」（山極総長）

ORIGINAL AND OPTIMISTIC
失敗や批判を恐れず、それを糧にして
異なる考えを取り入れて目標達成に導
くような能力を涵養する

　Oは「Original and Optimistic」。

オリジナリティーとは「独創性」を指します
が、それを生み出すためには失敗や批判
を恐れず、楽観的でなければならない、と
山極総長は指摘します。
　重点戦略としては、異分野融合による
新分野の創成など、新たな未踏科学領域
を開拓するため、「京都大学研究連携基
盤」の整備などを推進。京大が誇る研究
所・センター群の強み・特色を伸ばすとと
もに、学部・研究科も含むすべての研究者
の知を集結させ、新たな学術分野の育成
に取り組んでいきます。さらに、高大接続・
連携に関する事業も推進します。

WOMEN AND WISH
男女共同参画推進アクション・プランに基
づき明るい希望をもてる環境を整備する

　Wは「Women and Wish」。京都大
学でも学生に占める女性の比率は2割を
超え、事務職員・技術職員では6割近くを
占めていますが、教員は1割程度にとど
まっています。
　京都大学では女性が学びやすく、働き
やすい環境づくりのため「男女共同参画
推進アクション・プラン」を策定し、その事
業推進に努めています。
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NOTES

⑷ 高等研究院
　京都大学の特色と強みを活かし国際的な
最先端研究を展開することで、学術の発展
及び人材育成を図るとともに、研究成果を
社会に還元することを目的とする。
　京都大学は昨年、理化学研究所と包括的
な連携・協力の推進に関する基本協定を締
結したが、高等研究院では同研究所との連
携機能を形成するなどして世界最先端研究
の展開、新たな研究領域の開拓、およびそれ
らを担う次世代人材の育成を目指す。

⑸ 京都大学特色入試
　センター試験や受験科目の成績だけでな
く、「高校時代にどのように幅広く教科を学
んだか」「どのように課外活動に取り組み、何
を得ることができたか」などを総合的に判断
して選抜する。選考に当たっては、高等学校
と大学との接続・連携（高大接続）を重視する
観点から、「調査書」に加え、高等学校長等が
作成する「学業活動報告書」と、大学で何を学
びたいかを記した「学びの設計書」を提出（た
だし法学部を除く。出願に必要な提出書類
や試験実施方法は学部により異なる）する。

⑹ 特設サイト「探検！京都大学」
 PC版・モバイル版
　京都大学の様々な魅力を紹介するサ
イト「探検！京都大学」（www.kyoto-u.
ac.jp/explore）を公開中。一方、モバイル
版（www.mendoksa.pr.kyoto-u.ac.jp）
は、短期的な成果のみにこだわらない京大流
「回り道」の精神を反映し、すぐには答えが
見つからない「めんどくささ」を楽しむゲー
ム形式。まさに、
「正解のない問
いを求め、おも
ろいことに挑戦」
しながら、あら
ゆる大学の情報
を得られるサイ
トとなっている。

「対話の溢れるキャンパスで
学生と教員が一緒になり
『おもろいこと』を創造する。
それがずっと実現できる
大学にしたい」


