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クオン前ベトナム司法大臣が本学を来訪

あすけあいプロジェクトフォーラム2017を開催

第２回名古屋大学の卓越・先端・次世代シンポジウムを開催

第55回経営協議会を開催

平成29年度個別学力検査（前期日程試験）を実施
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薬剤耐性菌との戦い

和知野　純一（大学院医学系研究科講師）

●知の先端

再生可能エネルギーと立地地域の関係

丸山　康司（大学院環境学研究科教授）

●部局ニュース

第22回名古屋メダルセミナーを開催

第29回宇宙地球環境研究所年代測定研究部シンポジウムを開催

企画展「看護の力」と特別講演会を開催

第127回防災アカデミーを開催

企画展関連ワークショップ「古代の道具を記録する」を開催

野外観察園ポスター展を開催

第67回名古屋大学博物館コンサート（NUMCo）を開催

●定年退職される教授のことば

●名大トピックスの表紙で綴るサークル活動

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成29年1月16日～２月15日

●イベントカレンダー

●表紙サークル紹介

●ちょっと名大史

宇宙地球環境研究所（前編） ― 附置研究所の歴史② ―
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　今回で7回目となる名古屋大学基金
感謝の集いが、2月11日（土）、豊田講
堂において開催されました。この基金
感謝の集いは、名古屋大学基金へ高額
の寄附をされた本学支援者の方々に感
謝の意を表す会として、昨年中に、高
額寄附をされた方々への感謝状贈呈式
をはじめ、名古屋大学基金の活動報
告、学内の施設見学、ミニコンサート
等を行っています。
　当日は、あいにくの雪模様でした
が、松尾総長及び役員とともに、感謝
状贈呈式には17名の寄附者が列席さ
れ、総長から感謝状の贈呈と併せて記
念品をお贈りし、固い握手を交わした
後、記念撮影を行いました。
　感謝状贈呈式終了後は、寄附者の
方々に、学内に新しく建てられたアジ
ア法交流館とその建物内にある茶室を
見学していただきました。この建物
は、アジア法整備支援事業の一環で、
アジア諸国における法学研究及び法学
教育の拠点として機能することを目的
に2015年11月16日に竣工しました。最
初に、2階にあるアジアコミュニティ
フォーラムにて、小畑　郁法学研究科
教授から、アジア法整備支援事業の概
要説明がありました。アジア法交流館

は、中庭に日本庭園があり、建物中央
部分は「アジアをじかに感じる地球大
学人の楽しい AGORA」と称する吹き
抜けとなっています。吹き抜けは、和
紙やアジアの布で装飾ができるよう工
夫され、木製テーブルを囲んで人々が
集う空間が創出されています。現在
は、柴崎幸次愛知県立芸術大学教授
の「紙の旗」が展示されています。ま
た、日本文化に親しむ場を提供するた
めに、茶室「白蓮庵」があります。こ
の茶室は、株式会社東海メディカルプ
ロダクツの筒井宣政会長、陽子副会長
からの多額のご寄附により整備されま
した。見学した寄附者からは、新しい
建物と隅々まで日本文化が息づく茶室
の設えに、感嘆の声が漏れるほどでし
た。

　施設見学の後は、豊田講堂アトリウ
ムに場所を移し、基金担当の木村理事
から、名古屋大学基金の事業報告があ
り、続けて、基金による支援留学生2
名から、感謝の言葉や留学中の苦労話
等について流暢な日本語でスピーチが
行われました。その後、三味線デュオ
の KUNI－KEN よるミニコンサート
が開催され、激しく刻む津軽三味線の
リズムとロックのクロスオーバーとい
う新しいジャンルの曲調に、会場も一
体となって大いに盛り上がりました。
　ミニコンサート終了後は、ユニバー
サルクラブに移動し、総長主催の寄附
者との懇談会が開催されました。出席
した寄附者からは、本学に対する期待
と激励の言葉が寄せられ、盛会裡に幕
を閉じました。
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　あすけあいプロジェクトフォーラム2017が、1月22日
（日）、豊田市の足助交流館において開催されました。
　「住み慣れた場所で最後までその人らしく暮らす（エイ
ジング・イン・プレイス）」ことは誰もが望むことですが、
過疎化と高齢化の進展する中山間地域では、その実現が難
しい状況にあります。そこで、本学、東京大学、足助病院、

豊田市が共同で、豊田市の足助・旭地区を中心に、エイジ
ング・イン・プレイスを実現するための取り組み「あすけ
あいプロジェクト」を名古屋 COI 拠点の活動の一環とし
て平成27年度からスタートさせました。具体的には、地域
住民の共助と ICT の活用によって、「自由な移動」「楽し
いお出かけ」「健康な毎日」を実現し、高齢者も活き活き
と活動できる持続可能な社会の構築を目指しています。例
えば、高齢者同士のマイカーの相乗りシステムである「あ
すけあいカー」を運営しています。
　フォーラムでは、このプロジェクトを地域住民の方に広
く周知し、より多くの参加者を得るために、取り組み内容
の紹介と、既に参加されている方のインタビューを伝えま
した。また、ラジオパーソナリティ・書道家として著名な
矢野きよ実氏による「地域のご縁～動けばつながる～」と題
した講演では、人と人との『繋がり』を大事にしたこのプロ
ジェクトへの参加が呼びかけられました。矢野氏・太田稔彦
豊田市長・森川高行未来社会創造機構教授・早川富博足助
病院院長が参加した対談では「この取り組みは、今の子ど
もたちの将来に『繋がる』ことだと思って皆さんに参加して
欲しい」と会場に呼びかけた言葉が印象的でした。

　ハー・フン・クオン前ベトナム司法大臣及びディン・チュン・
トゥン前ベトナム司法省次官が、1月21日（土）、法政国際
教育協力研究センター（CALE）を訪問しました。
　クオン前大臣の来学は今回で3回目ですが、前回は2012
年、司法大臣であった当時、ベトナム憲法調査団団長とし
て訪問されました。それを契機として、法律分野での研究・

教育の交流を一層推進することを目的として、2013年に同
省と本学は連携覚書を締結しました。覚書締結以前より、
本学は同省から多くの留学生を受け入れており、昨年4月
にはクオン前大臣の後任として、大学院法学研究科修了生
であるレ・タイン・ロン氏が司法大臣に就任されました。
　今回のベトナム司法省代表団の来訪は、法務省の招聘に
よるものであり、1月20日（金）に、同省法務総合研究所国
際協力部において開催された第18回法整備支援連絡会「法
整備支援の回顧と展望～ベトナム法整備支援プロジェクト
開始20年を機に～」にて、クオン前大臣は、ベトナムにお
けるこれまでの日本の法整備支援について講演されました。
　本学訪問時には、松尾総長と懇談し、クオン前大臣は、
司法省及び同省傘下のハノイ法科大学と本学との長年の交
流に対して謝意を表され、総長も、「ベトナムは大きく発
展している国であり、日本もベトナムとともに学び、世界
に挑んでいきたい」と話しました。また、本学に茶室「白
蓮庵」を寄贈された株式会社東海メディカルプロダクツの
筒井宣政会長、陽子副会長のご協力により、茶道も体験さ
れました。
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クオン前ベトナム司法大臣が本学を来訪



　第55回経営協議会が、2月15日（水）、鶴舞地区の鶴友会
館において開催されました。
　会議では、松尾総長からあいさつの後、指定国立大学法
人制度、平成29年度学内予算編成方針案、人事関係諸制度
の改正及び新執行部の職務分担等について総長、各担当理
事及び副総長から説明が行われ、指定国立大学法人申請に

係る調書については3月の経営協議会で最終案を諮ること
とし、その他の議題については審議の結果、了承されまし
た。
　次いで、平成29年度運営費交付金の予算内示、産学連携
の取り組み状況等及び G30プログラム実施大学の過去3年
間における出願者数等一覧について報告が行われました。
　また、外部委員の方々からは、指定国立大学法人制度等
について意見交換がなされ、貴重なご意見が寄せられまし
た。

　第2回名古屋大学の卓越・先端・次世代シンポジウムが、
2月3日（金）、理学南館坂田・平田ホールにおいて開催さ
れました。今回は「名大が世界に誇る最高峰の理工系研究」
と題して、理工系分野のシンポジウムを開催しました。
　トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）から
は、東山副拠点長が ITbM の生物・化学の分野横断的な

研究を、佐藤綾人特任准教授は ITbM 化合物ライブラリ
を用いた化学と生物の融合研究を、大学院生の吉村柾彦さ
んは寄生植物を駆除する分子の開発を紹介しました。
　続いて素粒子宇宙起源研究機構から、益川機構長のあい
さつの後、飯嶋現象解析研究センター長が素粒子・宇宙の
謎の解明に対するアプローチを、泉　圭介助教がブラック
ホールの数理物理的な取り扱いの研究を、アレサンドロ・
ガズ特任准教授が新粒子の発見から新物理の開拓を目指す
研究について紹介しました。宇宙地球環境研究所からは、
町田所長が研究所の概要及びサブストームと太陽地球磁場
に関する研究を、三宅芙沙 YLC 助教は樹木の放射性同位
体と太陽活動の関連について紹介しました。未来材料・シ
ステム研究所は、財満副所長が研究所の概要と、新材料を
用いた高効率半導体の開発を、新田州吾特任准教授は省エ
ネルギー・高効率な未来デバイス開発について紹介しまし
た。
　最後に國枝理事は、異分野の知恵を共有することの重要
性をコメントしました。当日は120名程の参加者からの闊
達な質疑応答もあり、有意義なシンポジウムとなりました。
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第55回経営協議会を開催

第２回名古屋大学の卓越・先端・次世代シンポジウムを開催



　平成29年度名古屋大学個別学力検査（前期日程試験）が、
2月25日（土）、26日（日）及び27日（月）の3日間、東山地区、
大幸地区及び鶴舞地区の各試験場で実施され、合計1,734
名の募集人員に対して4,723名の出願がありました。
　試験当日は晴天に恵まれ、午前8時頃から受験生が集ま
り、高校の教員等からの激励を受けた後、それぞれの試験

会場へと足を運んでいました。
　試験初日は、午前10時から「外国語」の試験が全学部に
おいて一斉に始まり、午後からは「地理歴史」、「小論文」
及び「理科」の試験が行われました。2日目は、午前10時
から「数学」の試験が、また、午後からは「国語」の試験
が行われ、午後3時55分にすべての筆記試験が終了しまし
た。3日目は、医学部医学科の受験生に対する面接試験が
鶴舞地区で実施されました。
　なお、後期日程試験は、3月12日（日）に鶴舞地区におい
て、医学部医学科の面接試験が実施されます。
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平成29年度個別学力検査（前期日程試験）を実施



　人類が抗菌薬という魔法の弾丸を手にしてから
半世紀以上が過ぎました。しかし、病原細菌はこ
の魔法の弾丸に打ち勝つ術を獲得し、現在では、
抗菌薬が効かなくなった細菌、いわゆる薬剤耐性
菌が増え、猛威を振るっています。2050年には全
世界で年間1千万人以上が薬剤耐性菌によって死
亡するとの試算もあり、薬剤耐性菌への対策が喫
緊の課題となっています。
　私がこの問題に初めて関わったのは本学保健学
科4回生時の卒業研究です。それ以来約15年、薬
剤耐性菌をテーマに研究を継続しています。前半
は患者さんから分離された薬剤耐性菌に潜む未知
の薬剤耐性機構を見出し、解明する研究をしてい
ました。膨大な数の薬剤耐性菌の中から、存在す
るかも定かではない未知の薬剤耐性機構を探し当

てるわけですから、まさに宝探しをするような感
覚でした。幸いにもいくつかの新規薬剤耐性機構
を発見、報告することができ、海外の著名な研究
者から「よく見つけたね。どうやって探したの？」
と国際学会で声をかけられたり、教科書に内容が
紹介されたりするなど、一定の手応えを得ること
ができました。このことは、薬剤耐性菌の研究を
継続する上で大きな励みとなりました。
　現在は、薬剤耐性機構を阻害する薬の開発に力
を注いでいます。薬剤耐性機構さえ止めることが
できれば、現存する抗菌薬もまだまだ活用できる
と考えられます。自分が発見した薬剤耐性機構を
阻害する薬を、自分自身で作り上げることが現在
の目標です。
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名大シンクロトロン光センターが所有するビームライン BL2S1（Ａ）を利用し、抗菌薬の1つであるカルバペネム薬を分解する酵素の立
体構造を決定した（Ｂ左）。カルバペネム薬は細菌感染症治療の切り札となる抗菌薬である。したがって、このカルバペネム薬を分解・
不活化する酵素の存在は、数多ある薬剤耐性機構の中でも特に問題視されている。私たちはカルバペネム薬とカルバペネム薬分解酵素
との複合体構造（Ｂ右）をあきらかにし、カルバペネム薬分解モデル（Ｃ）を提唱した。今後、カルバペネム薬分解酵素の阻害剤を開
発し、細菌感染症治療の一助としたいと考えている。
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　環境保全を実現しようとしたときに生じる社会
的摩擦や紛争の原因を明らかにし、解決に必要な
社会的仕組みを明らかにすることが私の研究の目
的です。元々は獣害問題など自然保護に伴う自然
保護行政と地元住民の対立を扱っていましたが、
最近では再生可能エネルギーと地域社会の関係に
ついて研究に注力しています。
　気候変動などのグローバルな環境制約や資源枯
渇への対策として世界の各地で再生可能エネル
ギーの導入が進められています。日本でも自然資
源が豊富な地域における開発としての期待があ
り、一定程度普及してきました。2011年の東日本
大震災と原発事故を契機として、災害時の対応や

代替的なエネルギー技術としての可能性も注目さ
れるようになり、現在では太陽光を中心に普及に
向けた動きが加速しています。
　その一方で開発の質を問うべき問題も起こって
います。現在私たちが利用しているエネルギー技
術は完全無欠というわけではなく、なんらかの課
題があります。再生可能エネルギー技術も例外で
はありません。現在指摘されている項目に限って
も表のような課題があります。生態系や景観への
影響という自然保護の問題や、漁業権など既存の
資源利用との調整が問題になることが多くなって
います。これらが争点となって地域で反対運動が
起こることもあり、日本でも風力や太陽光の事業
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表1　再生可能エネルギー技術に伴う懸念

自然環境 
（生態系など）

生活環境 資源管理など

太陽光
植生など 

［土壌への影響］

日照権 
景観 
光害 

［水源］ 
［土砂災害］

［農地］

中小水力 水生生物 騒音・震動
水利権

［漁業権］

風力
植生など 
鳥類の衝突死

電波障害 
騒音・振動 
景観

［農地］
［漁業権］（洋上）

地熱 ［植生など］
景観 
騒音・震動 
臭気

温泉資源［自然公園］

バイオマス ［植生など］
騒音・震動 
臭気 

［温廃熱］

食糧生産（燃料作物の場合）
持続性（木質）
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再生可能エネルギーと立地地域の関係

丸山　康司　大学院環境学研究科教授



に対してそれぞれ数十件程度の反対や苦情があり
ます。ヨーロッパでは事業が頓挫する主要な理由
の一つとなっています。

地域の便益と社会的受容性
　地域住民の反対を NIMBY（Not In My Back 
Yard の略、自分の裏庭では拒否するという総論
賛成各論反対という意味）として揶揄するような
論調もありました。ただ、上述したような問題は
立地地域だけで発生するものなので、それを正当
化する理由が必要です。NIMBY の議論では社会
全体の合理性を背景とした立地地域への押しつけ
という問題に対する配慮が不十分です。また仮に
反対が起こっていない地域でも、積極的に歓迎さ
れているとは限りません。
　また、問題視されている事項の殆どは明確な線
引きが困難です。景観が典型例で、評価する人の
主観や価値判断を排除できませんし、排除するこ
とが妥当でもありません。
　このような問題意識を踏まえて、現在ではより
分析的に社会的受容性という概念が使われていま
す。私も参加している国際エネルギー機関では社
会全体での合理性と立地地域での合理性を分けて
捉えようとしています。特に問題となるのは立地
地域における受容性ですが、これに影響する要因
として便益とリスクの配分や、問題を指摘したり
解決する社会的過程が指摘されています。また、
これらの総合的な評価としての信頼という要因も
指摘されています。事例研究の結果、被害の有無
よりもコミュニケーションの機会が事業の賛否に
影響しているということも明らかになっていま
す。再生可能エネルギーの課題はまだまだ未知の
ことも多いのですが、国際的にも幅広く知見を集

約することによって問題構造が明らかになりつつ
あります。

エネルギー技術のガバナンス
　課題は、立地地域での合理性を実現する具体的
な方法です。再生可能エネルギーの特徴の一つは
資源が薄く分散して存在していることで、設備も
分散的に立地することになります。地域の事情は
様々ですから、法律のような画一的な対応が不適
切な場合もあります。このため、それぞれの課題
に応じた多様な問題解決策を優良実践として蓄積
し、それぞれの事例に併せ込むような方法がとら
れています。優良実践は様々で、例えば利害の配
分の問題を解決するために、地域の人々の所有や
参加を促すという方法があります。コミュニケー
ションの課題に対しては、様々な情報を可視的に
共有しながら意思決定する方法があります。さら
に、地域間交流や地域再生への波及効果など、そ
れぞれの地域における問題意識や価値観に合わせ
た方法があり、条例策定の支援なども行っていま
す。
　このような具体的方策を踏まえた上で、実際の
事例の中で探索的に最適解を求めていきます。こ
れはアクションリサーチといわれる手法です。環
境問題では世代をまたぐ利害が発生しますが、単
純に現在生きている人々に「ガマン」を求めても
問題は解決しません。その一方で何もしないとい
う選択も困難です。このため、現在世代にとって
も利益があるような形で環境保全を実現する方法
が必要で、アクションリサーチのような試行が重
視されてきています。
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まつおか　まこと専門は環境社会学。博士（学術）
産業技術総合研究所研究員、東京大学教養学部特任准教授、名古屋
大学大学院環境学研究科准教授などを経て現職
主著：「再生可能エネルギーの社会化」（有斐閣）
　　　 「再生可能エネルギーのリスクとガバナンス」（共編著）（ミ

ネルヴァ書房）
　　　 Yasushi Maruyama et. al., 2007, The rise of community 

wind power in Japan: Enhanced acceptance through social 
innovation, Energy Policy, 35-5: 2761-2769.

まるやま　やすし



　宇宙地球環境研究所は、1月30日（月）、31日（火）の両日、
研究所共同館Ⅱにおいて、一年間の活動を広く報告するた
めに、第29回宇宙地球環境研究所年代測定研究部シンポジ
ウムを開催しました。同研究部は、宇宙地球環境研究所基
礎研究部門の1つであり、旧年代測定総合研究センターを
核として平成27年10月に設置され、地球誕生から現代にい

たる年代範囲をカバーする年代学的研究や環境動態に関す
る共同研究などを推進しています。
　シンポジウムでは、まず同研究部の今年度の活動を概観
するとともに、新研究創成経費研究の成果として、研究機
関研究員による3件の研究報告が行われました。また、今
年度から新たに始まった共同利用・共同研究に関連して、
本学のほか、大学、研究所、民間団体や企業などの研究者、
大学院生によって、環境学、地質学、考古学や文化財科学
など幅広い分野に関する発表が行われました。
　招待講演では、株式会社蒜山地質年代学研究所の板谷徹丸
博士から、主要な年代測定法のひとつである K-Ar 法の総
括的な研究紹介がありました。そして、南　雅代宇宙地球
環境研究所准教授から、本学の地域貢献事業として、昨年
夏に小中学生を対象に行われた「樹木年輪と年縞堆積物か
ら過去の太陽活動、地球の古環境を探る」の活動報告がな
されるなど、2日間にわたり、一般の方々を含めて熱心な
討論が行われました。なお、講演の多くでは、昨年急逝さ
れた元年代測定総合研究センター長である鈴木和博名誉教
授の思い出が述べられ、鈴木名誉教授が年代測定研究をは
じめ多くの分野で残された功績を振り返りました。

　トランスフォーマティブ生命分子研究所は、1月27日
（金）、野依記念学術交流館において、第22回名古屋メダル
セミナーを開催しました。名古屋メダルセミナーは、科
学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター長である
野依良治特別教授及び中部大学・シカゴ大学教授である
山本　尚名誉教授の発案のもと、MSD 生命科学財団（旧：

万有生命科学振興国際交流財団）の支援を受けて1995年に
創設されました。名古屋メダル賞（金メダル）は、重要で
創造的な成果を挙げた広い意味での有機化学者を毎年表彰
するものです。また、銀メダルは、1999年に設けられ、日
本の有機合成化学者の中からインパクトの大きな研究をし
た人を表彰するものです。選考は、名古屋メダルセミナー
組織委員会によって行われ、これまでに21個の金メダルと
17個の銀メダルが授与されました。今回は、スティーブン・
バックワルド マサチューセッツ工科大学教授（米国）と
澤村正也北海道大学教授が、それぞれ金メダル受賞者及び
銀メダル受賞者として選ばれました。
　バックワルド教授及び澤村教授から、様々な医薬品や農
薬を合成する金属触媒について受賞講演が行われました。
講演の中には、研究を志す若手研究者や学生への貴重な
メッセージがおりこまれ、第一線で活躍する研究者の話を
直接聞く貴重な機会となりました。370名を超える参加者
とともに活発な議論が行われ、盛況のうちに終えました。
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シンポジウムの質疑応答の様子

名古屋メダル受賞者との記念撮影
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第29回宇宙地球環境研究所年代測定研究部シンポジウムを開催
●宇宙地球環境研究所

第22回名古屋メダルセミナーを開催
●トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）



　附属図書館医学部分館は、10月20日（木）から1月31日
（火）までの間、企画展「看護の力―医学部史料室所蔵資料
に見る看護のあゆみ―」を開催しました。近代看護を確立
させたフローレンス・ナイチンゲールの誕生から200年を
経て、今日、傷病者の手当てから大規模災害時の復興支援
など様々な状況において、看護はその力を発揮してきまし

た。企画展では、同館4階にある医学部史料室に所蔵する
図書、写真などを展示公開しました。
　1884年に愛知病院（名大病院の前身）の職制が改正され、

「従来本院看護人には男子を用いしが之を解雇し更に婦人
を採用することに改」め、1891年に「看護人を看護婦と称
し尋て制服を定め直に施行」し、1894年には愛知医学校看
護婦養成所看護科が設置されました。本学における看護教
育、看護の歴史の貴重な記録や、愛知県立医学専門学校の
卒業アルバムに掲載された看護師の写真などにより、取り
巻く環境の変遷を分かり易く展示しました。
　20世紀初頭の看護の教科書の中には、仁川陸軍造兵廠従
軍看護婦養成所（韓国）で実際に使われていた『日新看護
学』もあり、阪神・淡路大震災と東日本大震災における活
動記録など多彩な資料は、来館者の関心を集めました。
　また、会期中の12月16日（金）には、福田眞人国際言語文
化研究科教授による「結核のロマン化と病気の本質」と題
する特別講演会を開催しました。ボッティチェリ『ヴィー
ナスの誕生』のモデルの女性や文学、音楽、絵画など古今
東西の結核に関係する実例を紹介して、結核を文化史的に
解明し、参加者の知的好奇心を大いに刺激しました。

　減災連携研究センターは、1月17日（火）、減災館1階減
災ホールにおいて、第127回防災アカデミーを開催しまし
た。今回は、片山新太未来材料・システム研究所教授が「災
害時の環境衛生」と題して講演を行い、77名の参加があり
ました。22年前のこの日は、阪神・淡路大震災が発生した
日です。あの時も、命が助かった人々がまず直面した問題

の一つが、災害時の水の問題でした。
　講演では、まず平常時に我々の衛生環境を守っている上
下水道の整備の歴史や仕組みが丁寧に説明されました。災
害時はそれらが一挙に失われる結果、コレラが蔓延した
100年前の状況に戻るというショッキングな現実があるこ
とも知らされました。普段何気なく水道の蛇口から出る清
潔な水を使っていますが、災害時に給水車などで供給され
る同等の水の量はその十分の一だそうです。その他の水を
使おうとすれば、当然、消毒（除菌）が必要となります。
そのような環境の中で、いかに身の回りの物をうまく利用
して凌いでいけるかについても貴重な助言がありました。
井戸水を生活用水として使っていた時代に、先人から伝わ
る飲み水についての注意点と重なることも多々ありました。
　普段、衛生的な環境に慣れている多くの参加者にとっ
て、災害時には、慎重には慎重を期して水と付き合ってい
くことが重要であることをあらためて感じる有意義な機会
となりました。
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展示会の様子

講演する片山教授
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企画展「看護の力」と特別講演会を開催
●附属図書館医学部分館

第127回防災アカデミーを開催
●減災連携研究センター



　博物館では、2月11日（土）、同館展示室において
Sonnette（ソネット）による博物館コンサート「ミュージッ
クベルの調べ」を開催し、あいにくの大雪注意報にもかか
わらず129名の聴衆が1時間の演奏を楽しみました。
　バレンタインデーにちなんだ、乾杯の歌、情熱の花、愛
の賛歌などの選曲で、アンコールも含めて全13曲を熱演し
ました。曲当てクイズもあり、4名が同時に演奏するとよ
く知っている曲でも、パートに分かれると何の曲かさっぱ
り分からないこと、主旋律さえも分担して演奏しているこ
とに聴衆は驚いたようです。また、楽器の解説ではハンド
ベルとの違いや日本発祥の楽器であること、1人が27個の
ベルを担当することなどが紹介されました。
　ひとつひとつは単純な音でも、4名が108個のベルを巧
みに奏でた素敵な演奏に、真剣に向かい合って楽しんだ1
時間となりました。次回のコンサートは3月25日（土）14時
から開催します。

　博物館は、10月31日（月）から1月27日（金）までの間、博
物館野外観察園セミナーハウス2階において、野外観察園
ポスター展を開催しました。野外観察園は生きた植物を観
察する場として一般にも公開されており、約800種の植物
が見られます。今回は四季折々の植物をポスターと写真43
点、クイズ10点、果実の実物17点を展示し、約80種の植物
の紹介を行いました。ポスターでは植物の写真と共に、面
白い仕組みや構造、利用法などを解説しました。来園者か
らは「いつも気になっていた花の名前をやっと知ることが
できた。もっと草を知りたくなった」という声や、「実物
の果実を見てシャンデリアみたいできれい」という感想が
寄せられました。クイズでは、よく聞くけれども見たこと
がない植物もあり、楽しんでいただきました。屋外を散策
して実際に花や果実の香りを楽しんだ方もいたようで、植
物への興味を持つきっかけ作りとなったようです。

　博物館では、1月21日（土）、2月25日（土）まで開催した
企画展「誇張なきアート－科学記録にみる美」の関連行事
として、ワークショップ「古代の道具を記録する－石器づ
くりとスケッチに挑戦しよう」を開催し、定員の倍を超え
る応募者の中から抽選で選ばれた13名が参加しました。展
示では、人体やその他の様々な動物、植物など医学や生物
学などの研究を通して残されたスケッチ画を中心に展示し
ています。その過程の一端を体感してもらうために、ワー
クショップでは考古学の標本となる古代の文化物（石器）
を記録しました。人類の長い歴史の中で250万年前から数
千年前まで使われた石器は、人類の進化や社会の変化に
よって、その形や作り方も大きく変わりました。それを
記録するには、石器がどうやって作られるのかを理解する
必要があります。そのために、ワークショップでは、参加
者が実際に黒曜石から石器を作り、自分で作った石器をス
ケッチしました。
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コンサートの様子

展示の様子

黒曜石から自分で作った石器のスケッチを描く参加者
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第67回名古屋大学博物館コンサート
（NUMCo）を開催
●博物館

野外観察園ポスター展を開催
●博物館

企画展関連ワークショップ「古代の道具を
記録する」を開催
●博物館
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（原文のまま掲載しています）
定年退職される教授のことば

　名大に27年間務めました。最初は文学部の共通講座に属し
てギリシア語・ラテン語を教え、赴任後 7 年目の大学院重点
化では、周囲に支援されて西洋古典学という新講座を立ち上
げることができました。その後20年間、古典教育を通じて
様々な学生に出会い、また自分の西洋文化研究も存分にさせ
ていただきました。特に文学研究科という多彩な人材に溢れ
た学問的環境の中で多方面に視野を広げ、専門研究の新しい
可能性を探ることができました。
　独法化前後の数年間には、微力ながら大学運営のお手伝い
をした経験も忘れられません。実務的部分はかなり記憶から
消え去りましたが、法人化前の最後の総長・故松尾稔教授が、
名大学術憲章を定めて、冒頭に「勇気ある知識人を育てる」
という言葉を敢然と掲げられたときの衝撃はまだ胸に残って

います。しかし、その後を省みれば、自分は「勇気ある知識
人」の育成にどれほど貢献できたのだろうか、率直なところ
そんな一片の思いが残ります。
　名大憲章には「論理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知
識人」とあります。これは、「論理的思考力と想像力に富み」
かつ
4 4

「勇気ある」知識人という意味でしょう。では「勇気あ
る知識人」とはどんな人物のことか。それは、ただの「知識」
人ではない、「勇気」も具えた人を指しますが、それでは「勇
気」ある人とはどんな人間か？　その真意について、21世紀
の名大に在職した者の証として、今後も考え続けたいと思い
ます。

　これは宮脇俊三という鉄道紀行エッセイストの著書のひと
つである。この 3 月で名古屋大学生活の終着駅に着くが、こ
の駅はさらに新しい研究者としての始発駅になる。
　私は1978年から39年間、名古屋大学に異動してから29年
間、大学教員として研究・教育に携わって来た。教員養成系
大学と研究大学院大学の両方を経験できたことは色々な意味
で幸いであった。これまで研究、教育、社会の現場で沢山の
方々に支えられて研究者生活を送れたことに感謝するもので
ある。
　正統的な心理学研究者ではなかったが、色々な領域で研究
を楽しんで来た。ただ、「テスト理論」を基盤にした研究と
いう点では一貫している。例えば、日本語能力試験の改定に
際して、世界標準に少しでも近づけるように仲間と頑張った

のは最も楽しい思い出である。鉄道運転関係従事員の適性検
査を現代化するパイロット・スタディ、医学系 QOL 尺度の
開発、日本語口頭能力測定の基礎研究など、常に研究開発の
現場にいられたことは幸いであった。異なる様々な現場を体
験することも研究の楽しみのひとつであった。
　研究を楽しんで来たが、これをもって研究者を止めるわけ
ではない。所属のあるなしを問わず、可能な研究を楽しみな
がら続けて行きたい。研究者としては道半ばに差し掛かった
ところである。これからも趣味の鉄道の旅と同様に研究も大
いに楽しみたいものである。
　名大のみなさま、ありがとうございました。出発進行！

　私は1993年から24年間お世話になりました。1970年に法学
部に入学し、大学院と助手も含めての10年をあわせると34年
間になります。学部入試会場が工学部の旧一号館で、よそ者
ながらあの建物は好きだったので、なくなったのにはがっか
りしました。講義を受け、演習をし、書を読み、覚醒させら
れ、ささやかな学問的達成感を持ったのは、改築前の法学部
棟においてでしたが、学部生や院生が集い談笑するための学
生控室も今はありません。空間の貧困が、思考とその交換の
貧困につながらなければ幸いです。
　私にとって、普通の学生の楽しかった時代はともかくとし
て、研究者になりたいと思いつつも、あるいは任せられた責
任の重さに、非才の私ごときがここにいることなど、ふさわ
しくないのではないのか、そのように思わない日々はありま

せんでした。長谷川正安先生や室井力先生を始めとする多く
の先達から、優秀な現在の同僚の方々や後任の皆さんへ、理
論的実践的なバトンを引き継ぐことができたか、私にとっ
て、内なる検証と問いかけが始まります。諸条件は変わりま
すが、大学が学術の府として、社会や国家そしてこれらの変
動とどのように向き合うのかが問われます。時にはさまざま
なレベルでの政治に揺さぶれられつつも、学術の発展は、時
代と空間を越えた大学の責務です。長い間、ありがとうござ
いました。

思い残すこと

小川　正廣　　大学院文学研究科

終着駅は始発駅

野口　裕之　　大学院教育発達科学研究科

時代と空間を越えて

紙野　健二　　大学院法学研究科
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　1994年に理化学研究所から理学研究科に異動してきまし
た。学部と大学院での勉学・研究生活も含めれば、名古屋大
学には33年の長きに亘りお世話になりました。自由な雰囲気
の下で研究を続けさせていただき、心から感謝しています。
　振り返ってみますと、新しい場所に移るたびに研究テーマ
を大きく変えてきました。名古屋大学に赴任した時に掲げた
研究テーマは膜タンパク質の反応状態の構造解析でした。当
時の私にとっては目新しい実験手法・解析技法を習得し、さ
らに発展させる必要がありました。それを短期間に可能にし
てくれたのは共同研究者としての大学院生諸君でした。難し
い課題にも怖気づくことなく、アイデアを絞り出して前進す
る若者の姿に励まされ、ユニークな研究を展開することがで
きました。「若者の邪魔にならないように振る舞いなさい。」

という餞の言葉を理研時代の先輩から頂きましたが、その意
味合いを定年間近になり理解できるようになった気がしま
す。自由闊達な雰囲気というのは、若者の潜在能力を引き出
すのに非常に大切なことなのでしょう。もちろん単なる放任
主義では問題が生じるのは必然でしょうから、指導する側も
一緒に走り続ける姿勢を常に見せないといけません。この観
点から少し気になるのは大学教員の多忙化が進んでいる現状
です。このような試練が克服され、教員と学生が自由に語り
あうことにより益々活気あふれる大学になることを願ってい
ます。

　1980年 4 月に、後に学長にもなられた早川幸男先生率いる
宇宙物理研究室（Ｕ研）に赴任してまいりました。以来37年
間名古屋大学で研究・教育をさせていただきました。お世話
になった諸先輩・同僚の方々、また技術職員・事務職員の皆
様に深く感謝いたします。
　私の専門は宇宙物理学・Ｘ線光学で、特に人工衛星を用い
たＸ線天文学の研究を中心に行ってまいりました。最初の仕
事は、当時学内にあったプラズマ研究所の大型計算機を用い
て日本初のＸ線天文衛星はくちょうのデータを解析し、中性
子星を含むＸ線天体の研究を行うことでした。以来、都合 6
つのＸ線天文衛星の開発と、銀河・銀河団まで広げた天体の
観測的研究を行ってきました。また研究に必要な実験観測装
置を自ら作る伝統のある研究室・研究科にいて、私もＸ線検

出器・Ｘ線望遠鏡の開発にも携わり、性能向上の難しさを感
じつつ新型の望遠鏡開発にも挑戦しました。
　37年間の研究・教育を振り返ると、当初の良い意味での
ゆったりした時間感覚が次第に失われ、多忙化が進んできた
ように感じています。その一端には、凄まじい量の情報をど
こにいても瞬時に手に入れられる、高度情報化社会の浸透が
ありますが、物理学の王道である原理追求の観点からは、そ
れほど急には変わらない本質を見抜く力がますます問われて
いるように感じます。退職にあたり、後進に向けそんな力が
つくような何らかの情報伝達ができたら、と思っています。

　宇宙が放つ電波を観測するのが電波天文学である。星にな
る前のガスやチリが電波を出す。太陽をはじめとする星の誕
生を理解するために、電波観測は欠かせない。
　私が、南米チリに電波望遠鏡をもって行こうと考えたの
は、1987年のことである。日本の曇りがちの気候は、とうて
い宇宙の観測には向かない。海外のサイト、例えばアンデス
山脈の高地は理想的な観測条件を備えている。乾燥してお
り、高度が高く、空気が薄い。「宇宙が近い」のである。日
本では不可能な感度の高い観測ができる。しかも、南の空に
は北半球からは見えないマゼラン雲などの重要な天体があ
る。
　ここで大きな問題があった。当時、海外に日本の望遠鏡を
設置した前例がなく、研究費を海外望遠鏡のために申請でき

なかった。このとき、本学の加藤延夫総長、西尾理弘事務局
長には力強く応援して頂いた。民間から寄付金を集めて望遠
鏡の運営費を確保すれば、移設費は手当可能という道筋が見
えた。多くの方の応援を頂いて、移設キャンペーンを行なっ
た。そのおかげで見通しが立ったのは1995年。1996年にはア
ンデスへの望遠鏡移設が実現できた。
　今や、この望遠鏡「なんてん（南天）」は、NANTEN と
して世界に通じる。マゼラン雲の巨大星団誕生の仕組みを解
明するなど、期待を大きく上回る成果が挙った。天文学者と
しての私は、名古屋大学のおかげで研究史にひとつのささや
かな足跡を印すことをゆるされたのである。

定年退職にあたり思うこと

神山　勉　　大学院理学研究科

名古屋大学での37年

田原　譲　　大学院理学研究科

南半球に天文台をつくる

福井　康雄　　大学院理学研究科
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　2017年 3 月をもって名古屋大学を退任することとなりました。
最初に、1998年10月に着任以来お世話になった先輩の先生方、同
僚の皆さん、後輩の皆さん、事務の方々に感謝の意を表しておき
たいと思います。
　総合診療科は「全ての健康問題の窓口」となる診療科で、名大
では私が赴任してから本格的な部門創りが始まりました。まず外
来診療を名大病院の一室で開始し、その後数年して入院診療も開
始しました。当初複数の臨床科の混成部隊であった教室員は徐々
に総合診療を実践又は希求していた人たちに入れ替わって行きま
した。名大のような歴史のある医学部に新しい診療部門を創設す
る苦労はそれなりにありましたが、新しいことを始める楽しみは
それを上回るものでした。
　名大に赴任した後の数年間は共通教育のカリキュラム作成に多
少携わりました。私は臨床医ですが、医学教育に興味がありまし

たので、総合大学でこそ可能な、学部横断的な交流は一つの楽し
みでもありました。また、その後教育学部や法学部の先生方とは
総合大学ならではの学際的な交流ができました。今、アカデミア
の発展は学際的なイノベーションが一つの方向性だと思います。
Double degree の取得を始めとした学際的交流がもっと活発に
なれば、名大の魅力はもっともっと増すものと思います。
　私は、公立単科医科大学を卒業し、その大学病院で 1 年間、米
国でレジデントとして 3 年間、帰国後は国立病院で 6 年間、私立
単科医科大学で 9 年間を過ごしてきましたが、名大での18年余が
最も長い経験となりました。このような様々な職場環境の経験か
ら私が感じますのは、総合大学の魅力です。名大が総合大学なら
ではのアウトプットを創出して、多様性に富んだ大学として今後
も発展を続けて、世界でのプレゼンスを高めてゆくことを祈念し
ております。

　これまで三菱重工広島研究所で18年、同横浜研究所で 6 年、同
横浜製作所環境装置企画開発で 6 年、資源・環境・新エネルギー
に関する多くの研究開発や初号機計画建設に携わり、その中で多
くの貴重な経験をしました。今から振り返りますと研究の目的や
方向性が間違いであったものもあり、如何に研究開発の方向を見
極めるかが重要であり、そこをしっかりすれば継続は力なりとい
うように努力を長く重ねれば常人でも成就できることを学びまし
た。企業では論文の数は全く評価されませんので、私も論文の数
は少ないのですが（社内の研究報告書は約170冊ありますが企業
秘密で殆ど論文投稿していません）、39歳に国プロでの成果を論
文にして工学博士を取得しました。
　企業では55歳が一つの分岐点になり、第 2 の人生として自分の
これまでの経験を生かせる大学の教員を目指しました。その結
果、評価して頂き現教授として採用され11年間の在籍になりまし

た。教育・研究では企業での経験を生かして基礎からの実用化を
強く意識して講義・指導を行いました。赴任時は研究室の設備や
研究費は殆どなく、少ない費用でできるプロセスシミュレーショ
ンによる廃棄物やバイオマスからのエネルギー回収プロセスの検
討を行い研究の方向性を調査確認しました。その結果、軽質炭
化水素や水を溶媒とする超臨界流体を活用して資源・環境・新エ
ネルギーの研究を柱とすることと定め、多くの企業との共同研究
や国プロ受託などで一気に設備が充実し、それらを活用して独自
のチャレンジも行い予想以上の大きな成果も得ることができまし
た。このような研究生活を送れたことを感謝しております。今後
は、継続中のバイオブタノールのプロジェクトの実用化に協力し
ながら、趣味の登山、テニス、クラッシックギターの上級を目指
していきます。

　医学部に保健学科が設置されたのが19年前の平成10年 4 月
です。以来そこに籍を置き、今回退職するまで名古屋大学に
お世話になりました。放射線技術科学専攻を擁する国立大学
では大阪、金沢に次いで 3 番目です。その後、全国で11の国
立大学が設置されましたので名古屋大学は比較的早い方だっ
たと思います。この専攻は、診療放射線技師を養成してお
り、その学問領域として放射線技術学を標榜しています。こ
れは診療放射線技師が業務にしている分野を対象とした我が
国独自の分野です。世界的には似た分野に医学物理学があり
ます。放射線技術学と医学物理学はほぼ同じ領域ですが若干
内容が異なっています。どちらかといえば、放射線技術学が
医学物理学を包括しているでしょうか。しかし、世界的な広
がりと学問としての深さを考えると、現状では圧倒的に医学

物理学の方が勝っていると個人的には考えています。この放
射線技術学を世界標準にするというのが私の願いです。どの
ようにすれば、一つの学問領域が成熟して世界的に認められ
る学問になっていくのか。先行する物理学や医学と比較する
にはあまりにもタイムスパンが違い過ぎますが、ある概念が
人々の間で共通の認識を得、学問として認知されるまでに何
が必要なのでしょうか。これまでに放射線技術学の大学院が
いくつも開設され多くの大学院生を輩出しました。この流れ
が学問の発展に寄与することは間違いありません。これから
が楽しみです。

総合大学としての名古屋大学の魅力

伴　信太郎　　大学院医学系研究科

放射線技術学

小寺　吉衞　　大学院医学系研究科

2度目の退職を迎えて

堀添　浩俊　　大学院工学研究科
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　昭和45年 4 月に名古屋大学工学部電気系学科に入学してか
ら、この 3 月末で47年が経過したことになります。平成元年
から 3 年間、京都大学に講師として在籍しましたので、その
期間を除いて、計 9 年間の学生時代を含めて、名古屋大学に
定年退職まで合計44年間在籍したことになります。この間、
多くの幸運に恵まれて、特に後半の22年間は、教授として研
究室を大過なく運営することができました。ひとえに、先輩
諸氏、同僚、後輩、学生諸君のご協力・ご支援があってのこ
とと、感謝しております。研究面では、学生時代から電力用
遮断器アークの学理的解明をずっと進めてきました。その
時々の観測技術や解析技術の進歩に伴って、新しい事実も分
かってきましたが、未だに謎の多い複雑な物理現象です。ま
た、全学技術センター技術部長として、大学の教育・研究支

援体制を充実させるために、私なりに奮闘してきましたが、
至らぬ点が多くあったと思います。技術職員を始め、関係す
る皆様方のご協力にお礼を申し上げるとともに、至らなさの
お詫びを申し上げたいと思います。さらに、対外的には、学
会理事や各種委員会委員長などの重責を担い、社会貢献も出
来たと思っています。名古屋大学に在籍していたからこそ、
皆様から声を掛けて戴けたと理解しています。私にとって、
精一杯がんばった幸せな44年でした。有り難うございまし
た。

　名古屋大学に着任して 6 年。小学生時代の 6 年に比べて実
に速く、あっというまに過ぎ去ってしまいました。これが偽
らざる実感です。いきなり小学生時代と切り出しましたが、
幼稚園から高校までの14年間、東山キャンパスから遠くない
八事の近くで暮らしていたからです。小学校も高学年になる
と遊びの範囲が広がり、完成直後の豊田講堂を仰いだ記憶も
鮮明に残っています。半世紀後の今日でも斬新な威容が、子
供の目にも鮮やかに焼きつけられたわけです。
　幸運にも、その名古屋大学で定年前の 6 年を過ごすことが
できました。心の底から感謝申し上げる次第です。振り返れ
ば、1976年に農林省農事試験場に奉職して以来、北海道農業
試験場、東京大学、そして名古屋大学と、40年にわたって農
業経済学の研究教育に従事したことになります。ただし、最

後の 6 年間に大学にどれほど貢献できたかとなると、忸怩た
るものがあります。
　数少ない成果のひとつが、2013年の岩波現代全書『農業と
人間』です。草稿を大学院のゼミで使用し、研究室の院生の
サポートによって完成したこの書には、深い思いがありま
す。冒頭のパラグラフを引いて、結びに代えさせていただき
ます。

　農業経済学は謙虚な経済学である。自分の専門分野を謙虚
と形容するのもいささか気恥ずかしいが、本書の執筆に取り
かかったいま、傲慢な経済学を振り回してはならないという
自戒の気持ちは、以前にも増して強くなっている。

　少年易老学難成　一寸光陰不可軽　
　未覚池塘春草夢　階前梧葉已秋風

　まさにその通りだと思う。少年の頃ふと、やがて働き、老
い、落魄の身となるのかと案じたものだが、案外、早かった。
邯鄲の夢ではないが、早い。
　それゆえに、やりたいように生きようと思っていた。やり
たいように生きて、実は何者かによって軌道を敷かれていた
ようでもあり、また何か自然に生きたような気もする。実際、
人に曳かれ、導かれて生きてきた。工学部（資源工学）での
製鉄・圧延の専門から人文（比較文学比較文化）に鞍替えして、
病（結核、梅毒）と医学の歴史を、定見もなく気の赴くまま
に研究してきた。名大にも3000冊の本を遺したらしい。もし

可能ならば、恐らく沢山ある日本に 1 冊しか無い本も含め
て、自分の蔵書をまとめて贈呈し、医学史の特別コーナーを
作ってもらおうとも考えている。（なかなか厳しいらしい。）
医学関係の本も 5 、 6 冊書いた。さらに 5 、 6 冊どころか、
もっと書くだろう。虎は死して皮を残し、人は死して書籍を
残す？世界に散った教え子も誇りか。
　40の国々を巡って人々に会ったが、まだまだある。どこま
でも地を這い、空を飛び、海を越えて行こうと思う。旅に終
わりはない。
　一時お邪魔した名大が懐かしくなることもあるだろう。お
礼を申し上げる。いつか眩しく青い時計台を見上げてみたい
ものだ。しばしお付き合い戴いた方々にお礼。それからしば
しのお別れ。再見！

名古屋大学在籍44年に感謝

松村　年郎　　大学院工学研究科

あっというまの6年

生源寺　眞一　　大学院生命農学研究科

悠然・泰然・超然

福田　眞人　　大学院国際言語文化研究科
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　39年前に右も左も分からぬ名古屋に赴任して以来、名古屋
大学にも29年在職させてもらいました。独文研究の日本的独
りよがりを若気の至りで批判し、突っ張り者として類例のな
い研究を貫き通せたのは、名古屋大学の自由な学風のおかげ
と、心底感謝しています。ただ歩んだ道をふり返り、まわり
を見回せば、国際的な行き来こそ容易になったものの、文学
研究も大学や社会の行く末も、文字思考の限界から生まれた
数値成果主義に振り回され、楽観できるものとはいえませ
ん。人工知能が人間の存在価値を支えてきた労働を剥奪する
時代の到来が確実に予想されるなか、〈人間らしさ〉とは何
によって保証されるのか。そうした不安への救いを提供して
くれたのが、ヴィレム ･ フルッサーという希有な人文学者で
した。とりわけ定年前の 6 年間を、ドイツに通いフルッサー

研究に費やせたことは、至福の時でした。かれは、数値とい
う新たな神に人類が隷属させられる大海原で、孤島の灯台の
ごとく、愛と死の記憶を語り継ぐ勇気を教えてくれました。
かつて、すべてを破壊し尽くすゲルマン人の通り道が、ある
修道院からわずか数十キロずれていただけの偶然から、焼失
を免れたルクレティウスの『物の本質について』によって、
西欧近代の幕が切って落とされた事実を思えば、人間だけが
もつ、記憶の継承という、エントロピーに抵抗する能力を実
践する拠点として、大学の果たすべき意義を改めて痛感する
次第です。

　私の研究領域は広義のフランス文学で、より具体的には近
現代フランス思想です。名古屋大学に転任してきた当初は言
語文化部の所属で、以来言語文化科目（いわゆる外国語科目、
私の場合はフランス語）は一貫して担当し続けてきました。
この授業では、言語文化という名に恥じないよう、受講者に
フランス語圏の文化も知ってもらえるよう心がけ、語学教育
の面でもフランス語の歴史や、英語との比較などを交え、語
学学校の授業とは質的に異なる授業にすべく心がけてきまし
た。一方、所属する組織は、その後先輩諸氏の尽力によって
国際言語文化研究科と形を変え、教員が自分の専門研究を大
学院教育に活かせるようにしつつ、研究面を深化拡大させて
きました。こうして着任後25年以上になりましたが、私が名
古屋大学に感謝していることは、この間、図書館の蔵書をは

じめとする恵まれた研究環境の下で自由に研究を続けさせて
もらえたこと、これに尽きます。現在、理系を中心に基礎研
究の重要性が指摘される一方、長い時間を要する研究に腰を
落ち着けて取り組むことが難しい、短い期間での業績競争の
弊害も指摘されています。私の場合のような人文学研究にお
いても全く同様のことが言えます。名大では、今後も人文学
の多様な分野で、落ち着いて研究に取り組める環境が維持さ
れることを心から願っておりますし、その意味で新生の人文
学研究科には大いに期待しています。

　まことにお世話になりました。私は元々、放送メディアの
中で働いてきた人間です。大学や学問の世界に憧れはありま
したが、まさか自分が実際にその中に入り、メディアプロ
フェッショナルコースというところで仕事をするようになる
とは思ってもいませんでした。全くの門外漢をお導き下さい
ました先生方、事務の方々、一緒に勉強した学生諸君に心か
ら感謝します。
　教壇に立つことが決まった時、考えたのは「自分のメディ
アでの経験を断片的に語るような授業はすまい。文献資料だ
けに頼る講義にもすまい。自身の放送メディアでの経験を踏
まえつつ、縦軸に放送とメディアの歴史を設定し、横軸には
日米欧亜の比較を置いて、メディアの今とこれからを考えて
いこう」ということでした。成果は微々たるものですが、か

つて仕事をしたヨーロッパやアメリカの放送界を舞台に数冊
の書籍をまとめられたことに、自分ではささやかな満足を覚
えています。何人もの学生がメディアの世界に進んでくれた
ことも嬉しく思っています。
　若者のマスメディア離れは加速度的に進んでいます。放送
というマスメディアは「マスの時代・20世紀」の100年の中
で完結してしまったのかという思いもありますが、放送と名
大に育てていただいた自分としては、何とかこのふたつの古
巣に恩返しをしたいと考えています。益々のご発展をお祈り
します。

大海原の孤島にいる夢

越智　和弘　　大学院国際言語文化研究科

自由な研究を見守ってくれた名大に感謝

飯野　和夫　　大学院国際言語文化研究科

マスなき時代にマスメディアは生き残れるか

河村　雅隆　　大学院国際言語文化研究科
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　2001年、環境学研究科が発足する時に、名古屋大学に赴任
しました。出身大学院は法学研究科で、大学では社会学を教
えてきたという経歴からすると、環境学研究科のような、境
界を越えた、異業種間交流の場のような研究の場は自分に
あっていたのかもしれません。この研究科に来て、2004年に
発生した超巨大地震スマトラ地震調査で、文理融合した研究
を行なう機会を得ました。その研究成果は『スマトラ地震に
よる津波災害と復興』（古今書院）にまとめました。
　環境学研究科に身をおいて大学の研究のあり方を眺めて見
ますと、大学の最先端の研究は、二つあることを実感します。
理学部を代表とするような、自分の研究分野をしっかりと限
定して研究を進めるような分野と、既存の研究分野の垣根を
越えて、総合化しながら、ある現実の問題を解いてゆく分野

です。総合大学は、両方が必要であると思います。社会学者
のベックが指摘するように、研究は100％、社会的にプラス
の影響をもたらすことはないにもかかわらず、分野限定型の
研究は、自分の研究成果が社会的にいかなる影響を与えてい
るのかが視野の外側におかれがちです。このことを考える
と、分野限定的な研究者と脱領域型の研究者の交流こそ、学
問の健全な発展には不可欠なはずです。こうした視点を失う
ことなく、総合大学としての名古屋大学の研究全体が発展し
てゆくことを期待しております。

　1989年 9 月に千葉工業大学から名古屋大学に移ってきまし
た。名古屋は生まれ故郷でしたが、建築計画学、特に劇場建
築の研究を当時行っており、演劇や音楽の優れた公演が少な
いと思われたこと、お付き合いをしていた演出家や舞台技術
者などがほぼ関東圏に集中していたことなどで、名古屋に行
くことに実は葛藤がありました。しかし、後を押したのは、
わたしも関わった愛知芸術文化センターへの期待です。新国
立劇場の計画を先取りして我が国の最先端の劇場を創るとい
う愛知県の意欲と、行われる演目への期待は、私の意識を大
きく変えてくれました。92年に芸文センターができ、ドイツ
公演に先駆けて行われたバイエルン歌劇場の新演出「影のな
い女」の初演に立ち会えた時には、震えが止まりませんでし
た。芸文センターは、期待通り、その後のこの地域の舞台芸

術の水準を大きく高めてくれ、建築計画者としても冥利につ
きます。一寸脱線しましたが、こちらに来てみて、名古屋は、
研究として地の利があることを実感しました。東京と大阪に
挟まれて適度に質の高い情報が入り、それでいて、雑用に忙
殺されることも少なく、自分の思う研究をじっくりと醸造さ
せる時間がある場所です。名古屋大学のオープンな気質も素
晴らしいと思います。こうした環境に支えられて研究・教育
や社会活動に多くの成果を残すことができました。ここに改
めて感謝を申し上げたいと思います。長い間ありがとうござ
ました。

　この期に及んでみると、名大での三十数年の教員生活が夢
幻のようにさえ思えてきます。同僚、教職員、学生・院生な
どの皆さんから良き刺激を受け、支えられ、助けられてきま
した。これこそ実にありがたいことです。学部、研究科、大
学に対してお役に立てることはほとんどありませんでした。
心理臨床領域のパーソンセンタード・アプローチ（PCA、
人間尊重のアプローチ）に関心をもち、個人カウンセリン
グ、エンカウンターグループ及びフォーカシングなどの実践
や研究教育に関わる機会を得ることができたことは幸いでし
た。印象深いクライアントさんやグループ参加者とのことが
浮かんできます。エンカウンターグループでは、大学の自己
発見セミナーや下呂でのグループにかかわり、新しい方式の
グループを提案したり、主にグループのアウトカム研究をて

がけました。フォーカシングでは、特に心の空間づくりを中
心としたセルフヘルプ・フォーカシングの構築に取り組みま
した。実践・研究上の未完の課題については、この先も細々
と取り組んでいければと願っています。個性豊かな学生や院
生（社会人学生や留学生など）の皆さんと出会うことができ
て楽しく過ごさせていただきましたが、必ずしも教育研究指
導が十分にできたわけではなく、その点申し訳ない思いがあ
ります。最後に、これまでにお世話になった皆様に深く感謝
し、名古屋大学のますますのご発展を祈念させていただきま
す。

脱領域型の研究分野が鍵

田中　重好　　大学院環境学研究科

名古屋の文化と研究環境

清水　裕之　　大学院環境学研究科

パーソンセンタード・アプローチとともに

伊藤　義美　　大学院環境学研究科
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　平成24年 4 月に薬学系の独立研究科として創薬科学研究科
が設置されるのに伴い、京都大学大学院薬学研究科から異動
してきました。それから、 5 年間があっという間に経ち、本
年 3 月に定年退職を迎えることになりました。その間、新し
い環境になれない私を暖かく親切にサポートしていただいた
教授会の先生方、事務の職員の方々に篤く御礼申し上げま
す。赴任時には、理学部 B 館の 4 階の教授室に一人でおり、
大学院の導入講義の立案、実施に追われていました。その後、
平成26年 4 月に博士課程が設置され、細胞薬効解析学分野と
いう研究室を立ち上げることができました。その際に、米国
サンディエゴのソーク研究所にいた小坂田文隆先生に講師と
して着任いただき、視覚再生をテーマとして研究の立ち上げ
に着手しました。平成27年 4 月には研究室として一期生とな

る大学院生が配属し、さらにその年の秋には創薬科学研究館
が竣工し、充実した施設の中で研究を行えるようになりまし
た。国立大学では初めてとなる創薬科学を標榜する大学院の
立ち上げに関わることができまして、本当に充実した 5 年間
でした。医療イノベーションが進むなかで、今後、創薬科学
の役割はますます重要になってくると思います。理学、工学、
農学、薬学といった多分野が融合して画期的新薬の創成を目
指す創薬科学研究科がさらに発展し、我国の創薬研究の推進
に重要な役割を果たしていくことを期待します。

　平成29年 3 月末をもって、長年お世話になった名古屋大学
を退職となりました。教員としては、1980年に助手として着
任以来、途中で 1 年 3 ヶ月ほど海外にて過ごしましたが、約
35年にわたり教育と研究に従事させていただきました。所属
は、工学部附属人工結晶研究施設、応用化学科、理工科学総
合研究センター、エコトピア科学研究所、未来材料・システ
ム研究所と変わりましたが、大きな変化は、理工総研着任時
に、名大東山キャンパスの鏡ヶ池のほとりから、反対側の東
の端に移ってきたときでした。古い建物が多かった共同教育
施設地区では新築 2 年目という総合研究実験棟に研究室を構
えましたが、以来15年が経過し、近辺には新しい建物が次々
に立ち並び、景観が一変しています。センターおよび研究所
に来てから、所内の研究プロジェクトなどにも参加させて頂

き、幸い、グループ内の優秀なスタッフや学生、学内・学外
の共同研究者の助力により、拙いながらも仕事が遂行できま
した。退職を期に、これらの人々に改めて深謝をささげたい
と思います。
　本学のますますのご発展とみなさまのご活躍をお祈りし
て、退職の挨拶としたいと思います。お世話になりありがと
うございました。

創薬科学研究科の発展を祈念する

赤池　昭紀　　大学院創薬科学研究科

退職にあたって

余語　利信　　未来材料・システム研究所



275号（2016年4月）
練習風景（民族舞踊団 音舞）

276号（2016年5月）
練習風景（馬術部）

277号（2016年6月）
練習風景（日本拳法部）

278号（2016年7月）
演武会（合気道部）

279号（2016年8月）
練習風景（ヨット部）

280号（2016年9月）
練習試合（女子ラクロス部）
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281号（2016年10月）
愛知こどもの国でのワークショップ

（宇宙開発チーム NAFT）

282号（2016年11月）
練習風景（放送文化研究会）

283号（2016年12月）
OB 会とのコンペ（ゴルフ部）

284号（2017年1月）
定期演奏会のリハーサル（吹奏楽団）

285号（2017年2月）
練習風景（フライングディスク部）

286号（2017年3月）
鉄棒を使った離れ技の練習（体操部）
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記事 月日 新聞等名

1 平成29年度大学入試センター試験が本学でも行われた  1.16（月） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

2 ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2017開催：２月26日 日本経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生、トヨ
タ自動車株式会社会長内山田竹志氏本学卒業生が講演

 1.16（月） 日経（朝刊）

3 論点スペシャル：直下型地震 命を守る住まい 福和伸夫減災連携研究センター教授 耐震化補助は先行投資  1.17（火） 読売

4 情報学研究科長に村瀬 洋情報科学研究科教授、理学研究科長に杉山 直同教授、国際開発研究科長に東村岳史同教
授を選出

 1.17（火） 中日（朝刊）

5 自動運転で仮想時間旅行 加藤真平本学客員准教授が設立した株式会社ティアフォーの子会社として愛知工科大学
の学生が起業

 1.17（火）
 1.26（木）

読売
朝日（朝刊）

6 時のおもり：日本の無責任 今も昔も 池内 了本学名誉教授  1.18（水） 中日（朝刊）

7 日本経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生と連合が来月にも会談し、春闘が本格的にスタートする  1.18（水） 中日（朝刊）
日経（朝刊）

8 名大発 起業ノススメ 「保守的」脱却 他大学も支援へ 名大発の学生起業家 柘植千佳さん農学部4年生は、農家や
食品加工業者と消費者を結び付けるネットサイト「Kodawarin」を運営する計画

 1.18（水） 中日（夕刊）

9 中村和弘医学系研究科教授、中村佳子医学系研究科助教らのグループは、飢餓を生き延びるための脳の仕組みを
解明

 1.19（木）
 2. 1（水）

朝日（朝刊）
毎日（朝刊）

10 天皇退位 議論のあり方 私の考え①：「未来型の視点」必要 神戸女学院大学准教授河西秀哉氏本学大学院修了  1.19（木） 日経（朝刊）

11 松林嘉克理学研究科教授らのグループは、植物の根の栄養分の通り道を守るバリアをつくるホルモンを発見  1.20（金） 中日（朝刊）

12 第5回ネイチャー・インダストリー・アワード：特別賞 岡村将也理学研究科特任助教  1.20（金） 日刊工業

13 物質科学国際研究センター長に山口茂弘トランスフォーマティブ生命分子研究所教授を選出  1.20（金） 中日（朝刊）

14 トランプ大統領 あす就任 私はこう見る 社会課題は変わらない 科学技術振興機構理事長濵口道成前総長  1.20（金） 日刊工業

15 プロ棋士で四段の藤井聡太さん教育学部附属中学校２年生が破るまで最年少プロ入り記録を保持していた加藤一二三・
九段の現役引退が決まった

 1.20（金） 毎日（朝刊）

16 トヨタ自動車株式会社会長内山田竹志氏本学卒業生は13社で発足した水素エネルギーの推進団体ついて「参加企業
で投資総額の目標を打ち出せば、より多くの企業の関連投資を活発にできる」と語る

 1.20（金） 日経（朝刊）

17 ノーベル賞 今年も日本人に期待 山本 尚本学名誉教授が今年のノーベル化学賞の候補者と取り上げられる  1.20（金） 日経（夕刊）

18 トランプ米大統領 就任演説を聞いて マウリシオ・オヘダ氏本学研究支援員は「不法滞在している人たちはもとも
と、母国で仕事がなかったから米国へ渡った。追い出されて戻っても職が見つからず、犯罪に走ってしまわないだ
ろうか」と語る

 1.22（日） 中日（朝刊）

19 チャリティー講演会「世界の中の日本人～綿から見る資本主義とその未来～」開催：22日 松尾総長と池上 彰氏ら
によるトークセッションが行われた

 1.23（月） 毎日（朝刊）

20 日本経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生は「昨年に引き続き年収ベースの賃金引き上げに前向きな検討をお
願いしたい」と語る

 1.23（月）
 1.24（火）

毎日（夕刊）
朝日（朝刊）

21 本学が南海トラフ地震など大規模災害による経済への影響を最小限に抑えようと愛知県や財界とともに７月に産学
官による研究事業拠点「あいち・なごや強靭化共創センター（仮称）」を設立する方針を決めた

 1.24（火） 読売

22 医学系研究科長に門松健治同教授、環境学研究科長に岡本耕平同教授を選出  1.24（火） 中日（朝刊）

23 8月に名古屋で開かれる NIE 全国大会名古屋大会のシンポジウムに天野 浩未来材料・システム研究所教授が登壇す
る

 1.24（火） 中日（朝刊）

24 日本経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生はアメリカのトランプ政権の動きを受け「メキシコでは日本企業が
巨額投資を行っており、見直しの方向性によっては極めて大きな影響を及ぼす」と語る

 1.24（火） 毎日（朝刊）

25 私の先生：「神様がつくった」自然 曽根好德減災連携研究センター寄附研究部門教授  1.25（水） 中日（朝刊）

26 名古屋市エコ事業所優秀賞に選ばれた鶴舞キャンパスの事例発表会が２月1日にある  1.25（水） 中日（朝刊）

27 大同大学は次期学長に同大学工学部教授神保睦子氏本学博士課程修了を選出  1.25（水）
 1.26（木）

中日（夕刊）
毎日（朝刊）
他4社

28 魅力アップへ 若い声は 野依良治本学特別教授は「街の魅力に乏しいということは、大学や企業の国際競争力に直
結する、さらに市民の将来に関わる深刻な問題だ」と語る

 1.26（木） 読売

29 愛知県 IoT 推進ラボ始動 あらゆる物に通信機能 企業の助言 専門家組織 安田孝美情報科学研究科教授  1.26（木） 中日（朝刊）

30 本学と連協協定を締結しているシンガポール国立教育研究所と、マレーシア科学大学は名古屋市教育委員会と連携
協定の覚書を締結した

 1.26（木） 中日（朝刊）

31 本学は、微生物を使って、工場などの排水処理技術を開発するベンチャー企業を2016年度中に発足する  1.26（木） 日経（朝刊）

32 天野 浩未来材料・システム研究所教授は、「発光ダイオード照明が普及すれば『国内の全消費電力の７％の省エネ
が可能』で窒化ガリウムをパワー素子として応用できれば〝遠慮した〟試算でも、さらに9％程度の省エネが期待
できる」と語る

 1.27（金） 日刊工業
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33 本学やトヨタ自動車グループなどと組み自動運転車の実験を行う愛知県が、全国で初めて今夏、ドライバーを乗せ
ない無人の自動運転車を公道で行う市町村を公募

 1.27（金） 中日（朝刊）

34 講演会「日本の『近代』と『戦後民主主義』～戦後つくられた『福沢諭吉神話』」開催：12月4日 安川寿之輔本学
名誉教授が講演

 1.27（金） 中日（朝刊）

35 竹中康司工学研究科教授らのグループは、温めると縮む新素材を発見  1.27（金） 科学新聞

36 第22回名古屋メダルセミナー開催：27日 野依良治本学特別教授と山本 尚本学名誉教授による名古屋メダルの授与
と受賞者の記念講演が行われた

 1.28（土） 中日（朝刊）

37 本学の中間出願状況が発表され、前期では工学部機械・航空宇宙工学科が1.3倍と高くなっている  1.28（土） 毎日（朝刊）
他２社

38 まちづくりから減災を考えるシンポジウム～未来の子どもたちに残すもの～：27日 産官学フリーディスカッショ
ンパネリスト 福和伸夫減災連携研究センター教授

 1.31（火）
 2.10（金）

中日（朝刊）
中日（朝刊）

39 豊田工業大学先進触媒開発研究センター第1回シンポジウム開催：３月10日 斎藤 進理学研究科教授が「触媒的水
素マネージメント・水素を操る化学変換」をテーマに講演

 1.31（火） 中部経済

40 第14回キャンパスベンチャーグランプリ中部：CVG 中部大賞 鈴木雅也さん経済学部生、新居 舜さん理学研究科生 
特別賞名古屋産業人クラブ会長賞 三野稜太さん本学学生、大越拓実さん本学学生

 1.31（火） 日刊工業

41 祖父江元医学系研究科特任教授、石垣診祐同寄附講座助教らのグループは前頭側頭葉変性症が FUS の機能不全で発
症する可能性が高いことを突きとめた

 2. 1（水） 中日（朝刊）

42 キャンプ地 名大生の挑戦 宮崎・日南 ファンの宿泊施設開業 奥田慎平さん農学部３年生がオープン  2. 1（水） 中日（夕刊）

43 教育＠とうかい：5大学連携 起業家育成 本学が起業家育成に本格的に取り組んでいる  2. 2（木） 読売

44 産業防災 名大に中核拠点 中部の産学官連携 本学と愛知県、中部経済連合会などが協力し、７月に「あいち・なご
や強靭化共創センター（仮称）」を減災連携研究センター内に設置予定

 2. 2（木） 日刊工業

45 本学は小児科医局から医師一人を派遣し、愛知県が10月に三河青い鳥医療療育センター第二病棟を開所することに
協力する

 2. 2（木） 中日（朝刊）

46 国立大学は一般入試の出願を締め切り、本学の前期志願者数は4602人で、倍率2.7倍だった  2. 2（木） 中日（朝刊）
他２社

47 飛行ロボットシンポジウム「マルチコプター2.0時代へ『空の産業革命』を迎えて」開催：20日 東山キャンパスで
開かれる

 2. 2（木） 日刊工業

48 赤﨑 勇本学特別教授、天野 浩未来材料・システム研究所教授がノーベル賞を受賞したのをきっかけに開始した
「LED 出前授業」を豊田合成株式会社が本社近隣の小学生に行った

 2. 2（木） 中部経済

49 本学と名古屋証券取引所、日本公認会計士協会東海会は、大学発ベンチャー企業を支援する共同研究を始めると
発表

 2. 2（木） 毎日（朝刊）
他３社

50 須藤健悟環境学研究科准教授と海洋研究開発機構は地球全体の大気汚染物質排出量の長期変動をデータ同化により
世界で初めて確定

 2. 2（木）
 2.14（火）

中日（朝刊）
日刊工業

51 長谷川泰久工学研究科教授らは、ロボット支援によるニューロリハビリテーション効果を検証するラット用実験モ
デルを開発した

 2. 3（金） 日刊工業

52 物質・材料研究機構理事長橋本和仁氏は天野 浩未来材料・システム研究所教授と小出康夫同機構理事が手を組む共
同研究ラボについて「この２人にふたたび、力を合わせてもらえる」と語る

 2. 3（金） 日刊工業

53 魯迅 思想の変容探る 中井政喜本学名誉教授が書籍「魯迅～後期試探～」をまとめた  2. 4（土） 中日（朝刊）

54 村松秀城医学部附属病院助教らのグループは、遺伝性血液疾患について、原因になり得る180超の遺伝子の有無を
迅速に見つけだせる機械を使う、新たな診断方法を開発

 2. 5（日） 中日（朝刊）

55 病院の実力：スポーツ外傷 本学の治療実績が取り上げられる  2. 5（日） 読売

56 味な提言：①発酵食品って何？ 微生物の力 旨味を引き出す活動 名城大学農学部教授加藤雅士氏本学卒業生  2. 5（日） 中日（朝刊）

57 大幸キャンパスにある「汪兆銘の梅」が取り上げられる  2. 6（月） 中部経済

58 44歳で死去した宇宙航空研究開発機構助教の故飯島祐一氏本学卒業生の名前が小惑星につけられた  2. 6（月） 中日（夕刊）

59 教育発達科学研究科長に植田健男同教授を選出  2. 7（火） 中日（朝刊）

60 拓く研究人（152）：ナノテクで機能性材料創出 田川美穂未来材料・システム研究所准教授  2. 8（水） 日刊工業

61 2025年国際博覧会の大阪の誘致活動トップに、日本経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生が就くことが決
まった

 2. 8（水） 朝日（朝刊）

62 同一労働同一賃金 指針案 日本経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生は「企業側に、労働者に分かりやすく説
明する義務を課すべきではないか」と語る

 2. 8（水） 毎日（朝刊）

63 藤田祐一生命農学研究科教授は黄疸原因物質の生成解明について「今回のタンパク質反応は、通常は見られないユ
ニークな反応。非常に価値の高い発見だ」と語る

 2. 8（水） 西日本新聞
（朝刊）

64 天野 浩未来材料・システム研究所教授が研究を進める「次世代半導体」の実用化に向け、共同事業体が総会を開
き、今後の研究開発の目標年限を定めた行程表をまとめた

 2. 9（木） 読売
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65 シンポジウム「トランプ時代の気候変動とビジネス」開催：6日 髙村ゆかり環境学研究科教授が「パリ協定」脱退
について「共和党も賛成して締結した条約で政治的に難しいのでは」との見方を示した

 2. 9（木） 朝日（朝刊）

66 インドネシア経済担当調整大臣府次官リザル・アファンディ・ルクマン氏本学博士課程修了が愛知県と「経済交流
に関する覚書」を結ぶため、大村秀章知事を訪れた

 2. 9（木） 読売
中日（朝刊）

67 日本経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生は名古屋市内で記者会見し「東海地区は全国と比べ経済状況は良い。
賃上げ、働き方改革でけん引する立場だと思う」と語る

 2. 9（木） 中部経済
中日（朝刊）

68 近世史研究会例会開催：18日 文学部大会議室で行われる  2. 9（木） 中日（夕刊）

69 西谷智博シンクロトロン光研究センター特任講師らが2015年７月に設立した株式会社フォト・エレクトロン・ソウ
ルが、独自の電子技術を生かし、株式会社東レリサーチセンターと共同で、次世代型の電子顕微鏡の開発に乗り出す

 2. 9（木）
 2.10（金）

中日（朝刊）
日経（朝刊）

70 国土交通省中部地方整備局の「災害に強いまちづくり」意見交換会が開かれ福和伸夫減災連携研究センター教授は
｢良い取り組みが個々の自治体でとどまってしまうのがもったいない」と語る

 2.10（金） 中日（朝刊）

71 本学や愛知教育大学、岐阜大学などで LGBT の当事者や理解者が交流するサークルが広がっている  2.10（金） 朝日（夕刊）

72 経済サプリ：女性関与の農業経営 利益率を引き上げへ 生源寺眞一生命農学研究科教授  2.11（土） 中部経済

73 のよりサロン：「人類存続に貢献する日本」 21世紀は国同士協力を 野依良治本学特別教授が本学学生と議論を交わす  2.12（日） 中日（朝刊）

74 豊田佐吉氏の生誕150年を記念する式典が静岡県湖西市で開かれ、豊田章一郎全学同窓会会長らが列席  2.12（日）

 2.14（火）

中日（朝刊）
他２社
日刊工業

75 中根の目：AO・推薦入試の定員 10位名古屋大学  2.14（火） 毎日（朝刊）

76 野依良治本学特別教授、益川敏英同特別教授、小林 誠同特別教授、下村 脩同特別教授、赤﨑 勇同特別教授、天野 浩
未来材料・システム研究所教授など愛知県と名古屋市は、ゆかりのノーベル賞受賞者の業績などを伝える施設を整備
する

 2.14（火） 日経（朝刊）

77 豊田佐吉生誕150年 豊田家の家計図 豊田章一郎全学同窓会会長  2.14（火） 中日（朝刊）

78 椿淳一郎本学名誉教授と法政大学などの研究グループは、化学凝集剤を使わずに微粒子懸濁液から粒子を凝集させ
る技術を開発

 2.15（水） 日刊工業

79 本学と宮崎大学、理化学研究所などは、「ゲノム編集」技術で、生物実験に使う野性由来のマウスをおとなしくする
ことに成功

 2.15（水） 日刊工業

80 本学と連携し「理系女子」の発掘に力を入れるなど、愛知県が首都圏からの「UIJ ターン」を狙い、「住みやすさナ
ンバーワン」を発信

 2.15（水） 中日（朝刊）

81 本学の留学生が名古屋市緑区有松を訪れ、伝統工芸の有松絞の体験や街並み散歩を楽しみ、中国出身の邢文武さん
本学留学生は「母がやる中国の刺しゅうとは、また異なって面白い」と語る

 2.15（水） 中日（朝刊）

82 政府は働き方改革実現会議で、長時間労働是正のための新制度案を提示し、日本経済団体連合会会長榊原定征氏本
学卒業生は「実態とかけ離れた厳しい規制は、国際競争力や中小企業に影響を及ぼす懸念がある」と語る

 2.15（水） 毎日（朝刊）

83 本学と名古屋証券取引所、日本公認会計士協会東海会は、大学発ベンチャー企業を支援する共同研究を始めた  2.15（水） 日経（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

2月10日（金）～3月24日（金）
場　　所：博物館野外観察園
　　　　　セミナーハウス２階
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：土・日・祝日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館野外観察園セミナーハウス サテライト展示 
「博物館友の会写真サークル 写真展」

2月16日（木）～5月31日（水）
場　　所：附属図書館医学部分館
　　　　　２階入口ホール
時　　間： 9：00～20：00（平日） 

（3/21～31は～17：00）、 
13：00～17：00（土曜日）

休 館 日：日・祝日、3月25日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館医学部分館　052-744-2505

附属図書館医学部分館ミニ企画展 
「帝国大学へ あと一歩－官立名古屋医科大学の八年－」

内　　容： 医学部史料室（附属図書館医学部分館4階）に所蔵する史料の
中から、官立名古屋医科大学時代（1931-1939）の教育、研究、
診療、そして名古屋帝国大学創設に関連する図書、写真などを
展示公開する

［関連特別講演会］（5/18）
場　　所：医学部附属病院基礎研究棟1階会議室２
時　　間：14：00～15：30
講演題目：「医育統一・インチキ学校征伐・官立医大不振－医育の1930年代－」
講 演 者：吉川卓治（教育発達科学研究科教授）
参 加 費：無料

3月14日（火）～7月8日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日および夏季休暇期間
　　　　　（6月11日臨時開館）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第23回博物館特別展「球状コンクリ－ションの謎 
－化石永久保存のメカニズム」
内　　容： 日本や世界各地の球状コンクリ－ションとともにその研究の 

最前線について紹介する

［関連特別講演会］
場　　所：博物館３階講義室
時　　間：13：30～15：00
講演題目：「球状コンクリ－ションの謎」（4/1）
講 演 者：吉田英一（博物館教授）
講演題目：「コンクリ－ションとコンクリ－ト」（4/15）
講 演 者：丸山一平（環境学研究科教授）
対　　象：一般
参 加 費：無料

3月20日（月）
場　　所：理学南館1階
　　　　　坂田・平田ホール、他
時　　間：15：00～17：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
学術研究・産学官連携推進本部
052-789-6791

名古屋大学オープンレクチャー2017
講演題目：「素粒子を調べる最強加速器実験のはなし」
講 演 者：居波賢二（理学研究科准教授）
講演題目：「資源開発と技術革新の昔ばなし：人類史から学ぶ生存戦略」
講 演 者：門脇誠二（博物館講師）
講演題目：「植物の巧みな生き方のはなし」
講 演 者：木下俊則（トランスフォーマティブ生命分子研究所教授）
講演題目：「台風のはなし」
講 演 者：坪木和久（宇宙地球環境研究所教授）
講演題目：「物質からのミクロな暗号を読み解くはなし」
講 演 者：武藤俊介（未来材料・システム研究所教授）
講演題目：「世界で一番うすい物質のはなし」
講 演 者：楠美智子（未来材料・システム研究所教授）、
　　　　　北浦　良（理学研究科准教授）、伊藤英人（教養教育院講師）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

3月21日（火）
場　　所： 環境総合館1階レクチャーホール
時　　間：13：30～17：00

［問い合わせ先］
環境学研究科
附属地震火山研究センター　052-789-3046

環境学研究科附属地震火山研究センター 
2016年度年次報告会
内　　容：講演、ポスターセッション

3月23日（木）
場　　所：文系総合館5階
　　　　　アクティブラーニングスタジオ
時　　間：16：00～18：00
対　　象：本学および近隣の大学関係者 
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
教授　夏目達也　052-789-5693

高等教育研究センター 
第84回客員教授セミナー
講演題目：「大学のガバナンス改革のめざすもの
　　　　　－日・英・蘭３カ国比較－」
講 演 者：ドナルド・ウェスターハイデン氏（トゥエンテ大学上級研究員）
内　　容： 日本、イギリス、オランダの高等教育におけるガバナンスの構造

と改革の特徴を、大学執行部と一般教職員の自⼰統治の関係に
言及しつつ検討する

3月25日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：14：00～15：00
定　　員：200名（立ち見あり）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館コンサート NUMCo 
「アンデス音楽への旅－白い大地・風紡ぐ歌」

演奏曲目：「コンドルは飛んでいく」、「花まつり」、他
出　　演：ティエラブランカ

4月3日（月）～7月7日（金）
場　　所：博物館野外観察園
　　　　　セミナーハウス２階
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：土・日・祝日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館野外観察園セミナーハウス サテライト展示 
「名大キャンパスの野鳥」

［関連企画］
「キャンパス探鳥会」（4/29）　※雨天順延（予備日は5/6）

場　　所：東山キャンパス
時　　間：9：00～11：00
参 加 費：50円（保険料）

4月13日（木）
場　　所：減災館1階減災ホール
時　　間：18：00～19：30
定　　員：100名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
減災連携研究センター　052-789-3468

第129回防災アカデミー
講演題目：「中部地方整備局における南海トラフ巨大地震に対する取組
　　　　　－東日本大震災を踏まえて－（仮題）」
講 演 者：岡村次郎氏（国土交通省中部地方整備局企画部長）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

4月15日（土）
場　　所：博物館２階実験室
時　　間：13：00～16：00
定　　員：各回23名
対　　象：小学5年生以上、一般
参 加 費：50円（保険料等）

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

ミクロの探検隊Ⓡ 
「ホニュウ類の組織を電子顕微鏡で見よう」

内　　容： 生物顕微鏡、走査型電子顕微鏡を使用し、すい臓や気管などの 
組織を観察し形や働きを学ぶ

27NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.286

名大トピックス No.286　平成29年３月15日発行

編集・発行／名古屋大学総務部広報渉外課

本誌に関するご意見、ご要望、受賞の掲載、記事の掲載などは広報渉外課にお寄せください。

名古屋市千種区不老町（〒464-8601）　TEL 052-789-2016 　FAX 052-788-6272　E-mail kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

名大トピックスのバックナンバーは、名古屋大学のホームページ（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/index.html）でも
ご覧いただけます。

イベントカレンダー

表紙
鉄棒を使った離れ技の練習

（体操部）
（平成29年1月28日）

表紙サークル紹介

私たち体操部は、男子は床・跳馬・吊り輪・鞍馬・平行棒・鉄棒の計6種
目、女子は跳馬・段違い平行棒・平均台・床の計4種目の器具を行ってい
ます。大学から体操を始めた初心者も多いこの部活ですが、9月に開催さ
れる7大戦で優勝することを1番の目標として、部員同士考え合いながら
練習を行っています。練習は平日に3回、隔週で土曜日と、比較的練習量
は多いですが、多くの部員が勉強、バイトと両立しながら活動に取り組ん
でいます。また、滋賀県にある栗東体育館での合宿やその他の親交イベン
トも頻繁に行っています。

体操部



　前回紹介した環境医学研究所は、設置以来名称が変わら
ず、他部局との統合等もありませんでしたが、宇宙地球環
境研究所は、2015（平成27）年10月に太陽地球環境研究所・
地球水循環研究センター・年代測定総合研究センターを統
合して創設されたものです。今回はその中から、太陽地球
環境研究所の歴史を取り上げます。
　太陽地球環境研究所は、1949（昭和24）年5月の新制名古
屋大学の発足と同時に、「空電研究所」として附置されま
した。空電とは雷によって発生する電波のことで、当時は
とくに雷雲の探知技術が、航空機の安全な航行に不可欠な
ものとして注目されていました。名古屋帝国大学には、戦
前から空電研究の先駆者であった金

きん

原
ばら

　淳
あつし

工学部教授が在
籍しており、初代所長に就任しました。
　空電研究所は、愛知県豊川市の豊川海軍工廠跡地の一部
に置かれました。名古屋の東山地区は、地形の起伏が大き
く空電の観測に向かないということで、すでにここには

金原教授らの観測施設がありました。
　空電研究所は、附置当初は2部門制でしたが、その後は
研究分野を太陽電波、宇宙電波、太陽放射、超高層電磁放
射などへと広げつつ研究部門の拡充が図られ、1975年には
7部門制となりました。また附属施設として、1950年代か
ら60年代にかけて4つの観測所が設置されました。その
後、大気の科学的研究や太陽地球システムのグローバルな
研究が求められるようになり、1980年頃から研究所の改組
の検討が始まりました。
　そして1990（平成2）年6月、理学部附属宇宙線望遠鏡研
究施設との統合により、4つの大部門からなる「太陽地球
環境研究所」に改組され、宇宙科学と地球科学に跨

またが

る日本
唯一の全国共同利用研究所（のち共同利用・共同研究拠点）
として再出発しました。
　2006年には、本拠を東山キャンパスに移し、それまでの
豊川の施設は「豊川分室」とされました。

名古屋大学基金へのご寄附をお願い申し上げます。この基金は、平成18年３月に創設され、学生育英事業、教育・研究環境整備
事業、国際交流事業などの充実のために活用されます。ご寄附のお申し込み、お問い合わせは広報渉外課（基金事務局）あて（電
話052-789-4993，2011、Eメール kikin@adm.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金

1　 1952年頃の空電研究所。豊川海軍工廠跡地は占領軍が接収していたが、アメリカ空軍が金原教授の
研究に注目し、その研究に供するため、いち早くその一部の接収が解除された。そのため、空電研
究所の区域には、占領軍兵士の立入禁止の標識が掲げられていた。

２　 空電研究所の観測装置（昭和20年代～30年代）。
３　 山梨県の富士観測所（写真は1990年頃のもの）。空電研究所時代に母子里（北海道）、鹿児島、佐久

島（愛知県）、富士の4観測所が設置された。そのうちの佐久島を除く３か所に陸別観測所（北海
道）を加えた4か所は、現在も宇宙地球環境研究所の附属施設として観測を続けている。

4　 2001年頃の太陽地球環境研究所全景（樹木で覆われている区域）。現在は宇宙地球環境研究所豊川分室となって
いる。

5　 研究所共同館Ⅰ（2014年8月撮影）。東山移転後、太陽地球環境研究所は共同教育研究施設1号館等に入ったが、
2013年に同館を建て直す形で研究所共同館が新築された。2016年にはその隣に研究所共同館Ⅱが新築されている。

1 ２

5 ３ 4
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