
　松尾　稔　総長の任期満了（平成１４年３月３１日）に伴う総長選挙が行われ、現職の松尾　総長が再選されました。

任期は、平成１４年４月１日から２年間です。

　次期総長候補者の選考は、名古屋大学総長選考基準に基づき、第１次選挙を平成１４年１月２８日に行い、得票多数

の１０名を第１次総長候補者に選出しました。次いで、２月１８日に行われた第２次選挙において有権者の過半数を得

票した松尾　総長が、同日に開催された評議会で次期名古屋大学総長候補者として選考されたものです。
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名古屋大学討論会
「国の科学技術推進政策について」を開催

　討論会「国の科学技術推進政策について」が、２月

２３日に本学及び周辺大学の研究者約６０名の参加を得て

開催されました。

　これは、わが国の科学技術推進政策について論じる

ことを目的に、松尾総長の主催により開催されたもの

で、石井紫郎 総合科学技術会議議員及び渡邉　信 内

閣府政策統括官（科学技術政策担当）付参事官を話題

提供者として招へいしました。

　はじめに石井議員から「科学技術基本計画の分野別

推進戦略と大学」、次いで渡邉参事官から「環境分野

の推進戦略の背景と理念」についてそれぞれ話題提供

があった後、参加者から多数の質問があり、活発な意

見交換が予定時間を超えて繰り広げられました。

▲（左から）石井議員及び渡邉参事官 ▲熱心に聴講する討論会参加者

▲意見を述べる松尾総長
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発達心理精神科学教育研究センター
創設記念式典が開催される

　昨年の４月１日に本学の学内共同教育研究施設とし

て設置された、発達心理精神科学教育研究センターの

創設記念式典及び記念講演会が、２月１日に国際開発

研究科棟多目的オーディトリアムにおいて開催され、

学内外の関係者８０余名が出席しました。

　同センターは、発達心理学、臨床心理学及び児童精

神医学と密接に連携しながら、近年社会的に大きな関

心を集めている、いじめ、不登校、家庭内暴力、自閉

症、子どものうつ病など、子どもを巡るこころの問題

に取り組むことを目的として設置されたもので、母子

関係援助分野、児童精神医学分野、学校カウンセリン

グ分野の３研究分野からなり、また臨床活動の場とし

て心理発達相談室を置き、地域住民のこころの問題の

相談機関として重要な役割を果たすとともに、臨床心

理士、スクールカウンセラー等を目指す大学院生の臨

床訓練の場として活動を行う予定です。

　創設記念式典では、松尾 総長からセンター設置に対

する祝辞があり、引き続き、文部科学省 高等教育局長

（代読：秋葉正嗣 企画官（兼）高等教育政策室長）から、

本センターが文理融合型の教育研究施設として設置さ

れたこと、その成果について大いに期待している旨の

祝辞が述べられました。次いで、安彦 教育発達科学研

究科長から、同センターが設置されたことに対し関係

機関等への謝辞と今後への期待等を含んだ祝辞があっ

た後、本城 センター長からスライドを利用してセン

ターの紹介が行われました。引き続き行われた記念講

演会では、笠原　嘉 名誉教授による「心と社会－アイ

デンティティ論再考」と題した講演が行われ、質疑応

答では活発な意見交換が行われました。

▲松尾総長による祝辞 ▲笠原名誉教授による講演▲文部科学省高等教育局長の祝辞を
　代読する秋葉企画官
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中央アジア諸国の法整備に関する
国際シンポジウムを開催

　法学研究科は、２月１６、１７日の両日、「２１世紀中央

アジアにおける体制転換と法－法整備の現状と課題

－」をテーマに、中央アジア３カ国（カザフスタン、

キルギス、ウズベキスタン）の法曹関係者の他世界銀

行、アジア開発銀行、国際協力事業団等の援助機関関

係者約１３０名を招き、国際シンポジウムを市内で開催し

ました。

　シンポジウムでは、各国の司法行政及び法学教育の

最前線に立つ司法大臣、最高裁判所長官、国立大学学

長ら約２０名から、自国の法整備や司法改革及び法学教

育の現状・課題について報告があり、活発な意見交換

が行われました。

　同研究科では１９９８年以来、カンボジア、ラオス、ヴィ

エトナム、モンゴルを対象に「アジア法整備支援」事

業を推進しており、各国の法制度の調査研究、立法・

司法及び法学教育に携わる人材の育成支援を行ってき

ました。今回のシンポジウムが中央アジアの法制度に

関する今後の研究や関係者のネットワークの構築、ひ

いてはこれら諸国の法整備支援への足がかりになるこ

とが期待されます。

▲基調報告風景 ▲各国代表者（総長表敬訪問時）

▲松尾総長によるあいさつ
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高度技術セミナーを開催

　先端技術共同研究センター主催による平成１３年度高

度技術セミナー「プラズマ技術のフロンティア」が、

１月３１日、２月１日にベンチャー・ビジネス・ラボラ

トリーにおいて開催されました。

　このセミナーでは、モノ作りを支える基盤技術であ

るプラズマを用いた微細加工技術や材料プロセス技術

の最先端の動きや関連技術の動向を、産学官の各種機

関に勤務する研究者や技術者等に情報提供を行うため

開催されたもので、２日間に亘るセミナーでは最後ま

で、活発な質疑応答が行われました。

高度技術セミナー日程

講　　義　　題　　目担当者（所属）期日

プロセス用プラズマ源の最近の
話題

菅井　秀郎
（工学研究科教授）

１
月　

日　
３１

（木）

プラズマ診断・モニタリング技
術の進展

河野　明廣
（同センター教授）

レーザーアブレーションプラズ
マの基礎と応用

佐々木　浩一
（工学研究科助教授）

深堀りのプラズマエッチングに
よるMEMSの新展開

羽根　一博
（東北大学教授）

２
月
１
日　
（金）

時空間ラジカル制御技術とエッチン
グおよび薄膜形成プロセスへの応用

堀　　　勝
（工学研究科助教授）

半導体の付加価値とその変遷、
差別化の源泉

山田　雅雄
（客員教授）

炭素ナノ材料の合成と応用
三重野　哲
（静岡大学教授）

プラズマ技術のバイオ関連分野
への応用

高井　　治
（工学研究科教授）

農学国際教育協力研究センターが
第４回及び第５回オープンセミナーを

開催

　農学国際教育協力研究センターは、昨年１２月２０日、

今年度第４回目のオープンセミナーを開催しました。

　国際協力事業団（JICA）と同センターが協力して取

り組んでいる、ナミビア大学農学部強化支援プロジェ

クトのカウンターパート研修員として来日している同

大学農学部食品学科長カンダンド博士（Dr. R. J. 

Kandando）を 講 師 に 迎 え て、「Industrial and 

Economic Potential of Namibian Seaweed」と題した、

ナミビアの豊富な水産資源である海草の経済価値やそ

の利用方法、さらに、今後の課題など大学として果た

すべき役割についての講演が行われました。

　また、２月２２日には鷲見一夫　新潟大学法学部教授を

講師に迎えて、第５回オープンセミナーを開催しまし

た。鷲見教授は「コタパンジャン・ダム被害者住民を

支援する会」代表を務めるなど、実践的な海外活動も

手がけており、「ODA改革を怠った過去１０年のツケ―

社会・自然環境の破壊問題に加えて浮上してきた債務

キャンセル問題と国際公的不良債権の処理―」をテー

マに現地取材を通じて得た多くの資料を用いて講演を

行いました。

　第４回、第５回ともに、講演後には熱心な質疑が行

われました。
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事務官のための最先端医学説明会を開催

　医学部は、２月２７日、医学部鶴友会館において「事

務官のための最先端医学についての説明会」を開催し

ました。

　これは、高度先端医療の研究開発に取組む研究者を

招いて、普段では聞くことのできない話を分りやすく

説明してもらうもので、小池　事務局長をはじめ約５０名

の事務職員が参加しました。

　今回は第１回目として、現在の医学研究の最先端を

担う「遺伝子医療の研究」と、私たちにもっとも身近

な成人病の一つである「脳卒中の予防・治療と医療体

制」にスポットをあて、吉田　脳神経外科学教授、 

水野　遺伝子治療学助教授、宮地　脳血管内治療学助教

授の３名の講師から、現在取組んでいる研究について、

ビデオやスライド等を盛り込みながら説明を受けまし

た。

　このグループは、昨年の４月に「寄附講座バイオ医

療学（東レ）」を立ち上げ、遺伝子医療分野において

積極的な取り組みをしてきています。更に、平成１４年

４月には、もう一つの最先端技術医療の中核をなす再

生医療分野の研究を進める「寄附講座組織工学（J-

TEC）」と連携を図り、遺伝子・再生医療センターを

新設し、実用化医療を目指していく予定です。

　説明会終了後、講師の案内により、参加者は寄附講

座バイオ医療学研究室を訪れ、実際に研究の現場を見

学しました。

◎プログラム

　○吉田　　純

「脳神経外科が進めている高度最先端医療と救命

救急医療の将来展望」

　○水野　正明

「遺伝子・再生医療の基礎知識」

　○宮地　　茂

「脳血管内治療による脳卒中の予防外科」

▲説明を受ける小池事務局長を始めとする事務局職員 ▲説明を行う吉田教授
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　定年を迎えられ、この３月３１日をもって退官される次の教授から、本学を去るに

あたってのことばを頂きましたので、掲載します。

平成１３年度
定年退官教授のことば

渡邊　　誠　　（文学研究科人文学専攻）

新海　英行　　（教育発達科学研究科教育科学専攻）

櫻井　克彦　　（経済学研究科産業経営システム専攻）

北門　新作　　（理学研究科素粒子宇宙物理学専攻）

松浦　民房　　（理学研究科物質理学専攻）

林　　博司　　（理学研究科附属臨海実験所）

早川　哲夫　　（医学研究科分子総合医学専攻）

大野　良之　　（医学研究科健康社会医学専攻）

渡邊　一功　　（医学研究科健康社会医学専攻）

吉田　松年　　（医学研究科附属病態制御研究施設）

前田　憲志　　（大幸医療センター在宅管理医療部）

柘植　　新　　（工学研究科応用化学専攻）

沢木　泰彦　　（工学研究科物質化学専攻）

山内　睦文　　（工学研究科材料機能工学専攻）

佐野　正道　　（工学研究科材料プロセス工学専攻）

八田　一郎　　（工学研究科応用物理学専攻）

長藤　友建　　（工学研究科機械情報システム工学専攻）

藤原　俊隆　　（工学研究科航空宇宙工学専攻）

河上　省吾　　（工学研究科地圏環境工学専攻）

今井　忠良　　（生命農学研究科応用分子生命科学専攻）

奥村　純市　　（生命農学研究科応用分子生命科学専攻）

佐々木幸子　　（生命農学研究科生物情報制御専攻）

吉田　重方　　（生命農学研究科附属農場）

青本　和彦　　（多元数理科学研究科多元数理科学専攻）

武田　周一　　（国際言語文化研究科国際多元文化専攻）

小川　克郎　　（環境学研究科地球環境科学専攻）

尾里建二郎　　（生物分子応答研究センター動物機能制御部門）

藤間　幸久　　（理工科学総合研究センター総合エネルギー科学）
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おいしい考古学
渡　邊　　　誠

　私は昭和４３年（１９６８）慶応義塾大学大学院博士課程

を終了し、�古代学協会に職を奉じたが、学生時代以

来一貫して縄文時代の考古学的研究に従事してきた。

そして学生時代は貝塚の研究が主であったが、古代学

協会時代には縄文時代を全般的に研究するようになっ

た。それは職務でもあったし、地域的にも海岸部のみ

でなく内陸部にまで研究範囲を拡大するように展開し

た。特に食糧問題においてそれまでの水産資源重視型

から植物資源に目を向けるようになり、民俗調査をも

行なうようになり、目の前が大きく開けてきた。

　食糧問題は多岐にわたり初期には困難さがあった。

しかし採集・捕獲、そのための道具、貯蔵、処理加工、

食器等々の問題は、経験を深めることによって理解度

が高まる側面もあり、特に標本を作りながらその味を

確かめることは、楽しみでもあった。おいしい考古学

の始まりである。

　昭和５４年（１９７９）に名古屋大学に転じることになっ

たが、小さな民間の研究機関から総合大学に移る私に、

本学の旧教養部におられたことのある故岡崎敬九州大

学教授より、いろいろな学部の図書室をのぞき、いろ

いろな分野の先生方、特に理系の先生方とはよくお付

き合いして頂き、視野を大きく広げて研究せよ、それ

が総合大学の利点であるというアドバイスを頂いた。

考古学の世界に生態学的観点を導入した先生ならでは

御教示であり、大変ありがたい指針となった。

　そして１９８１年からは韓国の民族考古学的調査を行な

うことになり、さらに視野が拡大されてきた。なかで

も韓国のドングリ豆腐の調査は、毎年実習で作る楽し

みができたばかりでなく、縄文土器の起源を解明する

うえに大きな手掛かりとなった。

　また貝類・魚類・哺乳類などの自然遺物の調査法は

国際協力にも役に立ち、ついには韓国の国立木浦大学

と本学との協定締結のきっかけにもなったのである。

　こうした研究を進めるなかで、また客観的には市街

地の再開発に伴う中・近世考古学の発達もあって、縄

文文化と現代との関係が密接に感じられるようになっ

てきた。言い換えれば、日本文化の基層文化研究とい

う目標が確立してきたのである。

　考古学は発掘などによって得られた物質資料に基づ

く歴史学の半分を担う学問であるが、残り半分の文献

史料による文献史学、一般的にはこれが歴史学と誤解

されているが、この両者の統合によって歴史学を構成

されている。ただし両者には一長一短があり、お互い

に補完関係にある。文献史学は政治・経済史に、考古

学は文化史・技術史、そして国際交流の実証的研究に

より強みを発揮する。これを言い換えれば物質文化史

ということになる。

　いわば物質文化史学の確立こそが、考古学の近未来

の重要目標なのであるが、実際の研究に当っては、文

系の知識だけでは不足であるばかりでなく、文系の知

識さえあまりにも多岐に亘るものを消化しなければな

らない。それでもこうした研究を進めてくることがで

きたのは、本学で多くの先輩の先生方や同僚に恵まれ

たためであり、この素晴らしい知的環境に大いに感謝

申し上げたい。

　そしてこの環境が一層充実しますます発展すること

を、衷心より祈念致します。ありがとうございました。
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悔いのない２６年　―自由で闊達な学風の中で―
新　海　英　行

　１９７６年４月着任以来、２６年間本学に在籍したことになる。

まさに光陰矢の如しである。あれこれ思い起こすまま私の研究

と教育の足跡をふり返り、感謝の思いを表したい。

　私の所属する社会教育研究室は初代の先生方（故・古

木弘造・故・小堀　勉の両先生）はもっぱらイギリスとアメリカ

の成人教育史研究の先駆者であられ、社会教育学界ではイ

ギリス派と称されていた。先生方を中心に欧米成人教育史

研究を比較史的に深めるうえで、ドイツ成人教育史研究が不

可避的要件と考えられるようになり、私がその役割を担うことに

なった。それ以来細 と々ではあるが、ドイツ成人教育の先駆形

態である民衆教育の形成過程の解明に努めてきた。ドイツ研

究を集成した拙論（博士論文）「現代ドイツ民衆教育史研究

－ヴァイマル期民衆大学の成立・発展過程を中心に－」もこう

した研究室の伝統的な欧米研究の所産の一つといえよう。私

のドイツ研究では、社会行政や社会事業との関連で社会教

育をとらえる古木先生の研究課題を継承し、政治主体として

の国民の主体形成を社会教育の公的組織化の基本問題と

して設定した小堀先生の社会教育史研究の方法論に依拠

していたからである。

　もう一つの研究テーマは現代日本社会教育史研究である。

そもそも同テーマはわが研究室の３代目の後継者であり、

１９７４年名古屋大学着任以降１９９０年まで社会教育の主任

教授を担当された小川利夫先生の提案によるものであった。

この共同研究に参加し、とりわけ第１次大戦後からファシズム

期に至る戦間期社会教育と第２次大戦後改革期、なかでも

占領期社会教育の歴史的性格の分析に取り組んだ。いず

れも社会教育の有力な論者に注目しつつ、社会教育におけ

る近代的な教育的価値（社会教育の自由、権利としての社

会教育、社会教育における住民自治、社会教育行政の独

立性など）がいかに生成、発展したか、その歴史的契機と要

因・背景の解明に研究室をあげて専念し、多くの成果をあげ

ることができた。

　３つ目の研究テーマは社会的弱者（マイノリティ）の社会

教育に関する研究である。子ども・青年、女性、障害者、高齢

者、および在日外国人をめぐる社会教育ないし生涯学習へ

の教育的援助の実態と問題の所在を分析した実践的研究

である。これらの研究も多くは院生たちとの共同研究を適宜組

織し、文献・資料の検討やフィールドの調査分析に取り組ん

できたものである。これらの研究はいずれもまだ実践分析の域

をこえていないだけに、今後理論的に深めたい研究課題であ

る。

　ふり返ると、本学在籍中は多くの時間とエネルギーを研究

室を中心とする共同研究に投入した。共同研究には研究室

の教官、院生、院生OB、さらに研究室外のメンバーを含め、ま

がりなりにも集団的な研究活動を進めることができた。それにし

ても上述のような共同研究が実現できたのも私の研究室には

１５名から２０名近い院生が常時在籍したことによる。社会教

育、すなわち学校教育以外のすべての教育を意味するこの

分野では人 の々全生涯にわたる発達と教育、家庭、地域、お

よび職場における学習と教育の全領域を含んでいるためであ

ろう、たえず多くの学部生と大学院生に囲まれ、ときには卒業

論文や修士論文で振り回され、また、ときにはすぐれた資質を

もつ学生たちの論文からも多くのことを学ぶことができた。

　教官としての２６年に学部から大学院までの１０年を加えると

３６年間名古屋大学に籍を置いたことになる。いまこの長い年

月をふり返ると、自由で闊達な学風の中で研究と教育に全力

を尽くすことができた、と実感している。研究科内外の先生方

から数えきれない貴重なご示唆をいただいたし、多くの学生た

ちに学問と人生の先輩として教示してきたつもりである。悔い

のない２６年であった。お世話になったすべての方 に々感謝を

申し上げ、退官のメッセージとさせていただきたい。



１０

大学を去るにあたって
櫻　井　克　彦

　私は、昭和３２年４月に名古屋大学経済学部に入学しま

した。学部学生、大学院経済学研究科の院生、更には経

済学部の助手として、通算すると十有余年を過ごしたあと、

平成３年３月まで九州地区の地方国立大学に勤務しま

した。縁あって同年４月に本学経済学部に着任し、停年ま

での１１年間を勤めさせて頂きました。結局、学生時代から

数えると、名古屋大学で２１年間を送ったことになります。

　私が本学に入学した当時は、東山地区に大学が移転・

統合する前であり、教養部は滝子に、また、経済学部は桜

山にありました。２年生のとき法学関係の講義を聞きに、名

城地区の法学部に通ったのも懐かしい思い出です。その

頃は大学全体の学生数も少なく、ちなみに、昭和３２年３月

の名古屋大学学力試験合格者発表を報じた当時の地元

紙の記事に依りますと、全学部の合格者総数は８２９名で、

学部別内訳は文学部１１５名、教育学部３２名、法学部８１名、

経済学部１４０名、理学部６９名、医学進学課程８３名、工学部

２０８名、農学部１０１名となっており、大学の規模が現在より、

かなり小さかったこと、また、文系学生数と理系学生数の

間に今日のような大きな開きがみられなかったことが窺え

ます。学部の３年生になり、東山地区への経済学部の移

転・統合に伴って、新装成ったばかりの現在の経済学部校

舎で学ぶことになりました。その頃の東山地区文系キャン

パス付近はグリーンベルトの整備どころか、樹木も殆ど植

わっておりませんでしたし、また、本山と八事を結ぶバス道

路も未舗装で凹凸が激しく、バス乗車時の揺れを、玄界灘

を行くとふざけたこともありました。むろん、成長した楠の並

木や整然と配置された校舎が存在する現在の東山キャン

パスから往時をしのぶことは至難であり、大学自体も数々

の変革の中で研究と教育の両面において、名実ともに中

部の大学を代表するに相応しいものへと発展を遂げてい

ることは、まことに御同慶の至りであります。なお、着任後の

１１年間は時間があっという間にたった感じで、研究成果の

かなりの部分はまとまった形で発表するまでに至っていな

いことを申し訳なく思っております。幸い、退官後も当面は、

研究のとりまとめに従事する環境が与えられておりますの

で、早く成果を公刊して、ご支援を賜った皆様方のご厚情

にお応えせねばと念じています。

　ところで、今日の社会経済がいわば転換期にあり、数々

の問題を提示していることは多くの論者が指摘するところ

です。地球環境問題をはじめとするそのような問題の解明

と解決のためには、社会科学にあっても、社会経済や企業

経営の本質・動向に対する、新しい角度からの体系的な

考察が積極的に試みられる必要があることは言を俟ちま

せん。この場合、そのような試みは、しばしば研究者個人

の社会経済観等を色濃く反映することになりますし、共同

研究にも必ずしもなじみません。また、そうした試みは必ず

しもすぐに産業界等で評価されるとは思えません。近年、

社会科学の研究とその成果に対する社会的評価の必要

性を主張する声が社会で高まっていますが、完全な市場

原理による評価はともかく、なんらかの恣意的基準による評

価には注意が必要かと考えられます。社会科学の研究ス

タイルも時代の要請に対応すべきですが、手づくりの、研究

や研究者養成の領域も社会科学や人文科学には認めら

れることが、なによりも望ましいと思われます。いうまでもなく、

私自身は、自然科学と社会科学のバランスのとれた発展

の必要性や夫 の々科学における多元的なアプローチの積

極的容認といったことが、本大学では当然のこととされて

いることを信ずるものです。名古屋大学の益 の々ご発展を

祈念しつつ、筆を擱かせて頂きます。有難うございました。
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思い出　―幻のインタビュー―
北　門　新　作

　１９５８年４月名古屋大学理学部に入学、６２年３月卒業、

同年４月から６７年３月まで大学院理学研究科に在籍した

後、その年の４月から名古屋大学を離れた。その後各地を

転 と々した挙げ句の果てに、９１年４月名古屋大学教養部に

着任、９９年理学研究科に配置換えとなり、今回ここで定年を

迎えることとなった。名古屋大学に居たのは学生時代の９年

間と出戻ってきてからの１１年間である。その間約四半世紀の

ブランクがあるのでそこをどうつなげるかは至難のわざでる。

　名大へ戻ってきてからここ数年、１０月になると新聞社（年に

よっては数社）から電話がかかってくる。「先生はM教授の大

学大学院を通してのご学友でいらっしゃると聞いておりますが、

学生時代のM教授にまつわるエピソードなどをお聞かせいた

だきたいので研究室へお邪魔したい」という。このMというのは、

今の素粒子論で標準模型と言われている描像の根幹をなす

KM理論のMである。KMはここ数年ノーベル物理学賞に

近い人物と見なされているため毎年受賞者の発表が行われ

る前日にこの様な電話がかかってくる。

　彼らがこの理論のアイデアにどのように到達したかは、既に

研究場所を異にしていたため詳しくは分からないが、時恰もク

オークモデルが定着し、四番目のクオークが未だはっきりして

いなかった時に、六個のクオークを前提とした理論を発表する

とは大胆不敵といわねばなるまい。ただ、当時の名古屋、即ち

坂田研究室では、世界の情勢とは異なり、四番目のクオーク

はすでに当たり前であったことは幸運だったかもしれない。

　エピソードと言われても、公にしていいものやらと迷っていると、

それでは彼の特徴的な点を挙げて下さいときた。そこで、色々

と考えた末、次のように話した。

　－力持ち－　Mは文字どおり（気は優しくて？）力持ちである。

学生の頃、よく面白半分に腕相撲をしたものであるが、あの体

のどこにこれほどの力が潜んでいるのであろうかと思うほどの

力を発揮する。負けん気が強く、常に全力投球をするといって

もよかろう。この力こそが後の仕事の源となったにちがいない。

　－議論に負けない－　物理屋は議論好きが多い。Mもその

点では人後に落ちないが、彼の場合、絶対に議論に負けない

という特徴があった。後で冷静に考えればこちらのほうが正論

であっても、何時の間にかこちらが負けているという場合が幾

度もあったように記憶している。

　－優等生でない－　研究者にとっての資質のなかで「優等

生である」ことは邪魔にこそなれ、何の支えにもならない。何で

も出来るということは、何でもそこそこまでしか出来ないというこ

とでもある。ある分野でのブレークスルーを成し遂げようという

者にとって優等生であることは百害あって一利なしであろう。

Mは優等生ではなかった。特に語学が不得手で進学に必要

なぎりぎりの点で切り抜けていた。その反面、物理と数学には

相当の自信を持っていた。なにしろ、愛読書が岩波の数学辞

典だというから恐れ入る。

　－書痴－　ロシアの大物理学者ランダウは理論物理学教

程という物理学のほぼ総ての分野にわたる教科書を著してい

る。その鋭く本質に迫る書き方はこの本を世界の名著たらしめ

ているのであるが、実はランダウは一行も書いていない。文章

を書いたのは共著者のリフシッツである。ランダウは書痴だった。

音痴と同じように、文章があまり上手く書けない人のことを書痴

という。Mも学生時代は、ランダウにまさるとも劣らない書痴だっ

た。

　しかし、翌日再び電話がかかってきて、折角のインタビュー

は没になる。これが、去年までの数年間繰り返されてきた。しか

し、今年は状況が少し違う。去年、日本の高エネルギー研究

機構と米国のスタンフォード線形加速器センターでKM理論

が実験的に確認された。従って今年こそは、このインタビュー

が新聞に登場するいい機会であったのだが、今度はインタ

ビュイーがいないから、このインタビューは幻のままとなる。

　最後に、名古屋大学の益 の々発展を祈念するとともに、長

年お世話になった皆様に厚くお礼を申し上げる。



１２

定年を迎えて
松　浦　民　房

　昭和４０年７月に名古屋大学理学部に就職して、早くも

３６年８ヶ月余り経って定年を迎えることになった。無事に

定年を迎えられそうなことは、ひとえに、皆様のお陰である

と感謝致しています。

　思い返すと、わたしが名古屋大学に入学した昭和３２年

頃の制度では、二年間を教養課程として、昭和区の旧八

高あとの滝子キャンパスで授業を受け、後の二年を理学

部の課程として、東山キャンパスで授業を受けることに

なっていた。東山キャンパスは、全く未整備の状態であっ

た。その後、徐 に々各学部が統合され、次第に総合大学の

様相に変化していった。

　現在は、教養部も解体されてしまったが、旧教養部の木

造２階建ての校舎を懐かしく思い出す。当時は、要求単

位数が非常に多く、さまざまな講義をうけたが、どの講義も

私にとって目新しく面白く感じた。教養部時代は朝から晩

まで大学にいたような気がする。また、教養部では、語学、

法学、経済学、心理学、西洋文学、日本文学、憲法、社会学

などの講義を先生の顔と一緒に思い出すことができる。ま

た、地学の岩石採取とプレパラート作り、化学の定性分析、

有機化学実験なども思い出す。当時は、戦後の教育の特

徴である、教養教育の全盛時代であったと思う。その後、

教養部は解体されて、全学一貫教育になったが、教育は

良くなったのであろうか。現在、再び検討されているようで

ある。

　現在は、日本が崩壊の危機にあると言われているが、当

時は、未来に対する不安も何もなかった気がする。教養部

の時には、現在の天皇の成婚の儀があった。３年の時に

は、６０年安保の嵐が吹き荒れ、デモが連日のように行われ

た。９月には、伊勢湾台風が襲来し名古屋市の南部を浸

水させた。理学部の学生は大挙して、救援物資の配布、死

体処理の手伝いなど救援活動を行い、感謝状をもらった。

躍動する時代であり、学生が社会活動に積極的に参加す

る時代でもあった。６１年には所得倍増政策が打ち出され、

会社の求人はいくらでもある状態であった。会社はこの頃

から量的な拡大を始めたので、われわれの同級生で会社

に就職したものは、その実戦部隊として働き、それなりに順

調に役職に就き、定年を迎えた幸な世代であったのでは

ないかと思う。

　さて定年を迎える今年度は、名古屋大学にも待望のノー

ベル賞受賞者が誕生したお目出度い年度になった。これ

を機に名古屋大学の一層の発展を期待したい。

　最近、理学部・大学院理学系研究科に同窓会を６０年ぶ

りに設立しようと努力してきた。その中で、理学部は、卒業

生との関係が希薄であったのを痛感する。これからは、大

学と社会とのかかわりが大切になってくると思う。そのとき、

大学がまず連携できるのは卒業生であろう。教育の内容も、

卒業生の進路を考慮して決めるのが望ましいと思う。また、

卒業生に最近の大学の教育・研究の内容を知ってもらうの

も役に立つだろう。今後の独立行政法人化を考えると同窓

会はぜひ必要な組織であろう。こう考えると、新しい型の同

窓会は同窓生の親睦だけでなく幅広い目的をもったものと

なると思われる。発展を期待したい。

　今年度は、わたしにとって、私的にも非常に忙しい年で

あった。５００ページの翻訳を共訳ではあるが仕上げたし、

初めて私学で非常勤講師をやり、私学での教育を体験し

た。また、昔研修でドイツに滞在中に、家族ぐるみの付き合

いをしていた人が２０年ぶりに２名も名古屋に尋ねてきてく

れた。すべての決算をする年であったのであろうか。これ

からの人生は余禄と考えて、さて何ができるか楽しみでも

ある。

　これからの名古屋大学の発展を心から願っています。



１３

師在自然の周辺
林　　　博　司

　南を向いた研究室の窓の向こうに入り江が広がってい

る。南に傾いた日差しが海面に反射して、行き交う船も鳥も

シルエットになる。今日のような穏やかな日には窓辺にい

て海を眺めていると、ただそれに満足して、何も考えない

でいる自分に何度となく気がついたものだ。鳥羽市の先の

離島、菅島で名古屋大学の一員として迎える最後の冬で

ある。冬、普通の日は季節風が強い。実験所の北側にある

稜線がキレット状に下がっているため、そこに集中する山

越えの風は海面に渦を巻き、霧にも似た波しぶきを高く舞

い上げる。こうした日には鳥羽からのわずか３キロ余の航

海で、乗船者の衣服も頭髪も顔も塩にまみれてしまう。台

風並みの風が吹けば実験所は文字どうりの離島となること

もしばしばあった。こうした厳しい冬の時期にも実験材料

を求め、夜中の海に出る院生・研究者がいる。冬季の干潮

は夜中のほうが潮の引きが大きいからである。水は冷たく、

風は寒い。このような時に老人が出来ることと言えば、磯に

出た人たちの無事を祈ることくらいであった。

　初夏から晩秋にかけて、台風などの例外を除けば、自

然はもっと優しくなる。光と風と命が次 と々訪れる若者たち

を慰め元気付けるのである。生の自然に一日中接するとき、

若者たちは歓声を上げる。かつて名古屋での実習では、｢

先生何時に終わりますか？｣と聞かれることが多かったが、

ここでは「夜中も実習室を使っていいですか？｣と聞かれ

ることが多かった。自然は並みの教師から見ると、どうして

も勝てない優れた教師であると納得できた。実験所に籍を

置く学生・院生も例外ではなかった。一年も島暮らしをする

と、自然と人との関係について考え方が変わるのが判った。

浜辺の小石を水しぶきと共に巻き上げ、実験室の窓に叩き

つける台風ですら、彼らにある感慨を植えつけた。

　最良の教師である自然にもこのところ疲れが見えるよう

だ。実験所前の浜には技官の方たちの努力もあってかなり

の数のウニが育っている。しかし、高度成長期以前には生

物がいない場所が無いほど命に埋め尽くされていた浜が

年を追って寂しくなってきた。実験所の前で巻貝や岩牡蠣

を採って酒の肴に出来た時代は、もはや伝説となりそうで

ある。生物の減った原因は、食用にしない生物も姿を消し

てきたため、乱獲のせいではありえない。海に流れ込んだ

多種多様な化学物質による生殖の阻害が原因である。事

実、菅島漁協の漁獲量は、二度のオイルショックのあと共

に少しは回復した。最近の経済の落ち込みで、また海がき

れいになるのではないかと期待しているのだが、そうは行

かないかもしれない。かつてわれわれ日本人がエコノミッ

クアニマルと揶揄された時代があったが、今度はエコノ

ミックビーストが活躍しやすい国づくりを目指して、さらに

自然を痛めつけるのであろうか。種内経済闘争とそのた

めの膨大なエネルギーの消費は自然の回復力を無効にし

てしまう。こうして痛んだ自然は人類の経済活動がもはや

行き過ぎであることを教えてくれている。師である自然の

教えは、真摯に学ばなくてはならないであろう。自然を征服

するという姿勢とはそろそろ決別して、自然の中でつつま

しく生きるという東洋の哲学に立ち返ると言う選択もあるは

ずだ。そうした選択は人類が自然に負けることだという人

もいるかもしれない。しかし、自然の知恵に挑み、それに学

ぶことと、ただ金銭のために自然に打ち克つこととは別問

題であろう。 このように考えると、自然に負けることはむし

ろ美しいとさえ思える。シラノ　ド　ベルジェラックほど美

しくは負けられないとしても、汚く勝って、後に何も残らなく

してしまうよりはましであると思う。



１４

定年退官にあたって
早　川　哲　夫

　私の専門とした膵は骨も軟骨もない肉のあつまりで

あるため、pan（すべて）・creas（肉）を意味する

pancreas にならって、月（肉）と卒（あつまり）から

作られた国字だそうです。また、胃の下方の十二指腸

に消化液を出す外分泌臓器であるため、X線や内視鏡

の検査にも長い間取り残されていました。CTや超音

波（US）などの画像検査法によりはじめて形が見える

ようになりました。

　私が膵の研究を始めた頃は血中のアミラーゼなど膵

からの逸脱酵素測定、十二指腸液採取による膵外分泌

機能検査などによる間接的な方法により膵疾患を診断

しておりました。１９７０年代に入ると、内視鏡的膵胆管

造影法（ERCP）が考案され、普及し、膵管像からの

膵の異常を診断できるようになりました。さらに、１９８０

年代にはCT、USなどの画像診断法が発達し、膵の形

態的診断が可能となり、現在では、これらを用いて治

療手技も実施可能になりました。１９７４年に始まった厚

生省の難病対策事業の一つとして、慢性膵炎、難治性

膵疾患の調査研究班が組織され、わが国の慢性膵炎、

重症急性膵炎の症例の全国調査が行われました。その

結果、わが国における膵炎の病態、長期予後などが明

らかになり、診断基準や治療指針を呈示することがで

きました。この調査研究班には班員、幹事、監事など

として参加でき、膵疾患の臨床研究に少しは貢献でき

たと思います。

　１９９３年５月には第２内科の教授に昇任致しました。

第２内科は呼吸器、循環器、消化器を専門分野として

おり、いずれも生命にかかわる分野です。内科医は医

学知識、医療技術の修得に加えて、広い視野、大局観、

全体観を養うことが大切です。価値観が多様化し、変

化の急激な今日の社会では、一定の知識の習得よりも、

未知の事態に遭遇した場合に、周りの人と協力してこ

れを解決する心構えを学ぶことの方が役に立ちます。

最初の数年間は複数の関連病院を経験し、異なる考え

方や手法を経験してもらい、医療の幅を拡げ、問題の

解決法を学んでもらうよう努めました。

　１９９６年１１月から２年間病院長を務めました。本院と

分院の統合、新病棟の完成と移転、名大病院における

卒後臨床研修制度の確立、研修のための救急医療の実

施、ボランティアの受け入れ、遺伝子治療の実施など

多くの課題があり、病院の多くの方々の協力により円

滑に施行できました。

　新病棟移転に際しては、１０月に１週間休診したとこ

ろ、院長就任直前の２９日金曜日の中日新聞夕刊のトッ

プに「連続９日間の休診」として大きく報道されまし

た。真中の５日の週日に前後の土日を加えると、確か

に９日になりました。院内の掲示を見直すと、外来の

休診ばかりが目立って、緊急時の対応の周知が不十分

でした。それぞれの立場より受け取り方が全く異なる

ことを改めて実感しました。この経験を生かして、残

る東病棟の移転には休診日なしで対応できました。

　新春早々から遺伝子・再生医療センター新設、中央

診療棟新築などの朗報がありました。医学部の益々の

発展が期待できます。

　ふりかえってみると、私の３０年余にわたる名大生活

は、井の中の蛙のようにも思えます。これからは大学

の外から応援させて頂きます。長い間、ありがとうご

ざいました。



１５

大学を去るにあたって
大　野　良　之

　昭和３３年名古屋大学に入学以来、米国留学中の約２

年間と名古屋市立大学医学部公衆衛生学講座での７年

半を除きますと、学生として６年間、インターン生と

して１年間、大学院生として４年間、教官として約２３

年１０ヶ月、合計約３４年１０ヶ月の間名古屋大学にてお世

話になったことになります。

　名古屋市立大学への転任前（講師・助教授時代）に

は大型計算機センターや情報処理教育センターの運営

委員、名古屋大学帰任後は図書館医学部分館長（商議

員）および評議員として大学全体の運営に若干関与さ

せていただき、医学部以外の先生方や本部事務職員の

方々ともご交誼させていただくことが出来ました。こ

こに厚く御礼申し上げます。

　私の所属は予防医学講座でありました。予防医学講

座は、大学院重点化を機に他大学医学研究科に既存講

座の改称により幾つかできましたが、それ以前は本学

医学部の講座がわが国唯一の予防医学講座でありまし

た。

　本学医学部予防医学講座は昭和１６年創設・翌年開講

であり、第四代目教授が私であります。本予防医学講

座での主要研究課題は、我が国における当時の疾病構

造を反映しております。初代（故鶴見三三先生）と第

二代目教授（故岡田　博先生）の時代には当時猛威を

ふるっていた結核症の予防医学研究が中心であり、第

二代目教授の退官約１０年前頃からは当時死亡率が第一

位であった脳血管疾患の長期追跡疫学研究が開始され

ました。第三代目教授（青木國雄先生）の時代になる

と循環器疾患や癌などの慢性非感染性疾患や難病の研

究が中心となりました。私の時代には広く成人病（現

在は生活習慣病）や難病に加え、高齢（化）社会にお

ける課題（高齢者の社会活動やQOLなど）にも目を

向けることとなりました。

　予防医学研究は一般に疫学研究と呼ばれ、疾病のみ

ならず広く外傷を含めた身体的・精神的健康障害の人

間集団における分布とその規定要因を明らかにして、

健康障害の発生防止と健康増進（第一次予防）、早期

発見と早期治療による健康障害の進行防止（第二次予

防）、疾病罹患者における悪化・合併症と続発症の発

生防止と死亡防止、さらにはリハビリテーション、

QOLの向上（第三次予防）を目指すものであります。

人間の生活習慣や行動様式などの人の生き様そのもの

のほか、生物学的指標（特に遺伝子多型）・身体計測

値や色々な生理生化学的検査値などの生体情報の中か

ら健康障害の発生・進行・悪化に関与する危険・予防

要因を明らかにしていきます。そのため、得られた成

果（エビデンス）は人に直接返すことが出来ます。

　よくご存じの健康情報、例えば喫煙・肥満・運動不

足の害、禁煙・少量飲酒・適度の運動・緑黄色野菜の

多量摂取の効用、低過ぎる血清総コレステロールや高

すぎる血清中性脂肪の害、適度の血清HDLコレステ

ロール・レベルの効用などは、すべてわれわれの予防

医学研究から得られた人についての成果（エビデンス）

であります。

　退官にあたり、本学構成員の皆様方が正しい健康情

報を遵守されて、名古屋大学のますますのご発展に、

健康体で、寄与されますことをお祈りいたします。



１６

患者さんから学ぶ
渡　邊　一　功

　私は昭和３８年に名古屋大学医学部を卒業し、本学付属

病院でインターンを行った後、小児科学教室に入局し、同時

に大学院に進学しました。小児科を選んだのは、子どもの成

長と発達の素晴らしさに惹かれたからでした。大学院に入

学したものの、その当時の大学病院は、難病ばかりでなく、

現在は一般病院でみている様な急性疾患も多かったので、

大変忙しく診療に明け暮れてなかなか研究に着手できませ

んでした。入学後２年余りしてようやく研究に着手することに

なり、研究テーマに色 と々迷いましたが、小児科の神髄であ

る発達の最も顕著であるのは神経系だと考えて、小児科の

中では神経を専門領域とすることにしました。小児神経疾

患の中で最も多い痙攣性疾患について研究することにし、

当時ビタミンB６欠乏ミルクで乳児に痙攣が多発したという

報告があったので、各種痙攣性疾患における血中のビタミ

ンB６の測定やビタミンB６が代謝の各段階で補酵素として

関わっているトリプトファン代謝について尿を用いた研究を

行いました。また出張先の病院では新生児痙攣によく遭遇

し新生児脳波の必要性を痛感していましたが、当時その方

面での知見が乏しいことを知り、上記の研究が一段落した

ところで、新生児脳波の本格的研究を始めました。自分自

身で電極を装着し、新生児の状態を観察しながら早産児

の脳波や誘発電位を経時的に長時間ポリグラフ的に記録

し、胎生期後半における脳の発達の速さに驚嘆しました。大

学院修了後、愛知県コロニーに赴任しましたが、これらの知

見をもとにして発達障害の診断、病態発生の解明、予後の

判定などを可能にするとともに、脳死麻痺の乳児期早期の

診断法についても研究しました。その後大学に戻ってからは、

上記の研究に加え、乳児期、小児期に発症したてんかん患

児を経年的に観察していくことにより発達による様 な々変化

を明らかにしてきました。これらは完成された個体ではみら

れないダイナミックな変容であり、小児疾患は常に発達的観

点でみることによって病態生理の解明に迫ることができるこ

とを知りました。また、乳児期特有なてんかんであるWest症

候群の発症過程を新生児期からの経時的追跡によって明

らかにし、さらに発症後の長期経過の観察によりその変容過

程と予後因子を明らかにしました。また終夜ポリグラフ記録

を行い、発作間欠期ならびに発作時脳波を詳細に検討し、

さらに脳ブドウ糖代謝をみることによりその病態生理に迫る

ことができました。また乳児期発症のてんかんや複雑部分

発作をもつ部分てんかんは予後不良とされていましたが、

詳細な観察を行うことにより複雑部分発作をもつ良性乳児

部分てんかんの存在を明らかにしました。てんかんの患児

を長期にフォローすることによって一時期には難治と思われ

ても思春期以後になると軽快するものがあることを知りました。

　私は常に目の前にいる患者さんの問題を解決するには

何をすべきかという観点で臨床研究を続けてきました。慢性

疾患の子どもを長年縦断的にみてきて感ずることは成育医

療の重要性です。成育医療とはヒトがヒトとして心身共に健

全に成長を遂げていく過程を支援していく医療です。これは

ライフサイクルとして捉えた医療で、単に人生の一局面のみ

を捉えた医療ではありません。子どもを診るとき、その子が大

人になった時のことを考えながら医療を行う医療であります。

私の患者さんの中には２０年以上にわたって診ている方がい

ます。難治てんかんの患者さんで不幸にも亡くなった方のお

母さんの手記や、成人になり治癒した患者さんから子どもの

時からどのように感じてきたかについて詳しい手紙を頂き、

病気をもつ親の心理や患児の心理についても学ぶことが出

来ました。臨床医にとって患者さんから学ぶことは常に真理

であると思います。

　終わりに、名古屋大学が今後ますます発展することを祈

念いたします。



１７

退官にあたって
吉　田　松　年

　名古屋大学には学生時代を含め３９年間お世話になり、

このたび別れを告げる事になりました。お世話になった皆

様に心から御礼を申し上げます。

　いままで先輩諸先生から「定年退官」と聞くたびに、いさ

さかの同情をこめつつも実は冷淡に聞き流していた私で

すが、とうとう我身となりました。泣いても笑っても後二ヶ月、

取り乱すことなく数少ない残りの日 を々過し、大声を張り上

げて若い人を困らせる事は今後は厳に慎み、静かに立ち

去るべし、と心に決めています。

　私は八木國夫教授率いる名古屋大学医学部生化学の

大学院に入り、やがて愛知県がんセンターに内地留学し

て、多田満彦先生の指導の下で核酸の研究に手を染めま

した。１９６８年、ニューヨークのスローン・ケタリング癌研究

所で、Cavarieli 博士の下で大腸菌DNAポリメラーゼの

研究をスタートしました。以後、哺乳類へと材料は変わった

ものの、この酵素とは３０年以上の長いつきあいです。当時

は名大理学部の岡崎令治先生が不連続DNA複製仮説

を提唱され、世界の学会に衝撃を与えました。帰国後、医

学部生化学の助手を経て、１９７２年に新設された愛知県心

身障害者コロニー研究所に移り、１３年間を緑に囲まれた気

持ちの良い研究環境で過ごしました。１９８５年、本教室の

小島清秀教授のお誘いを受け、助教授として赴任し、その

後もDNAポリメラーゼの研究に明け暮れました。教室の

研究はDNA複製の正確度および DNA複製の調節とい

う二大テーマで、癌細胞の基本問題に迫ることを目指しま

す。前者はDNAポリメラーゼの複製忠実度を支える蛋白

構造の解析、後者は癌抑制蛋白Rbがリン酸化に伴い細

胞周期のブレーキからアクセルへ転換するとの理論の提

唱です。新制癌剤の研究も他大学と共同で進めて有望な

候補を見出しています。核内の微少環境に影響するリン

脂質の研究も進めています。

　また外科の二村雄二教授と共同で、DNAポリメラーゼ

を指標とした肝再生の研究を行い、肝臓外科に基礎的な

貢献が出来たと思います。

　私は研究所と大学の双方において基礎研究を行いそ

れぞれの長所短所を知る事が出来ました。コロニー研究

所を後にして大学に移った時、研究所に比べ当時の名大

の研究環境は貧しかったのですが、若い学生達が集まっ

てくれて、とてもに賑やかで新鮮でした。同時に色々戸惑う

事もありました。今まで勤めた「研究所」は、学位を取った

人たちの集まりで、レベルが一定以上のほぼ均質な集団

です。若い研究員も「出来上がった」研究者です。部長、室

長といえども研究員と研究の上では対等であって、大きな

顔はできません。日々黙 と々研究して疲れたら帰る。ハイレ

ベルであるが単調で孤独な研究生活が十年一日のごとく

続きます。これは能力があり研究意欲が旺盛な人にはもっ

てこいの環境でしょう。しかし年をとってくると逃げ場が無

くて正直なところ辛いかも知れません。

　それに比べ大学は、何も知らないが元気だけはある学

生達が主役です。教官と学生とのヘテロな集団の研究が

単にどんちゃん騒ぎにならないためには、教官の指導力が

大いに問われます。しかしながら、大学では教育と研究指

導にエネルギーを取られてしまい、ろくろく研究が出来な

いのかと云えば必ずしもそうではありません。むしろ研究

者の精神衛生上、適度の教育義務はストレス解消の役目

を果します。若い時に研究所で腕を磨き、一定の年を経て

大学に帰るのが良いと思われるのですが、そのような人の

流れが作れないものでしょうか。

最後に、名大バレーボール男子部の部長として、とても面

白い試合を永年に亘り楽ませて頂いた事を記し、御挨拶

にかえます。有りがとうございました。



１８

人づくりについて想うこと
前　田　憲　志

　昭和４０年３月医学部を卒業し、分院で医学実地修練

を受け、当時小林快三助教授が科長を務められていた分

院内科に入局させていただきました。当時、分院内科は腎

不全患者であふれ、治療法のない状況で多数の方々が

尿毒症で亡くなられていました。ある患者さんが人工腎臓

ですこしでも生きられないかと言い残して亡くなられました。

人工腎臓で長期の生存など考えられない状態でしたが、

まづ、死亡を少しでも先送り出来ないかと考え、人工腎臓

治療に携わることになりました。当時の分院の環境は教授

職もなく、研究室もろくにない劣悪なものでしたが、小林先

生の教育理念は「医師は患者の代弁者であれ、悲痛な叫

びを受け止め、素朴な感情に鞭打たれながら、しかも、感

情に流されず、その本質をかみ砕き、科学として具現する

のがその使命である。」というもので、狭い方向性と価値観

で評価せず、その個人の個性にあった努力を認め、共に

喜ぶ広大なものでありました。この考えにはぐくまれて、わ

れわれは少人数ではありましたが、腎不全を救おうとする

素朴な力の塊と化したのでした。正式な設置は望むべくも

ありませんでしたが流動的な発想で助教授室を改装され、

国立大学附属病院では最も早期に院内措置として人工

透析室が設置されました。さらに、事務部、看護部、その他

院内各組織の協力のもとに職員の配置が行われました。

小さな透析室ではありましたが、その後、わが国の透析治

療が大きく進歩する原動力の一つとなり、最高３０年を越え

る治療成績に繋がったことを考えるとき、小林教授の認識

力と事務部、看護部などの協力は永久に忘れられない出

来事でありました。少人数であっても、違った個性が協力

して一丸となれば社会を変えられるのだと実感した最初

の出来事でした。その後、治療成績の向上を軸として、物

質除去医療へと発展し、体内環境の汚れが幾つかの疾患

の発症に繋がることを体験することが出来ました。除去し

た微量多成分物質の分析のために、質量分析法に発展し、

LCMS/MS, TOFMSなどにより、生体での幾つかの物質

の挙動を明らかにすることが出来るようになりました。小林

先生の教育理念に基づいて、大学での教育は個人の生

活規範であるOSを強烈に入れ替えることであり、個人の

特性を発揮させることにあると考え、若手の教育にあたっ

てまいりました。多くの俊英たちによって、いくつかの透析

の新しい治療法が開発されましたし、長期透析療法の新

しい合併症として透析アミロイド－シスが認められるように

なりましたが、この原因を突き止めることもできました。また、

疫学分野への発展としてわが国の多数の慢性透析症例

のデ－タベ－スを作成し、幾つかの予後に関係する因子を

検出することができ、治療の標準化と将来の改良の方向

を見いだすことができました。透析治療への移行を出来る

限り抑制するため、同様の手法を用いて腎機能低下に影

響する因子の検出も行うことができました。さらに、わが国

の慢性腎炎の中で最も頻度の多い IgA腎症についても

IgA分子の糖鎖異常の存在を見いだすとともに咽頭、扁

桃、鼻咽腔の除菌療法による治療に好成績を挙げていま

す。平成８年１２月より、分院の統廃合に伴い、分院内科は

在宅管理医療部へと改組され、高齢化社会での重要な課

題である在宅医療に取り組むことになりました。現在は附

属病院で在宅医療適応症例の指導・訓練や在宅環境の

整備、ならびに在宅症例の後方支援病院としての機能に

取り組んでいますが、目標は寝たきりにならない　高齢者

の実現にあります。若手にとっても重要な課題であるととも

に、私にとっても重要な課題であり、百歳まで元気に働こう

と言う「百壽会」が発足し、テ－マは endless で、今回、やっ

と大学を卒業した思いで、これから本格的に社会との関わ

りを持たねばならないと考えています。今後ともご指導、ご

支援を賜りますようお願い申し上げます。



１９

伊勢湾台風のころ
柘　植　　　新

　私が１年浪人して、やっと本学の門を潜ったのは、昭和３３

年（１９５８）のことであり、今春の定年までに４０年余が経過した

ことになる。当時の工学部は定員２５０人程度だったと思うが、

今と異なり、入学時には学科を定めず、教養部の２年後期で

志望を出して分属がきめられていた。私は土壇場まで、電気

にしようか化学にしようか、決め兼ねていた。結果としては応用

化学に進学し、今回そこで定年を迎えようとしているが、そうし

た理由の一つが、教養部で必修であった図学（製図）が、な

ぜか性に合わなかったことと係わっている。

　あの伊勢湾台風が中部地方を襲ったのが、教養部で次

の進路を決定する２年生の秋（１９５９年９月２６日）のことで

あった。この日のことを鮮明に記憶しているのは、その翌日が

苦手な製図の学期末「作品」の提出の期限であったからで

ある。その日私は、桜山の経済学部の横に建っていた、木造

二階建ての学生寮（桜鳴寮）の一室で、徹夜すれば何とか

なるかも知れない程度にしか仕上がっていない製図を前に、

台風接近のラジオのニュースをよそ事のように聞き流しながら、

夕方から烏口を揮って奮闘し始めた。当時の製図の提出期

限は大変厳格であり、背水の陣で臨んでいた。ところが、それ

なりに「佳境」に入っていた図面引きも夜半になって、中断を余

儀なくさせられた。超大型の台風が名古屋市を直撃し、寮も

猛烈な風雨に曝され、雨戸や窓枠があちこちで吹き飛び、板

壁がめくれあがり、建家全体が大きく揺れ始めるに及んで、出

された「緊急避難命令」には抵抗しようがなかった。

　通信網が途絶していたため、台風一過で晴れ上がった翌

朝に、濡れ布団を干しながらラジオのニュースを聞くまでは、あ

の時に近くで５千人を超える犠牲者が出ていたことを知る由

もなかった。幸い、桜山は小高い丘陵地帯であり、浸水するこ

ともなく、老朽化した学寮も辛うじて倒壊を免れたが、貧乏学

生の全財産である布団袋と柳行李一つに詰め込んだ衣類

そして、大枚はたいて求めたドイツ語辞書などの若干の書籍

は、建家を吹き抜けた暴風雨にことごとく曝され、件の製図は

墨が滲んで、見る影もなかった。これだけの自然災害ならば、

あの図学の「鬼教官」も提出期限を延長する事くらいは許可

するだろう、と腹を決めた。

　やがて、名古屋市のみならず東海地方全体における、伊

勢湾台風の甚大な被害の全容が明らかになるにつれ、私が

予想した「製図の提出期限の延長」を遙かに越える「徳政

令」が出されて、期末の製図を提出できない（しない）学生に

も、その学期は図学の単位が与えられることになり、大学も暫く

休校に入った。さらに、本学の学生や教職員そして家族や友

人の中にも、少なからぬ犠牲者が出ており、防潮堤の決壊し

た南部工業地帯には陸の孤島が点在している惨状を知った

学生達の多くは、連日のように救援活動に参加した。

　あれから、４０年余を本学で過ごさせていただいた。あの桜

山にあった桜鳴寮は、伊勢湾台風の翌年には、その名前を

引き継いで山手通りにできた新寮に移り、寮の跡地は今では

名古屋市立大学病院の駐車場になっている。また、当時の

教養部は滝子の旧制八高の木造校舎を使っていたが、これ

らも台風から程なくして、東山キャンパス内に移転した。さらに、

教養部はその後、お上からの一片の指令で、それに代わる一

般教育のシステムも提示されないまま、突如１９９４年４月を期

して、乱暴にも解体されてしまった。また、私の所属はこの４０年

余の間、主として「名古屋大学工学部」であったが、大学院

充実とは似て非なる「大学院重点化」なるものが流行った頃

から、本籍はいつしか「名古屋大学大学院工学研究科」と

なっていた。また最近では、国立大学を経済論理が最優先す

る「行革」の一環で、「独立行政法人」に移行することが既定

事実とか・・・。懲りもせず「時代の行列」に並びやすい習性は、

残念ながら「知の拠点」を自認する大学にも、奥深く蔓延して

いるのかも知れない。



２０

退官にあたって
沢　木　泰　彦

　月日の過ぎ去るのは矢の如く早い。退官挨拶文の依

頼をうけて改めて痛感する次第である。思い起こして

みると、４０年前の出来事と１年前のミレニアム騒動を、

同様に懐かしく感ずるのも不思議なものである。パラ

パラと冊子をめくるように時間軸が圧縮されるのは、

雑事を忘却した年の功であろうか。

　私は岐阜県の山村の出身で、昭和３２年に名古屋大学

工学部に入学した。２年弱を送った滝子の教養部キャ

ンパスは理想的なものであった。第八高等学校の木造

校舎を使い、ほぼ正方形のキャンパスに食堂、森、運

動場、トラックが完備し、門を出れば滝子の下町があっ

た。昭和３０年代の日本は良き清貧時代にあり、皆が貧

しく、若者は腹を空かしファイトと正義感に満ちてい

た。教養部のドイツ語の先生が「良きエリートたれ」

と強調されたのを今でも忘れない。当時の名古屋大学

はタコ足大学で、名城地区に本部と法・文学部、桜山

に経済学部、安城に農学部、東山地区に理学部・工学

部があった。私は工学部応用化学科を選び、滝子で授

業を受け、市電に乗り東山校舎に通った泥道が思い出

される。応用化学科の木村和三郎先生の指導を受け、

昭和３６年に卒業した。何年も後で聞いた話では、東山

集結に際し賛成と反対の激しい論争があったとのこと

である。

　昭和３０年代後半は、「夢の石油化学」のスタートし

た頃で理工系ブームにより新学科が多く創られた。私

は物質が変化する過程が面白いと感じていた。大学院

では小方芳郎研究室にて有機反応の速度論的研究を行

い、引き続き、昭和４１年より教官として３６年間もの長

期にわたって工学部・工学研究科に所属し、名古屋大

学にお世話になった。

　研究室は工学部旧１号館にあった。この号館は、戦

前から建設が始まり、戦後の朝鮮動乱景気で完成した

もので、名古屋大学の歴史をずっと観てきた校舎であ

る。名古屋空襲、泥んこの市道、空地でのスポーツ、

本山原人の闊歩、e　t　c　のシーンがあった。文系の

各学部、教養部、農学部等が東山に集結し、総合大学

としての体裁が整った。今では、名大のシンボルであ

るグリーンベルトの楠とケヤキは見事な大木に育ち、

豊田講堂と図書館にマッチして美しい。西端の情報文

化学部に対し、東端に運動施設が位置する等の問題は

残っている。東山に集結して３０年以上が経ち、総合大

学として育っただろうか。学部間の連携・協同はこれ

からの問題である。名大の変遷を観てきた工学部旧１

号館も、めでたくその役を終え、平成１４年度には、電気・

情報館が完成することとなっている。

　昭和３０年代の清貧時代と、現在の日本とは対照的で

ある。４０年前には、若者は空腹をかかえエネルギーに

充ち、明日に夢を想っていた。物質文明の咲きほこっ

ている現在の日本人は幸福であろうか。飽食時代に

あって「何か大切なものを失った」と誰もが感じてい

る。ピカピカ車に乗っても、何か足りないのである。

大学はいま変遷の時期にあり、名古屋大学の数年間に

も幾つかの変革があったのを、学部の片隅から見てき

た。教育・研究問題の改革は難しい。「改革」するほ

ど多忙化になり、教育・研究を蝕んでゆく側面がある

からである。現在は法人化の大波が来ているが、避け

られないものであるならば、良き契機として名大の発

展に資することを祈るばかりである。若い名古屋大学

としての利点を活かし、多様な価値観を許容し、自由

闊達をモットーとして前進ください。

　長い間、有り難うございました。



２１

これからの「学力観」
―理解されているようで理解されていない「新学力観」―

山　内　睦　文

　２００２年度から文部科学省の新学習指導要領がスター

トします。そのため、大都会では小学校から私立への

入学志向が急速に高まっているとか。最近とみに低下

している“学力”の一層の低下を恐れる親が多いから

です。ここでの“学力”　とは何を意味しているので

しょうか。言うまでもなく、大学入試に合格するため

の知識と技術です。しかし、「知っている」ことに重

点を置く２０世紀型の教育では２１世紀の日本が必要とす

る人材は育てられないという考え方から新学習指導要

領が作成されたことは周知の事実です。それにも拘わ

らず、「知っている」ということだけではなく「何か

ができる」ことも含めて学力とみる新学習指導要領の

「新学力観」は、世間には理解されているようで中々

理解されていないようです。

　同じことが、高等教育機関の教員の認識においても

言えるのではないでしょうか。ここ数年来、高等教育

に対しても、日本技術者教育認定機構（JABEE）、８

大学工学部長懇談会の下に置かれた各種委員会で２１世

紀の日本が必要とする人材育成のための改革が検討さ

れ、技術者教育プログラムのガイドラインが示されま

した。その骨子は、一言で言えば「知識を総合化して、

人類の福祉に真に役立つ独創的な科学技術を創造しう

る技術者を育成するための個の特性を重視した幅広い

全人教育であり、教育の重点を teaching から learning

に移し、知識の修得のみならず能力を育成するための

学習・教育目標を掲げて、その達成度で評価する教育

法への転換」です。したがって、その考え方は新学習

指導要領の「新学力観」と同じですので、小、中、高

等教育を通して学力観が一応「新学力観」に一本化さ

れたと言えるでしょう。このように見てみますと、中

等教育と高等教育の間に立ち塞がり、従来の学力観に

基づいて行われる大学入試が異様に映ります。「新学力

観」に適合する大学入試制度のあり方を真摯に検討し、

可及的速やかに結論を出す時期に来ているのではない

でしょうか。

　大学入試制度も含めて「新学力観」に基づく教育方法

を展開し、教育の質の継続的改善・向上を目指すために

は、教員一人一人が「新学力観」の意図するところを十

分に理解しておくことが大切です。私は、学生時代に

恩師の佐野幸吉先生から「工学の目的は人類の福祉に

貢献することである」と教えられました。人類の福祉を

向上させることは自分達の生活を良くすることですの

で人間の本能的な願望であり、そのために行う工学は

本来楽しく、希望に満ちたものである筈です。しかし、

授業の現場に立ちますと、理念と現実の乖離に心が痛

みます。多くの原因が考えられますので、その一つ一

つに触れたいのですが紙面に余裕がありません。教育

法だけに触れさせて頂きますと、やはり教員一人一人

（もちろん自分も含まれます）が「新学力観」を理解して

いるようで十分には理解していないために教育方法に

対する工夫が不十分なことによるものではないでしょ

うか。多くのベンチャー企業の新しい技術が新しい知

識から生まれていることを考えますと、大学において

こそ真の技術者教育が行えるのではないかと思います。

　これからスタートする「新学力観」に基づく教育は

一つの大実験です。教育方法にマニュアルがあるわけ

ではありません。その成否は一人一人の教員の「新学

力観」に対する洞察とそれに基づく教育方法の改善努

力の積み重ねに委ねられています。

　最後に、定年退官するに当たり、名古屋大学の益々

のご発展を祈念するとともに、長年お世話になりまし

た皆様方に心から厚くお礼申し上げます。



２２

研究の思い出
佐　野　正　道

　隣の庭の芝生は青く見える（実際にもそのように見える）

とよく言われるが、研究のことになると、その逆で、自分の

研究は重要で、世の中の進歩に貢献する、価値あるものと

考え勝ちです。私の場合も、その例に洩れません。というこ

とで、退官のことばとして、これまでの研究の思い出を綴り

たいと思います。

　昭和４３年に工学部鉄鋼工学科に助手として赴任して

以来、一貫して鉄鋼精錬に関するプロセス工学的研究に

従事してまいりました。当時、金属、鉄鋼工学科には１３講

座ありましたが、そのうち５講座が何らかの形で鉄鋼製錬

に関する研究を行っていました。このような充実した教育・

研究体制は世界的にも稀で、鉄鋼製錬研究の中心地の一

つであったと言っても過言ではないと今でも思っています。

日本鉄鋼協会が主な研究発表の場で、講演大会などで

は常に名古屋大学からの発表がかなりの割合を占めてい

ました。この恵まれた環境の下で、学内でも多くの刺激を

受けながら、研究を始めることができたのは、この上ない幸

運でありました。

　その頃は、先生方も学内外の雑用は多くなく（少なくとも

そのように見えました）、教育・研究に没頭されていました。

しかし、鉄鋼製錬反応は高温で進行するため、一回の実

験にかなりの費用がかかります。当時は、研究費が少なく、

科学研究費も常に貰えるというわけではありませんでした

ので、講座主任の先生方は大変苦労されていました。実

験装置もほとんど手作りで、創意工夫が必要でした。数年

がかりでほしいと思っていた装置を購入できたときには、

大きな喜びを感じました。丁度、戦後食べ物がない時代に

何でも美味しく感じたのと同じです。また、学生も非常に意

欲的で、昼夜の区別なくと言っていいほど、熱心に研究に

取り組んでいました。私の研究歴で、インジェクション冶金

に関する研究はかなりの部分を占めますが、３０年前に溶

融金属中へのガス吹込みで、ノズルから生成する気泡頻

度を測定する必要が生じました。この測定は、通常圧力変

換器を用いて、気泡発生に伴う圧力変動を起電力に変換

して行います。しかし、この圧力変換器は１０万円以上で、

しかも増幅器が必要で、総額で３０万円以上の費用を捻出

できず、悩んでいました。ある時、修士課程の学生が、ラジ

オのイヤホーンを持ってきて、これで測定できないかと提

案してくれました。偶然、研究室にあったシンクロスコープ

にインプットしましたところ、増幅器を使わずに気泡頻度が

測定できることがわかりました。この時のことは、今でも鮮

明に憶えています。この研究は、自分でも自慢できる、数少

ない研究の一つになりました。

　研究テーマの発掘は、金鉱捜しに例えることができると

思います。昔は、川底から手作業で砂金を採取することが

できました。今では、地中深く掘って金鉱捜しをしています。

高温実験のために耐火物などの消耗品で予算のほとんど

を使い切ってしまい、高価な装置を購入できなかったこと

にもよりますが、私の研究のほとんどは、溶解炉と分析装置

のみで、前者の部類に入ります。高価な装置を使わない研

究にロマンを感じるのは私だけでしょうか。

　この拙文を読まれた方の多くは、鉄鋼製錬の研究はもう

古いのではないかと感じておられると思います。鉄鋼を１

億トン製造するのに、日本の全消費エネルギーの約１２％

弱を使っています。このうち、製銑工程の消費エネルギー

は約７割です。平成１１年度から科学振興調整費で「エネ

ルギー半減・環境負荷ミニマムを目指した高炉の革新的

製錬反応に関する研究」が行われています。このプロジェ

クトは、もし成功したら、日本の消費エネルギーの数％が

削減できるという、きわめて野心的な、夢のあるものです。

このような省エネルギー、省資源、環境負荷低減を指向し

た研究は今後ますます必要になってくると思います。



２３

墨塗り教科書に始まって
八　田　一　郎

　本年度、本学を定年退官する教官にとって、小学校

１年生（正確には、国民学校初等科１年生）の年は忘

れられない年である。１９４５年８月に日本は太平洋戦争

に無条件降伏し、戦争は終結した。この敗戦の日を前

に、広島、つづいて長崎への原爆投下があった。この

未曾有の大量殺戮については当時の小学生にとって恐

ろしいきのこ雲という以上に詳しいことを知らなかっ

た。後になって井伏鱒二の「黒い雨」を読み、広島平

和記念資料館に行って、当時の生々しい状況を知った。

小学校一年生のことで最も鮮明に記憶に残っているこ

とに、教科書の一部分を先生に言われるままに墨で黒

く塗ったことがある。先生から墨はできるだけ濃く磨

るように指示を受け、一心に磨った。続いて、教科書

の各箇所に印刷した字が見えなくなるように、濃い墨

をたっぷりと含ませた筆で塗った。どこの箇所に墨を

塗れと言われたかは具体的には覚えていないが、墨を

ぬったことは脳裏に焼き付いた。無論、戦争に駆り立

てたり、戦争を賛美したりしている箇所である（墨塗

り教科書について知りたい方には、入江曜子著「日本

が「神の国」だった時代―国民学校の教科書をよむ―」

岩波新書をお薦めする）。後から振り返って見ると、４

月に使い始めた教科書にものの１年も経たぬ中に学ん

だことを否定するような行為をしたことは今日に至る

までのトラウマになったように思われる。この自己否

定に等しい行為を通して、自分はかげり無く清く生き

ようという想いを強くする一方で、他人を心底から信

じられなくなったような気がする。断っておくが、私

は特定の歴史観に基づいて自分の考えを展開しようと

は思っていない。歴史の一場面にあって個人としてど

のように感じたかを整理しておきたいと思うだけであ

る。そのような観点から、私たちの親たちを思うとき、

彼らはそれぞれに思慮深く、見識のある親たちであっ

た。にもかかわらず、このような結末にいたるような

道をたどってしまった。現在は当時と比べて自由であ

り、意見を発表する機会も多い。学識豊かな集団が全

体としては私たちの意図しない方向に突っ走ることの

ないようにと願わずにはいられない。

　われわれの世代の者にとって、６０年安保は忘れられ

ぬ出来事である。これを安保闘争というか安保騒動と

いうかは、それこそ歴史観による。一般市民の多くの

支持を得ながら条約改定反対に立ち向かった一般学生

の一人としては前者の言い方をとりたい。これについ

ては、振り返ってみるといろいろ不可解な点が多くい

まだ総括できていないが、占領軍下にあった戦後を引

きずったまま今日に至っていると感じている。これに

ついて何の役割も果たせずにいる不実を情けなく思っ

ている。志はもちながら墓場までもっていくような気

がする。６８、６９年に起こった大学紛争も大きな出来事

の一つであった。○○寮管理規則、産学協同、専門馬

鹿、大衆団交、警官隊導入等々のキーワードが多々思

い浮かぶ。大衆団交の際に馬場さん（江川卓）の言っ

た「自由は体を張って守るものである」という言葉は

忘れられない。

　大学にある者にとって内にあっては、現在は激動の

時代にある。何よりも教養部無き後の教育をどのよう

に行っていくかは大きな課題である。外に対しても、

社会の期待に応えるべき多くの課題を抱えている。少

なくとも大学がどのような道を選ぶかということは社

会に対して大きな影響を与えることを忘れてはならな

いだろう。このような時代に生きることを好機と捉え、

錯綜する課題に立ち向かい、社会の先頭に立って切り

開いていっていただきたい。



２４

時の流れを友として
長　藤　友　建

　平成１０年に㈱東芝を退職し、名古屋大学教授に就任

してから４年間がアッという間に過ぎてしまった感が

あります。大学では機械工学専攻、さらには機械情報

システム工学専攻にて専門分野の研究活動および教育

に携わるとともに、流動型大学院教育システムの一環

である工学研究科共通教育「高度総合工学創造実験」

の専任教官として活動してきました。

　北海道大学の院生時代に流体工学分野の研究室に在

籍し、当時は院生の数が少なく未知の魅力も寄与した

と思われますが、専門能力に対する企業の評価は高く、

前期課程を終えて東芝に就職すると直ちに付属の水力

研究所に配属されて、専門的な知識を必要とする研究

課題をこなすことで、論文発表などの機会が増え、自

然に社内活動よりは社外の学会活動に身が入り、各種

研究会、分科会の委員を歴任し、はからずも日本機械

学会流体工学部門長を務めた経歴が名古屋大学へ奉職

する縁になったと考えられます。

　もともと大学に残るのが嫌で企業に就職した私に

とって、自ら願望し、それに向かって一生懸命努力し

た結果でないことは確かです。しかし、企業人として

仕事の範囲は限定されるものの、目標に向かって必要

と考える研究課題に自ら興味をもち、積極的に取り組

んできたことが寄与していることは明らかで、将来の

あるべき姿をイメージするというよりは、これまでの

時の流れの節目における選択において自らの人生観

（自我）が積み重なり、その時々を自分なりの形にし

た結果であって、時の流れの不思議さを思うとともに、

時の流れを友として過ごせた幸せを感じています。

　戦争の世紀とも言われる２０世紀に生を受けた者とし

て、私より一世代前の人は否応なしに戦争に面と向き

合い、時の流れに抗うことが人生そのものになり得る

時代があり、戦後のひもじい記憶はあるものの、平和

と経済成長の中で時の流れを友として過ごせる私のよ

うな時代とを比較すると、時は基本的に人にとって不

条理そのもので、人は自我をもつが故に時から逃れら

れず、有限の自我との対比にある永遠の時間との葛藤

の中で自らの生き方を模索していることになります。

インド最大の哲学者シャンカラが弟子入りを請う者に

最初にかけた言葉は「あなたは誰ですか？」であった

と言われています。私が東芝の…、または名古屋大学

の…ですと答えればその場で門前払いにあうことにな

ります。ブッダもまた「自己をたよりとして、他人を

たよりとせず、…法（ダルマ）をよりどころとして、

他のものをよりどころとしない」いう遺言を残してい

ます。真実の自己を探求し続けることによって時を超

越できるのであれば、せめて時の流れを友として新た

な人生に一歩を踏み出したいと願っています。

　大学生時代の６年間を札幌で過ごし、今４年間の名

古屋での生活を終えようとしています。東京を離れた

この２つの期間には私にとっていくつかの共通点があ

り、その一つは単身生活を送り、若い学生と接するこ

とで下宿した学生時代の気分に似た想いを味わったこ

とです。専攻の先生方、教室および研究室の職員や学

生の皆さんをはじめ、特に「高度総合工学創造実験」

を担当した関係で、工学部の先生方、職員、学生の皆

さんと専攻を離れて広くお付き合いさせていただき、

基本的には学生同士の付き合いに近い、人と人とのつ

ながりの大切さとすばらしさを再認識することができ、

皆様には深く感謝申し上げます。時は巡るといいます

が、学生から社会人になるスタートラインに再度立つ

想いで、名古屋大学に別れを告げさせていただきます。

本当にお世話になりました。



２５

今も昔も変わらない研究室と３４年
藤　原　俊　隆

　僕が東京から名大バス停へ、トランク１個ぶら下げ

て降り立った１９６８年１１月１日から、既に３３年半になる。

その間楽しい事も苦しい事も全て、この名古屋大学と

名古屋市において起こったのだ。今東京に赴任しろと

か、故郷の関西に帰って来いと言われても、もう心が

動かない程に、僕は名古屋に定着してしまった気がす

る。東京は公共交通機関利用による時間的ロスが多過

ぎるし落ち着かない、一方姫路は文化程度が低過ぎて

住む気にならない。丁度良い大都市が名古屋だし、キャ

ンパスは汚いがそれに目をつぶりさえすれば、自由が

ふんだんに有る名大は貴重な存在だ。何と言っても、

ここで作り上げた人間関係は、僕に取って唯一無二で

あり、何物にも替え難い。

　それでも時々名古屋地元人から叱られる；「そんな事

言っても、名古屋弁が身に付いていないよ」。僕は生

まれて７才迄（１９３９－１９４６）の大切な期間を、満州国

で過ごした。外地では日本人町に住み、日本人だけと

付き合い、日本人学校に通った。数少ない日本人が、

大多数の中国人に囲まれているものだから、同胞意識

は極めて強く、日本人同士の結び付きは親戚家族同様

で、外地勤務の商社員家族同士の様だった。共通言語

は標準日本語で、植民地言葉は何処でもそうだったら

しい。これが抜けずに、関西弁を上手く使えず、なま

じ本土よりも遙かに勉学も進んでいたものだから、戦

後引き揚げた姫路市郊外の片田舎では、「満州人」と

呼ばれて虐められ、えらく苦労したものだ。僕の非名

古屋弁はこんな理由で許して頂きたい。

　元々外交官志望が、高校の担任の忠告で理科に進ん

でしまった僕に取って、名大の自由な雰囲気は外国と

の接触を好きな様に許して呉れた。１９６８年当時である

から、外国出張旅費など自ら工面するしか方法は無く、

２週間の欧州学会出席の為に、月給３万６千円の僕が

７６万円使ったのが、今でも記憶に新しい。それ以降も、

家内には「夏のボーナスは無いと思えよ」と宣言して、

夏休みにはいつも外国出張したものだ。お陰で国際的

にも認められる様になり、定年退官最終講義としての

シンポジウム「航空宇宙推進用パルスデトネーション

エンジン開発に向けて」には、親友の Prof. John LEE

（McGill 大（カナダ））が特別講演に来名して呉れる

位になった。考えて見れば、名大で研究教育を行いな

がら、片や国際関係にタッチ出来ると言う職業は、僕

に取って天与のものであったと、定年に際してつくづ

く感無量である。理科１類入試に失敗すれば、外交官

志望を復活させるべく、東京外大英米科を国立２期に

受け、その為の英語の勉強は、高校３年生のレベルを

遙かに抜いていたと、今でも僕は自負している。

　空を飛ぶ飛行機の形を、航空学科の同級生達は全て

特定出来るのに、僕だけは物理指向にも関わらず、就

職して家計を助ける為に工学部進学だったから、元々

航空宇宙工学はどうでも良く、飛行機の型式など無知

であった。そんな僕でも名大において、多くの卒業生

を航空宇宙工業界や研究教育分野へ送り出し、専門家

として自身が認めて貰える様に育った原因は、名大で

の先輩、友人、同僚、そして何よりも研究室学生達の

学問への情熱だったと、僕は深く感謝している。学生

気質、情熱、知識欲、献身の何れにおいても、今の学

生が昔の学生に劣ってはいない。僕の研究室の学生達

は昔も今も、僕の情熱で火を点ける事が出来れば、勢

い良く燃えて自走し、僕などが予期出来ない処迄到達

する。



２６

名古屋大学で過ごした３６年間
河　上　省　吾

　昭和４１年４月から名古屋大学工学部の講師に採用し

ていただき、大学教官としてのスタートを切り、その

後、助教授、教授として合計３６年間を名古屋大学で過

ごさせていただいた。私の所属していた土木工学教室

は、昭和３６年創設の新しい学科で、講座構成も従来の

土木施設ごとの建設技術から対象施設に無関係に適用

可能な新しい土木工学の内容に添って再編成されたも

のであった。教室の教官数は６講座で比較的少なかっ

たが、いろいろな経歴の方々で構成されていたため、

幅広い意見を聞くことができ、また自由な雰囲気も最

年少の新人として教えを乞う身にとっては大変有り難

い環境だった。当時私の専門分野である土木計画学は

草創期で、研究内容は既存研究がほとんどない分野ば

かりで、過去に拘束されず自由に研究できたので、新

設学科の資料や施設不足というハンディキャップをほ

とんど感じなかった。私の専門は土木計画学の中の交

通計画学であり、その実際への適用事例を学ぶ上でも

名古屋は極めて望ましい場所であったように思う。

　昭和４０年代のモータリゼーションの進展にともなっ

て駐車、渋滞、事故などの自動車交通に関わる問題が

顕在化し、学内でも駐車問題への対処の必要が生じた。

そのため昭和４７年から学内に交通専門委員会が設置さ

れ、この委員会が学内の交通問題を解決するために３

回にわたって交通実態調査を企画・実施し、これに基

づいた交通対策案を作成したが、同委員会の委員を務

めていた私にそれらの作業を依頼され、研究室のス

タッフと学生の協力のもとで実施した。

　特に、それまで学内への車の入構を自由に認めてい

たのを入口に監視員を配置して、許可証を持つ人のみ

の車の入構を許す方式（現行方式の最初のもの）を採

用し、同時に学部学生の自動車通学を禁止する駐車規

制を導入する交通対策案を策定したが、これが大学構

成員に受け入れられるかどうかわからないという問題

があった。そこで、学生自治会、大学院生協議会や職

員組合の代表者との話し合いを持ち、さらに学生部長

にもお願いして、約３年間をかけて各階層の了解を取

り、昭和６２年４月よりようやく実施することができる

ようになった。これらの準備作業を交通専門委員長と

して担当した経験は、専門としている交通計画を社会

で実現する過程を体験する貴重な機会を持てたことで

あり、交通施設整備の実務担当者の苦労の一端を理解

することができた。この過程で、異論のある中で工学

部の先生方に交通規制案を支持していただいたことが、

全学へ提案する大きな支えとなったことを改めて感謝

したい。

　また、昭和４６年から４７年にかけて、運輸省の都市交

通審議会の専門委員として名古屋都市圏の鉄道網計画

改定の検討作業に参画し、地下鉄をはじめとする鉄道

網への交通需要予測作業を行なう機会をもてたことは、

自分の研究成果を実社会の社会基盤施設整備のための

計画策定に応用する絶好の場を与えられ、幸運であっ

た。ただし、この予測結果は実績値との比較によって

１５年後大きな誤差を持っていたことが判明し、将来予

測の難しさを痛感させられた。なお、この予測誤差の

原因の大半は、名古屋市の行なった将来人口予測に現

実との大きな乖離が生じたためで、私の提案した予測

モデルそのものには大きな問題はなかった。

　名古屋大学で過ごした３６年間を振り返ると、その間

に出会った先輩・同僚・後輩教官・職員・学生諸君に

いろいろな面で支えられて、停年退官を迎えられたこ

とを再認識し、皆様に心から感謝したい。最後に名古

屋大学のますますの発展を祈る。



２７

小さな変遷
今　井　忠　良

　私は１９３８年飛騨の山村に生まれた。国家総動員法が定

められ、日本は無謀にも中国大陸から太平洋へと戦線拡大

を図ろうとしていた時代である。私たち「幼年戦後派」にとっ

て飢えと貧困からの脱出が課題であった。１９５８年名大理

学部に入学したが、田舎育ちの私は連日の反政府デモ（教

職員法、警職法成立阻止、日米安全保障条約締結阻止）

の渦に飲み込まれ、あげくに伊勢湾台風の追い打ちを受け

て、勉学の意欲も希望も失いつつあった。そのころアメリカ留

学から帰国された鈴木旺先生の有機化学を聴講し自分の

希望する学科を決めることが出来たことは救いであったよう

に思う。化学科では化学史に残る著名な先生方の薫陶を受

け、中でも江上不二夫、瓜谷郁三（当時農学部教授）先生

による生化学講義から研究の楽しさと緻密な研究の大切さ

を学んだ。またBaldwinの「動的生化学」に接して、物質代

謝の研究こそが重要だと考え、江上教授の後任に迎えられ

た鈴木先生の研究室でピリジン補酵素の化学を学び、大

学院ではその生合成機構の研究を継続した。

　当時の化学教室の行事は「談話会」が中心となり運営さ

れていた。歓送迎会、旅行、卒論発表会など教官、学生は

勿論全構成員の参加が原則であった。この制度はお互い

の尊敬、信頼、友情を醸成し、豊かな人間教育に繋がった

ように思う。組織が極端に拡大され、人間関係が希薄となっ

てしまった現状ではこのような良き伝統は望むべくもないが、

教育の原点に立ち返って考え、改革する事が大切のように

思う。

　１９６４年教養部（現情報文化学部）化学教室の一員とし

て大学教育に従事することになった。当初、私の任務は先

輩教官２人と協力して、毎日受講生１００－１５０名の化学実

習を担当する事であり、このマスプロ教育の改善策の一つ

として「実験指導書」を編集した。制限時間内に結果が得ら

れるよう実験の原理・背景を（強制的にも）理解させること、

授業時間内の事故防止のため安全指針を徹底させること

が目的であった。少数の限られた教官が強いられたこのよ

うな教育制度に疑問を感じつつも、解決策を見いだせない

でいたが、１９７０年一部の学生によって教養部が封鎖され、

学内行政のみならず大学教育改善の重要性を痛感させら

れることとなった。連日会議場を探しながら、教養部教官は

新カリキュラム編成に向けて激論を繰り返し、いわゆる「４６カ

リ」を完成した。自由選択制と取得単位の軽減を骨子とした

この制度にも、やがて「良貨は悪貨に駆逐される」の譬え通

り弊害が指摘され、現行の四年一貫教育へと移行されたの

である。このことは教育には安易な妥協があってはならない

ことを教えてくれた。

　１９８４年 秋から１ 年 半アメリカ合 衆 国Virginea 

Polytechnic Instituteに留学した。それまでの教育一辺倒

の生活から解放され、酵素学研究に専念できたことは幸せ

であった。研究室のbossであるAnderson教授を中心とし

た教育はよく行き渡り学生に対して（あまりにも）親切で、ある

意味で学生の成長を阻害しているのではないかと私は思っ

た。その旨質問したところ「『親切すぎる』とは理解できない」

と笑っていた事を思い出す。

　１９９３年教養部廃止により農学部に配置換えとなった。そ

れまでとは異なり研究を通じて学生との親密な関係を持つ

ようになり、厳しく時には私のbossに習って優しく教育に専念

できたことは幸いであったと思う。学生と共同で、ピリジン補

酵素の代謝や新規ピリジン補酵素の合成に関する研究を

展開できたこと、また日本化学会の活動を通じて高等学校

での理科教育の改善・指導に携われたことは楽しい想い出

となろう。

　最後に、名古屋大学のますますの発展を祈念すると共に、

御世話になった皆様に心から御礼申し上げる。



２８

回顧
奥　村　純　市

　名古屋大学には昭和３２年に入学し、学部、大学院と

９年間の学生生活の後、教官として３６年間、合計４５年

間という人生の大部分の長い間御世話になった。ここ

に改めて御世話になった皆様に御礼申し上げます。

　入学した頃の名古屋大学はタコ足大学とも呼ばれ、

本部と文学部、教育学部、法学部は名古屋城域、教養

部は滝子、工学部、理学部は東山、経済学部は桜山、

医学部は鶴舞、農学部は安城にあった。入学式は医学

部の図書館講堂であったが、学生時代に各学部の東山

統合が進み、卒業式は出来たばかりの豊田講堂でその

斬新さに感激したものである。教養部では部活動に精

を出し、柔道部などに属して名阪戦、旧七帝大戦など

に熱中した。この間ギターマンドリン部を創設したこ

と、現在の名大祭の創設に参加したことが昨日のこと

のように懐かしく思い出される。この間に出来たいろ

いろな学部に所属する友人達は、その後それぞれの場

で成功され、世界を含めた各地で逢う機会が多々あり、

逢えば昔話を楽しむとともに、その時その時の仕事に

対していろいろな情報を頂き、ご援助いただくことに

なったことは学生時代には思いもよらないことで、総

合大学に学び多くの友人に恵まれたことに感謝したも

のである。

　学部では卒論の研究室に動物栄養学を選び、海外留

学より帰られたばかりの田先威和夫助教授（当時）が

これから新しく家禽の栄養学を中心に進めていこうと

いう時に参加できたのも幸運であった。まだインスタ

ントラーメンが開発された頃の貧しい日本であったが、

寝食を忘れて研究は如何にあるべきか、人生は如何に

あるべきかを議論して研究に打ち込んだ。これからは

研究は国際的でなければならないと言う先生の教えで、

修士論文から国際誌であるJournal of Nutritionに投稿

できたのは、その後の研究者人生で国際的にいろいろ

な世界の研究者と知り合い、議論できる出発点となっ

た。英国留学ではMarie E. Coates 博士というすばらし

い指導者に巡り会えることになったのも、その後の研

究者としての幅を広げ成長させて貰う大きな力となっ

た。これまで国際学会などでの海外渡航は３６年間の教

官生活のうち６２回あり、そのうち文部省・文部科学省

派遣が１１回、日本学術振興会派遣が８回、主催者招待

が２３回あるのも幸運で、国際化に貢献できたものと

思っている。また国際学会を日本で開催する組織委員

会も何度か経験したが、中でも委員長としてアジア経

済危機の中で行ったアジア太平洋家禽会議が懐かしい。

準備が軌道に乗り始めた頃に始まった経済危機は、参

加者の多くが国情により海外出張が出来難くなり来日

が不可能ということでその対応にずいぶん苦労し、ま

た開催資金集めに苦労した。しかし終わってみるとこ

の国際会議は大成功したことが分かり、資金集めも多

くの方々のご協力によりかなりの黒字となり、会長を

していた日本家禽学会に寄付できたことは望外の喜び

となった。名古屋で行った２回の国際会議では高円宮

殿下に名誉総裁をお願いし、親しく接することが出来

たのも思い出深い。

　教官としては多くの有為な青年達と一緒に汗を流し

て研究し、論文を発表した。その後多くの方が社会の

それぞれの地位で活躍しておられるのも頼もしい限り

である。出身者のこれだけ多くが大学教授となるとは、

我々の学生時代では考えもおよばなかったものである。

　大学はこれから独立行政法人化を控え更に改革が進

み国際化も進むとともに、個人個人のレベルアップも

要求されることであろう。名古屋大学が益々ご発展さ

れることを祈っています。



２９

任務を終えて
佐々木　幸　子

　名古屋大学農学部に赴任して７年、大過なく勤めること

ができ、達成感の中で今日を迎えられ、喜んでいます。暖

かく応援してくださった方 に々感謝しています。たった７年

ですが、女性の研究者も遜色なく研究者人生を全うするこ

とを示すことができ、次世代にエールを送れたと思ってい

ます。こちらへ赴任して数ヶ月後、名古屋大学に３人の女

性教授がいるというので、新聞記者が取材に来ました。

たった７年前のことですが、国立大学では珍しいことでし

た。北大、東北大、東大、京大、などの農学部では当時女

性教授はいなかったのです。現在あちこちで女性教授が

登場していますが、実力に見合うだけのポストを得るには、

まだ時間が必要なようです。ちなみに、農学部の学生の約

３０％が女性です。男女を問わず、様 な々チャンスが公平で

あることを望んでいます。

　かく言う私は、そもそも、真理の探究を志し、国際舞台で

活躍できる一人前の研究者になることを夢見て、京都大学

に入学しました。大学が女性にも開放されるようになった

新制第９回の入学生で、全学部の女子学生は３％、農学

部では１％以下でした。当時の先生方は女性が研究し

たって、と顔を曇らせる方が多く、研究者として育つよう期

待されていなく、寂しい思いをしました。先輩諸姉も女性で

あるがゆえに、研究者としての需要がなく、チャンスに恵ま

れず、不安な日 を々過ごしました。しかし、自分の可能性を

信じて、やれるだけのことをやって、後悔のない日を過そう

と考えるようになりました。幸い理解ある教授のもとで、博士

課程終了後助手になりました。自由な学風の中で、自分特

有のサイエンスを展開することを至上とする雰囲気のなか

で、好奇心の赴くままに研究をやりました。この間の生命科

学の進歩は著しく、到着する雑誌の新しい研究に、自分の

実験に、胸をときめかせ過ごしました。周囲には多くの仲間

との出会いがあり、生命の神秘を解き明かそうとさまざまな

議論をし、充実した時を過ごしました。

　とは申せ、研究費なし、人手なし、情報なしの中で、道草

を何度も喰らい、７転８起、気がつけば２８年間助手。この

間「秩序ある男社会」の中で昇進の機会なく、このまま過ご

すことも考えました。しかし、女性研究者も教授となり、次世

代に道を拓くべしと思い、一念発起し、名古屋大学に応募

し、１９９５年赴任することになりました。男女平等になってか

ら５０年、大学の運営が古い社会から脱皮するに必要な時

間でしょうか。社会の常識が大学に浸透してきたからで

しょうか。あるいは経済の発展で、大型予算が大学に供給

され、成果を挙げるためでしょうか。国際化の波が大学に

も押し寄せてきたからでしょうか。いずれにせよ、この頃より

大学は変わり始め、このような機会に遭遇した私は非常に

幸運でした。

　分子レベルでの植物の研究が最も充実している名古

屋大学は憧れの場でした。ここに迎えてもらい、感謝して

います。歴史が短いためか、しがらみが少なく、臨機応変

に柔軟に考える方が多い名古屋大学の同僚と諸先輩に

敬意を表します。

　赴任後、大学院の重点化、校舎修繕のため６ヶ月に２

回の研究室の引越しと、忙しく多彩な経験をしました。私は

基礎研究こそ大切と主張し実行して来ましたが、残された

時間が少なくなった時点で、これまでの経験を生かし、応

用研究もしたいと考えるようになりました。幸い、植物の脂

肪酸合成の鍵酵素を最初に同定していたので、遺伝子操

作によりこれを増量し、油を多量に作る植物を作出するこ

とに成功しました。この分子育種の方法が油糧作物に適

用され、植物油が環境保全エネルギーのひとつとして使

われることを密かに期待している次第です。

　名古屋大学の今後の発展を祈っています。



３０

３０余年にわたるフィールド教育・研究を顧みて
吉　田　重　方

　安城にあった農学部が名古屋のキャンパスに移転した昭和

４１年春に、私は愛知郡東郷町の現附属農場に助手として赴

任しました。それまで、農場は農学部のあった安城市、豊川市

および現在の東郷町の３ヶ所に分散していましたが、農学部

の東山移転と軌を一にして農水省東海近畿農業試験場跡に

附属農場を統合された直後に赴任したことになります。

　当時、農場には３名の教官と技官、事務官およびパート職

員を含め、３０名程度が働いていました。統合直後の建設期

であったため、教官も技官と一緒に圃場の造成や基盤整備

に毎日汗を流し、また、週１回の割合で行われる農学科３

年生の農場実習を担当する日 を々過ごしていました。また、当

時の農場では東海近畿農業試験場が残したおんぼろな木

造平屋の２室を研究室として使用していましたが、前身が

畑作部であったことや農場教官の構成が農学系の人達で

あったため、農芸化学科出身（植物栄養及び肥料学専攻）

の私にとって利用できる実験機器は全くなく、途方に暮れる数

年を過ごしました。しかし、この期間は、以降のフィールド研究

を遂行する上で必要な素養を身につける上で不可欠な期間

であったことが、今頃になってようやく分かった次第です。

　その後、当時の農場長による生産農場から研究農場への

脱却方針に伴って実験機器等の充実がはかられ、ようやく研

究ができる環境が整いました。そこで、大学院時代に行って

いたマメ科植物の根粒形成に関する研究を発展させた形で

窒素固定研究に取り組み、東山キャンパスで研究を継続して

いた同級生に大きく遅れて昭和４９年に学位をいただきました。

それと同時に学内処置によってできた耕地利用学研究室に

進んできた学部卒論生、大学院生の研究指導と学部３年

生の実習教育を担当することになりました。東山キャンパスか

ら離れているために自分で交通手段を都合して農場の研究

室に進級してくる学生のために、どのような研究課題がふさわ

しいのか、それを指導できるのかについて自問する日 が々続き、

また、これまで実施してきた窒素固定研究を続けていても、そ

れだけでは農業生産の場が抱えている諸問題の解決にいか

に無力であるかを実感していました。さらに、高度成長期にお

ける化学肥料や合成農薬の過度の投与と大型機械の導入

などの農業のあり方が、本来、環境に対して保全的であるべ

き農業を破壊的方向に向かわせるだけでなく、耕地肥沃度を

衰弱させて耕地の持続的生産性を低下させることを体感し

ました。このような観点から、研究生活の後半は農環境の保

全に視点をおいた科学、いわゆる、フィールド科学に取り組むこ

とにしました。フィールド科学というと、そういう科学があるのか、

フィールドワークとどこが違うのかという論議が常につきまといま

すが、私自身、研究に都合のいいような形で栽培されたりして

いる植物でなく、人間と自然との共同作業を通して生育する

作物群やその生息場所を科学的に解析し、より豊かな食と農

と環境を創造する道すじを模索する科学であると理解してい

ます。したがって、短期間での評価や厳格な意味での再現性

を得ることが困難な科学であるとも言え、短期間での評価が

求められるこれからの大学では定着し難い学問であるかもし

れません。しかし、社会が求めている課題解決は、限られた条

件の中で行われる再現性の高い研究室的研究の延長上の

成果からのみ得られるものではなく、野良仕事に近い無駄の

多いフィールド科学研究の発展上に見い出せるものも多いの

ではないかと思っています。さらに加えれば、再現性の得られ

難いファージなものを対象としたフィールド科学研究の重要度

が、今後ますます高まってくるのではないかと期待しています。

農耕地における物質動態、各種有機性産業廃棄物の農業

利用、地形作目連鎖系を利用した水質浄化、有用土壌微

生物を利用した荒廃地の緑化修復と間口広げすぎたきらい

があり、いずれも中途半端な形で研究活動をここで終えること

になります。後を若い人達に託すとともに、本学の発展を祈念

して筆を置きます。
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退官雑感
青　本　和　彦

　“わたしの日々はあなたの書にすべて記されている”

わたしは１９７８年名大に赴任してきましたので、今年３

月でちょうど２４年になります。天白区原の自宅から、

バスまたは自転車で通う日々でした。自転車のときに

は、途中、天白川を渡り、名城大、天白渓谷を通り過

ぎて、名大のグラウンドの丘に達する道を来るのです。

おかげで、数学者にありがちな運動不足には陥りませ

んでした。

　当時の理学部数学科は、今の多元数理に比べると、

規模はそう大きくはなく、大変のんびりした雰囲気が

感じられ、各先生方がそれぞれ独自のスタイルで研究

や学生のセミナーをやっておられたという印象を持ち

ます。理学部教授会もなごやかな雰囲気で、教授会に

出席したり、理学部の各先生方に接したりすることで、

名大の理学部の自由な雰囲気を享受することができる

ようになりました。

　数学の研究では、ひとりで研究することが多く、文

献を知るのための図書室は非常に重要です。名大理学

部数学科の図書室は、ヒルベルト文庫をはじめ、歴史

上の著名な数学者の全集などがそろっていて、図書室

に長時間滞在して、それらをしらべるのは大変楽しい

時の過ごし方でした。

　わたしは当時“形の変化”に関心がありました。自

然現象では、ご存知のように、形状・密度・温度など

絶えず変化するものです。“形の変化つまり変形をいか

に解析的に表現するか？”ということに関心を持って

いて、アダマール（J.Hadamard）の昔の論文などを勉

強していました。変化を記述する完全な形式として、

力学に出て来るホロノミックな系があります。リー

（Lie）群を特徴づける基本方程式はMaurer-Cartanの

方程式と言われるものですが、これは状態変化をホロ

ノミックに記述するひとつの抽象的な形式だとも見ら

れます。以前より、物理学者の吉川圭二氏から教わっ

ていたのですが、弦模型の運動を記述する南部方程式

が知られていて、この公式とグリーン関数に関する

Hadamard の変分公式とは関係があることを確信し、

それを数学的に厳密に書き下すことをやりました。

　わたしは、よく物理教室にも伺い、当時活躍されて

いた素粒子の大貫義郎さんや非線形の谷内俊弥さんの

セミナーなどにも参加させていただきました。

　１９９０年に日本ではじめての ICM（国際数学者会議）

が行われ、つづく数年にかけて数学教室の先輩である

森本明彦、森川寿、久保田富雄、松村英之さんがあい

ついで定年退官され、私を取り巻く数学教室の環境は

大きく変化しました。この当時、同僚の四方羲啓さん

がトム（R．Thom）の形態形成の理論を発展させる形

で、　位相数理を他の科学に応用して行こうとする夢

と情熱を話され、家への帰途歩きながらいっしょに議

論したこともなつかしい思い出です。

　私のごときのんびりムードの中で数学ばかりやって

きた“ぼんくら”には多元数理の将来にはとても対応

できないことでしょう。ここらあたりで去っていくの

が相応しいように見えます。多元数理にはこれらに対

処できる若い優秀な方々がいます。ただ、一言。“挑

戦しつつ、さぼることを覚えよ”“挑戦しつつ、リラッ

クスを！”教育や管理のみに忙殺されて、数学の創造

の中に楽しみを失わないためにです。

　多元数理の、ひいては名古屋大学の一層の発展を願

わずにはいられません。
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崋山渡辺登の事跡に臨んで思うこと
―名古屋大学退官に際しての辞―

武　田　周　一

　１９４５年４月、広島大学から大学紛争の余燼未だ止まら

ない時期に名古屋大学に転任してきたのも、つい昨日のように

思えるのは、老境に足を踏み入れた人間の感慨なのだろう。

だが、余り痛切に過去の所業を悔やんだためしがない。それ

が何とか平常心を失わなかった証しなのだ、と思っているのだ

が、心納まらないのは何故なのか。最近の大学の内外、周囲

の動きは定まらず、常に過渡期という事態に迫られている現実

は偽れない。教養部の解体という静かに見えて、必ずしもそう

ではない実情が見えてくる。いままで歩んできた道を振り返るの

も骨の折れることである。

　昨年の１２月に久しぶりに伊良湖岬を訪れ、さらに田原町の

渡辺崋山の蟄居の家を見学し、今では彼が郷土の名士とし

て地元の人びとに更に戦前とは違った意味でも顕彰され、博

物館の一角に精彩を放つコーナーで紹介されるまでになった

のには、改めて三河武士の末裔の彼の心意気を知る思いが

したのである。彼は非業の最後のわりには、画才があり、三河

藩の江戸詰めの家老職にあるにもかかわらず、小藩の貧しさ

を地でゆくような貧乏大名の家臣の苦境に耐えながら、大家

族の所帯を支えてなおも、江戸の武士の通人の心意気を持

ち、儒教道徳の節を守りつつ画業に従事し、文人画の画家と

して名作を残し、西洋伝来の遠近法の画法に基づく制作も

試みた。又蘭学者との交わりもあり、対外的に海防の策を考え、

凶作に備えては「報民倉」を建て、江戸末期の農政の施策を

行う武士の責務遂行の誠実さを実践し「蛮社の獄」に連座し

たが、父祖の地に蟄居という温情的と言える処置を受け、幽

居の境遇の中で絵筆によって生計をたてているのを咎められ

た。主家や一族に累が及ぶのを配慮し「不忠不孝」の遺書の

揮毫を認めて自刃した彼の４９年の人生を思うと、現代人の

生きざまはいかにあるべきか、と襟を正す思いがしたものである。

「為政者渡辺崋山は、藩内こぞって改革にまで牽引してゆく

ほどの強引な政治力を持つには余りにも知識人でありすぎた

のかもしれない。やはり、藩という小さな枠内でなく、日本という

視点に立って先覚者としての黙示を秘めた人物と見るべきで

あろう」（鈴木進氏）という評があるが、むしろ日本を基盤とし

た国際世界という観点を予告する先覚者であった、と言って

よかろう。彼の事績やそれにまつわる事跡に触れると、かつて

彼の絵を知り、政治家崋山を知り、西洋画の知識、美術の世

界を知り始めた時代を思うと共に、改めて幕末期の国際的視

野に立ち、運非運の中であれ活躍した有名無名の為政者の

群像の一人として、渡辺崋山という知識人の自己への厳しさ

や憂慮や慙愧の思いを痛感せずにはいられない。彼が高野

らと「蛮社の獄」に連座し捕われ、尋問を受けた有り様を後に

思い出して描いた「獄中縮図」がある。天保１０年（１８３９年）

５月、町奉行大草阿波守に召喚され尋問を受け、釈放直

後の揚屋入りのシーンを、同年１２月に、記憶のままに描いたと

推測されるという。そのような感慨は、これらの絵（一部）にも窺

い取れよう。

　私は、ゲルマニストとしてドイツ語を教える傍ら、ドイツ文学の

作品、主としてリアリズム文学の研究や、ユダヤ人迫害問題

の追求に努めてきたが、何よりもドイツ語の教授にあけ暮れたと

いう思いが強く、昨今理工系の華 し々い成果を謳歌する傾向

に乗り切れない大学教師だった。現今の大学改革の基本路

線は、科学技術の輝しさの顕現であることは結構なことだが、

現代的な実利主義の弊害もまた新時代の流れを顧みて謙

虚に認めることも必要だ。教養という大学の伝統的な基本理

念、路線がいともたやすく消えるものなのか。実学の有効性を

更に十分に生かしつつ、その足腰を固める人間学上の知の

蓄積の結集による、新たな門出の時ではないのだろうか、など

と老いの愚痴めいた思いが湧いてくる。このような目的に適う

外国語教育についての具体策の検討は幾度も繰り返されな

がらも、目先の成果に集中するきらいがある事態は無視できな

い。更に、人間学の良き伝統を守るべき次代の諸賢の持てる

知の力を結集して目標の達成に邁進されることを望む。終わ

りに、色 と々面倒なこともあり、力及ばず、無力を実感する事態

の時にも陰に陽に助けていただいた方 に々深甚なる感謝を表

したい。
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さようなら名大の記
小　川　克　郎

　大学卒業してからずーと忙しく働いてきて突然の定年、

まだ実感が湧いて来ないけれど、４月になったら定年の

意味が分るかも知れない、そんな感じです。名大理学部に

入学したのが昭和３３年。教養二年の時に伊勢湾台風で

理・医学部は港で遺体収容、三年の時には安保闘争で学

生はまっ二つに割れて殴り合いに近い激突、と尋常ではな

いことが続いた大学生活でした。伊勢湾台風が切っ掛け

で自然がやりたくなって物理を止めて地球へ進学。卒業の

時は神武景気とかで、二十人近い仲間がみんな就職。先

生が一人くらいは大学院へ行ってくれよと言うので、決まっ

ていた就職を振り、たった一人で入学試験受けて進学。修

士終わって余りに長すぎた名大との付き合いを精算して、

決まっていた博士進学を振って、通商産業省の研究所へ

就職。今考えると何と計画性の無い学生時代であったこと

かと思います。

　私と名大の付き合いは、実は、入学よりも１０年近く前に遡

ります。昭和２５年、未だ焼け跡の残る名古屋へ伊予の松

山から父の転勤で越してきて、住み着いたのがお城の中

の名大官舎。中学―高校時代は名大本部事務軟式野球

チームの一員となり大活躍？その高校も名大附属（正確に

は「名大教育学部附属高校」。しかし校歌では昔から「名

大附属」）。ついでに言うと、息子も（その嫁も）理学部でお

世話になったので、三代続いた名大との縁（腐れ縁？）。か

れこれ５０年に亘る名大との付き合いでした。あっ、そうそう

…。本部がお城の中にあった頃、名大には巡回バスが

走っていた。お城の本部→東新町の分院→鶴舞→高辻の

工学部→滝子の教養→東山→本部と巡っていた。良く乗

りました。このバスの燃料は薪で、バスの後部から煙をまき

散らしながら走っていた。まだ石油が全く足りない時代

だった。覚えている方はもう少ないでしょうが…。これから

の地球を考えると、薪自動車、即ちバイオ自動車は思いの

外の先端技術かもしれません。

　通商産業省の研究所（工業技術院地質調査所）に３０年

勤めて母校の卒業した講座へ戻ってきてはや８年。名大

に私を呼び戻した熊沢峰夫先生（本学名誉教授）と堅く約

束したことが一つあります。３０年間やって来たことではもう

十分オマンマ頂いたので、名大では自分にとっては新し

いことをやる、ということでした。熊沢先生も大賛成で大い

に私の新しい研究生活をアイディアで助けて下さいました。

私の本来の専門分野であった資源・エネルギー学と地殻

探査学から遠く離れて新しく選んだのは地球環境史という

茫洋としたテーマでした。地球環境史のイメージの中で現

在の環境問題を理解してみたいというのが私の願いでし

た。本来大変深くて広い拡がりを持つ環境問題が昨今余り

にも部分に陥っているという地球科学者としての認識がそ

の根底にありました。

　幸い、周りの優秀な先生方と元気な学生に恵まれて、私

の新しい挑戦は、それなりに、何とかいったかなと思ってい

ます。たった８年間の皆様とのお付き合いでしたが、お陰

様で本当に楽しく過ごすことが出来ました。取り分け、環境

学研究科の立ち上げと立ち上がりでは多くの素晴らしい

方 と々出会い我が母校は、これから激しく吹き荒れる国大

の嵐の中でも、大丈夫だと信じることができたことは思って

もみなかった幸せでした。少しは母校のお役に立てたの

かなと思っております。有り難うございました。皆様も頑

張って下さい。陰ながら応援してゆくつもりです。

　４０年間公務員生活を続け、時 に々属する組織のために

お役に立ちたいと微力を尽くしてきたつもりですが、定年

後はこれまで十分な付き合いのできなかった家族とそして

自分自身のいっぱいあるやり甲斐の為に時間を割こうと

思っています。また皆様にはお世話になることもあろうかと

思いますが宜しくお願いいたします。では、さようなら、名大。
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名大のメダカ畑
尾　里　建二郎

　東山キャンパスの理学部構内の車庫のあたり、南側

を小高い土手に、東側を一段高くなっている桑畑に、

西側を生協にいたる坂道に、北側を四谷通りから農学

研究科にいたる巨木の並木に囲まれた小さな窪地が見

える。そこには金網の蓋をかぶせた１ｍ角ほどのプラ

スチック容器が３００個ほど整然と並んでいる。これらの

容器にはメダカの突然変異系統が厳密な管理のもとに

飼育されている。春から夏にかけてはメダカの繁殖期

であるが、飼育容器は生い茂る緑の雑草で埋まらんば

かりである。秋にはトンボが飛び交い、やがて草が枯

れて冬が近くなると、メダカは容器の水底に静止して

餌もとらなくなる。私はこの窪地をメダカ畑と呼ぶこ

とにしているが、ここの四季の移り変わりを眺めなが

ら８年間を過ごしたことになる。このメダカ畑も来年

度には新しい建物が建つために移転することになった。

名残をこめて、このメダカ畑のことを振り返っておき

たい。

　名大の系統保存はシロアカメダカ系統に始まる。こ

の系統は山本時男先生によって１９４６年から６年間をか

けて作られたもので、雌は白い体色を、雄は赤い体色

をしていることから、体色で雌雄を区別することがで

きる。山本先生はこの系統を駆使して魚類の性が転換

することを世界で初めて実験的に証明された。これに

よって名大のメダカは世界的な名声を博することに

なったのである。この系統は５０年を経た現在でも、性

の決定や分化、ゲノム、内分泌撹乱化学物質などの広

い分野の研究に用いられ、分譲申し込みでは最も多い

系統である。山本先生の後を継がれた富田英夫先生は

形質遺伝学を専門とされ、１９５０年代から１９９０年代の４０

年間にわたって自然に発生する突然変異系統を約８０系

統収集された。現在では人為的な方法で数千の突然変

異を短時間に集めることができる。このような方法が

まだ開発されていなかった時代に、しかも、集めた突

然変異を解析する方法もなかった時代に、富田先生は

ひたすら突然変異を集め続けられた。無謀とも思える

先生の研究は、今思えば、ゲノム時代の先駆けであっ

た。このことは、近年、富田コレクションの突然変異

体からトランスポゾンの発見や変異遺伝子の単離など

が分譲先の研究室で相次ぎ、脊椎動物の進化や発生に

新しい知見を投げかけていることからもわかる。

　１９９４年、私は富田先生の後任として、純系動物開発

研究分野で系統保存を担当することになった。

　このメダカ畑から、最近、新しい系統が誕生した。

透明メダカである。胚の時期は普通のメダカでも透明

である。しかし、孵化後は体が色素細胞で覆われ、透

明性が失われる。ところが、透明メダカでは孵化後も

色素細胞が発達せず、透明性が保たれる。このため、

親でも主要な内臓すべてが透けて見える。このように

透明な脊椎動物は野生動物でも実験動物でも知られて

いない。透明メダカは、胚期から老化期までの一生を

通して、臓器の発生、成長、成熟、老化の過程で起こ

るさまざまな現象、病気、がん、化学物質の影響など

を生きたまま観察できる画期的な実験動物であると期

待されている。この新しい系統は富田コレクションの

中の色素細胞に関する４種類の突然変異系統を交配し

て作られた。当初、これらの系統はさして重要とも思

われなかった。今にして思えば捨てなくて良かったと

つくづく思っている。悠に５０年を越える系統保存とそ

れをめぐる研究の歴史の中で、私の貢献は８年に過ぎ

ない。科学の流れは時代と共に変わるにしても、今後

の発展を期待したい。
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退官に当たっての雑感
藤　間　幸　久

　名古屋大学と同年齢の昭和１４年生まれが平成１４年３

月に退官することとなりました。三菱重工業株式会社にて

本学の化学工学の先生方に石炭ガス化・流動層技術な

どでご指導を頂いておりましたところ、平成７年４月発足

の理工科学総合研究センターの総合環境リサーチグルー

プに奉職することとなりました。その折りのお計らいに深甚

の感謝を申し上げる次第であります。また、在職中は松尾

総長（初代センター長）、架谷現センター長を始め各先生、

職員の方々、学外よりの暖かいご理解と御支援により、この

７年間、大過の連続でありながら、顕著なぼろが出ずに勤

めさせていただくことができました。しかし、ご期待には殆

どお応えできず、申し訳なく、お詫びする次第であります。

学生諸君も折 の々Report作成から、卒業研究まで素直に、

まじめに、取り組んでくれましたが、十分なResponseがで

きなかったことを済まなく思っております。

　産業の場に於いては大気汚染改善の切実な要請に対

処すべくNOx低減を主な目的とした工業用燃焼技術の

開発・改良及び貴重なことが強く認識されて来た化石エ

ネルギー資源の節約を進めるための、石炭の高効率活用

を狙いとした複合発電向け流動層、ガス化技術の立ち上

げなどに携わらせていただきました。学位は高速流動層と

呼ばれる固気流動の形成条件、粒子濃度分布、濃度突変

のフラクタル概念を用いた純理論的検討で戴きました。社

会的要請に押されて殆ど受動的に仕事をしてきたところ、

自発的活動が旨の大学に於いては、どうすべきか未だに

とまどったままでおります。大学の研究は「？」先導的研究と

は「？」と考えた末、エネルギー確保が身の回りを取り巻く

種 の々問題解決の土台であると考え、とりあえず、石炭始

め廃棄物などのエネルギー資源有効活用、将来向けエネ

ルギー開発の一要素研究を取り上げて参りました。数は際

だって少ないながら研究報告をしてきましたが、これらが

はたして先の二つの「？」に向き合っているかを反省してい

るところであります。

　大学は外から見えることと異なり、驚きでした。あまりにも

多用な教官、会議・委員会の多さと長さ、抽象的諸部局等

の活用方針。大学の先生方は先導的、先進的研究に没頭

されているものと。実際は学生の完全人格を備えた独創性

に富んだ社会人への教育、世界一流の多量の研究、豊富

な国際活動、多彩な学会・社会活動、大学の運営などが

常に求められており、これにこれらをまかなう煩雑な研究

資金調達が。何時、食・寝・研究・Education（Erziehung）

をなさって居られるのか？Supermen and womenたること

が求められているようであります。

　大学はいずれ独立行政法人に移行すると言われており

ます。いっそうの大学の意志・個性、研究・Education の質

と成果、運営の効率性が求められます。大学の使命は完

全人格を備えた独創性に富んだ青年リーダの育成、リー

デイングな研究にあると思われます。先ず、人は財産、城と

言われるように、今から、若い学生の鍛錬と大学への天才・

秀才の厳選蓄積確保により、改たな礎を固めると同時に、

適度の研究組織有機化を進めるべきと思われます。研究

組織有機化は大学研究の特徴である自由・自発的と矛盾

するようですが、個 の々研究者の特長を融合できるような

組織は自由・自発性を増幅すると考えられます。産業は具

体的目的を確実・迅速に実施するよう組織化に重点を置き、

超天才は完全自由が適しているのでしょうが、大学には中

間に最適点があると考えられます。現在は超天才との意気

込みが強いのでは。理念・方針のあり方は大切にし、具体

的運営はその面のプロにゆだねてはいかがでしょうか。

　名古屋大学を愛する者の一人としての駄文、お目通し

頂き有り難うございました。
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INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１４年２月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）
日経（朝刊）

２．１（金）
本学が進める「国際大学連合」に
２４大学・機関が参加

１

読売（朝刊）２．１（金）
直球曲球：年功序列の弊害ばっさり
理学研究科・野依良治教授

２

読売（朝刊）２．１（金）
読売新聞中部本社が野依良治教授
ノーベル賞記念し、小冊子「六角
形の芸術」発行

３

中日（朝刊）２．２（土）
３月５日に岡崎国立共同研究機構
にて野依良治教授の講演会開催

４

中日（朝刊）２．２（土）
附属病院にて名古屋市内のアマチ 
ュア女性コーラスが慰問演奏会行
われる

５

朝日（朝刊）２．２（土）
院内感染：点滴注射剤の管理徹底
を　医学部・太田美智男教授

６

中日（夕刊）２．２（土）
愛知県医師会理事が発言　患者急
死「病理解剖を」
医学部・勝又義直教授の話

７

中日（朝刊）２．４（月）
２１日に環境学研究科・小松尚助教
授の研究所と子ども建築研究会主
催でワークショップ開催

８

中日（朝刊）２．４（月）
２００２年名岐駅伝競走大会で本学が
９位に食い込む

９

中日（朝刊）２．５（火）２３日に環境学シンポジウム開催１０

中日（朝刊）２．５（火）
１０日に理学研究科主催で天文学講
演会開催

１１

中日（朝刊）２．５（火）
野依良治ノーベル化学賞への道：
自然界の右・左
博物館・足立守館長

１２

朝日（朝刊）２．５（火）
攻防０２年　学力はいま：変わる教室
附属中・高校も「脱偏差値」「脱
教科」「脱教室」

１３

中日（朝刊）２．５（火）
もうすぐバレンタイン　手作り派
が“主流”　本学３年林　弘子さん

１４

読売（朝刊）２．６（水）
６月に開催する「国際フォーラム」
を開催する本学で海外３大学とプ
レ会議開催

１５

読売（朝刊）２．６（水）
来月５日に岡崎国立共同研究機構
で野依良治教授の公開講演会開催

１６

中日（朝刊）２．６（水）

野依良治ノーベル化学賞への道：
T字型リーダー
専門以外にも広い視野　樋口敬二
名誉教授

１７

朝日（朝刊）２．６（水）
大学病院日誌：病院・医師の情報、
基準示し競争を
医学部・大島伸一教授

１８

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）２．６（水）
野依良治教授特別寄稿　理科こそ
必須の教養

１９

中日（朝刊）２．７（木）
１０日から名古屋・金沢などで理
学研究科「なんてん電波天文台」
主催で天文学講演会開催

２０

毎日（朝刊）２．７（木）
国公立大２次出願締め切り
野依良治教授人気？で理学部は志
願者増

２１

中日（朝刊）２．７（木）
野依良治ノーベル化学賞への道：
メダルと賞状　巻き貝で業績イメ 
ージ

２２

中日（朝刊）２．７（木）
こう見る：産学官の連携　本来の
役割忘れず　奥野信宏副総長

２３

読売（朝刊）２．８（金）
野依良治教授ノーベル化学賞受賞
記念講演会・シンポジウム開催さ
れる

２４

中日（朝刊）２．８（金）
野依良治ノーベル化学賞への道：
不斉合成　触媒開発で初の工業化

２５

中日（朝刊）２．８（金）
「あすの中部を考える中日フォー
ラム」に松尾稔総長が顧問として
出席

２６

中日（夕刊）２．８（金）
コーナーキック：本当のこと
教育発達科学研究科・森田美弥子
教授

２７

朝日（朝刊）２．９（土）
国際経済動態研究センター主催で
東アジア巡りシンポジウム開催さ
れる

２８

中日（朝刊）２．９（土）
野依良治ノーベル化学賞への道：
夢の研究コンテスト『若い世代を
育てたい』

２９

日経（朝刊）２．１２（火）野依良治教授が日展で美術鑑賞３０

読売（朝刊）２．１３（水）
教育発達科学研究科・今津孝次郎
教授のゼミで在日ブラジル人に日
本語教室開催

３１

中日（朝刊）２．１３（水）

熱田区でロボット関連のシンポジ
ウム開催される
先端技術共同研究センター・福田
敏男教授が基調講演

３２

読売（朝刊）２．１３（水）
１６日に法学研究科アジア法政情報
交流センター主催で国際シンポジ
ウム開催

３３

中日（朝刊）２．１３（水）
第１７回中日フォーラム顧問会議
松尾稔総長が顧問として出席、産
学の在り方について活発な議論

３４



３７

新聞等名月　日記　　　　　事

毎日（夕刊）２．１３（水）
理系白書：博士ってなに？実験１０
時間　理学研究科・田中慎二さん

３５

読売（朝刊）
中日（朝刊）

２．１４（木）
情報文化学部・新学部長に加藤潔
教授

３６

朝日（朝刊）２．１４（木）
米など研究班が新説　カメレオン
は流れ流れて大陸へ
理学研究科・熊澤慶伯講師の話

３７

読売（朝刊）２．１４（木）
ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム
「２１世紀の創造」野依良治教授の記
念講演・シンポジウム開催される

３８

毎日（朝刊）２．１４（木）
２２日にメルパルク名古屋で地球
水循環研究センター創立記念公開
講演会開催

３９

中日（朝刊）２．１５（金）
セラミックスの未来～産学官のメ 
ッセージ　他素材と融合し新機能
工学研究科・平野真一教授

４０

中日（朝刊）２．１５（金）

対論－安心の中身－：地震対策　
長期的仕組み大切　環境学研究科 
・福和伸夫教授と愛知県生活部防
災監・山田氏との対談

４１

中日（朝刊）２．１８（月）
名古屋市科学館で博物館・足立守
館長が講演　野依良治教授をめぐ
るエピソードも紹介

４２

中日（朝刊）２．１９（火）
２２日に名大地球水循環研究セン
ター創設記念講演会開催

４３

朝日（朝刊）
他５社

２．１９（火）松尾稔総長が再選４４

中日（夕刊）２．２０（水）
トップランナーに聞く：地震対策、
世界の手本に
環境学研究科・山岡耕春助教授

４５

中日（朝刊）
読売（朝刊）

２．２０（水）
情報連携基盤センターなど５部局
長を選任

４６

中日（朝刊）
読売（朝刊）

２．２０（水）
附属中核・高校長に教育学部・今津
孝次郎教授を選出

４７

読売（朝刊）２．２０（水）
２２日に名大地球水循環研究セン
ター創設記念講演会、２３日に環境
学シンポジウム開催

４８

サンケイ２．２０（水）
野依良治教授が武田薬品工業・藤
野政彦会長と対談　科学の新しい
価値観創れ

４９

読売（朝刊）２．２０（水）
サロン：排せつ障害からの自立
医学部・大島伸一教授

５０

朝日（朝刊）２．２０（水）
大学病院日誌：課題先送りの末、
医療費３割負担
医学部・大島伸一教授

５１

新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（朝刊）２．２０（水）
本学附属高校出身の信州大生の卒
論「高校の総合学習は有意義だっ
た」

５２

日経（朝刊）２．２１（木）
松尾稔総長、２期目へ　独立法人
化へ組織見直し、「総長特別補佐」
を新設

５３

日経（朝刊）
中日（朝刊）

２．２１（木）
政府が「知的財産戦略会議」のメ
ンバーに野依良治教授を任命

５４

中日（朝刊）２．２２（金）
附属中学・高校で総合学習授業を
公開

５５

中日（朝刊）２．２２（金）
医学の現場から：尿からの情報が
在宅医療の充実に不可欠
附属病院・中井　滋医師

５６

日刊工業２．２５（月）
第４２回東レ科学技術研究助成に 
理学研究科・水野亮助教授が選ば
れる

５７

毎日（朝刊）２．２５（月）
「２１００年委員会」公開委員会に奥野
信宏副総長がパネリストとして参加

５８

日経（夕刊）２．２５（月）

再生医療ベンチャー始動　産学連
携、設立ラッシュ　神戸市のオス
テオジェネシスは本学が開発した
歯の再生治療法の事業化を目指す

５９

中日（朝刊）２．２６（火）

国公立大２次試験　各大学で社会
問題テーマに出題　教育学部で両
親の態度と子どもの行動の関連に
ついての国際比較調査結果を引用

６０

日刊工業２．２６（火）

先端技術共同研究センター・福田
敏男教授と工学研究科・新井史人
助教授らが１５自由度を持つナノ・
ロボティクス・マニピュレーター 
・システムを開発

６１

読売（朝刊）２．２７（水）
紙上診断：医学部・平野耕治助教授
が答える
再発した逆まつ毛、治療法を

６２

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

２．２８（木）

理学研究科・篠原久則教授、岡崎
俊也助手がソウル国立大学教授ら
と共同で世界最小のダイオードを
共同開発

６３

朝日（朝刊）２．２８（木）
「安全」の評価、過信禁物
環境学研究科・福和伸夫教授

６４

毎日（夕刊）２．２８（木）
本学が全学同窓会を設立３月５日
に学内で「プレ発会式」を開催

６５

中日（夕刊）２．２８（木）
若林　隆名誉教授がポーランドに
日本文化センター建築に向け基金
を設立

６６



　本誌に関するご意見・ご要望・記事の掲載などは企画広報室にお寄せください。

総務部　企画広報室　企画広報掛

　電話：０５２（７８９）２０１６

　E-mail：kouho@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

　松尾総長の再選にあたって、総務部企画広報室では３月１１日、総長応接室にお

いて総長へのインタビューを行いました。

　このインタビューの内容は、名古屋大学のホームページ

（http://www.nagoya-u.ac.jp）において動画で配信されていますので、ご覧ください。

お知らせ


