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名古屋大学運営諮問会議第４回会合が、７月４日、事務

局第３会議室において開催されました。

会議では、始めに、松尾総長から、副総長ほか部局長の

異動者の紹介の後、法人格取得問題等をめぐる状況等につ

いて説明があり、次いで、奥野副総長及び伊藤副総長から

学内における主要な動き及び当面の重要事項についての説

明がありました。

続いて、大�会長（国立学校財務センター所長）による

議事進行の下、次の諮問事項について各委員から意見の説

明があった後、「諮問事項に係る各委員の意見のまとめ（素

案）」に基づいて、検討が行われました。

〈諮問事項〉

１　名古屋大学の今後の発展の基本的な方向

２　ユーザーの視点に立った研究及び教育の在り方

１）ニーズ・オリエンテッドの研究及び教育の推進

名古屋大学運営諮問会議
第４回会合を開催

２）産官学協力の推進

３）その他のユーザーの視点に立った研究及び教育の

充実

３　学外との連携交流の強化

１）地域（他大学等を含む）との連携交流の推進

２）高校との連携・相互理解の強化

３）卒業生（元留学生を含む）との連携交流の強化

４　責任ある運営体制の確立とそのアカウンタビリ

ティーの向上

１）大学の運営方法の在り方

２）自己評価体制の確立

３）大学の基盤情報及び開示データの整備

なお、次回（１１月下旬～１２月上旬）は、答申素案につい

て検討を行い、来年３月には総長に答申が提出される予定

です。
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名古屋大学運営諮問会議
第３回会合議事録

日　時：平成１３年３月２７日（火）

　　　　午前１０時００分～午後０時１０分

場　所：名古屋大学事務局第３会議室

出席者：

委　員（五十音順、敬称略）

大　�　　　仁　　国立学校財務センター所長

岡　崎　恒　子　　藤田保健衛生大学総合医科学研究所教授

柴　田　昌　治　　日本ガイシ株式会社代表取締役社長

清　水　哲　太　　トヨタ自動車株式会社取締役副社長

中　川　久　定　　京都国立博物館長

水　谷　�　市　　愛知県立瑞陵高等学校長

　　　　　　　　　（愛知県公立高等学校長会副会長）

柳　田　博　明　　名古屋工業大学長

若　子　敦　弘　　前　東北エニコム株式会社代表取締役社長

名古屋大学側

松　尾　　　稔　　総　長

山　下　興　亜　　副総長

奥　野　信　宏　　副総長

野　角　計　宏　　事務局長

若　尾　祐　司　　文学研究科長

安　彦　忠　彦　　教育発達科学研究科長

北　住　炯　一　　法学研究科長

岸　田　民　樹　　経済学研究科長

神　谷　紀　生　　情報文化学部長

山　下　廣　順　　理学研究科長

勝　又　義　直　　医学研究科長

後　藤　俊　夫　　工学研究科長

並　河　鷹　夫　　生命農学研究科長

長　田　　　博　　国際開発研究科長

土　屋　昭　博　　多元数理科学研究科長

平　井　勝　利　　国際言語文化研究科長

妹　尾　久　雄　　環境医学研究所長

上　出　洋　介　　太陽地球環境研究所長

福　嶌　義　宏　　大気水圏科学研究所長

伊　藤　義　人　　附属図書館長

二　村　雄　次　　医学部附属病院長

小　栗　友　一　　言語文化部長

矢　部　京之助　　総合保健体育科学センター長

荒　木　　　長　　総務部長

太　田　　　貢　　経理部長

石　川　周　治　　学務部長

鑄　物　良　雄　　施設部長

はじめに

議事に先立ち、大�会長から、各委員に対して第３回会

合への出席の謝意があった。

１　前回の議事録の確認

大�会長から、前回の議事録の確認について、事前に各

委員に送付して確認を得ているので、承認願いたいと説明

があり、これを了承した。なお、議事録については、名古

屋大学のホームページ等で学内外に公表する予定である旨、

説明があった。

２　総長説明

大�会長から、名古屋大学をめぐる最近の情勢について、

説明願いたい旨発言があり、松尾総長から、国立大学等の

法人格取得に関する文部科学省、国立大学協会及び本学の

検討状況、並びに大学評価・学位授与機構が行う大学評価

の概要と本学の検討状況について、配付資料に基づき、次
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のとおり説明があった。

１）国立大学等の法人格取得問題に関する文部科学省及び

国立大学協会での検討状況について

①　文部科学省の「国立大学等の独立行政法人化に関す

る調査検討会議」においては、組織業務、目標評価、

人事制度、財務会計制度の４つの委員会で鋭意検討が

行われている。また、文部科学大臣の私的諮問機関

「今後の国立大学等の在り方に関する懇談会」（賢人

会）が３月２１日に開催された。

②　国立大学協会においては、「設置形態検討特別委員

会」において、本年１月「国立大学法人の枠組につい

ての試案」（委員長である長尾京都大学総長が作成した

試案（長尾試案））が出された。これを受けて、現在４

つの専門委員会（A、B、C、D）の代表者連絡会議で、

文部科学省側の組織業務、目標評価、人事及び財務会

計の各委員会との整合性を図り、原案の検討を行って

いるが、委員長の意向としては、連絡会議の原案を４

月下旬あるいは５月連休明けまでにはまとめたいとの

ことである。

２）国立大学等の法人格取得問題に関する本学の検討状況

について

①　組織改革検討委員会の下に「法人制度に関するワー

キンググループ」を設置して、管理運営、教育研究組

織、人事等の骨格作りの検討と本学独自で試案的な法

案（国立大学法人名古屋大学法（仮称））を作成し、学

内の議論を進めている。この国立大学法人名古屋大学

法（仮称）については、国立大学協会の上記委員会に

参考資料として提出した。

②　組織改革検討委員会の下に「評価に関するワーキン

ググループ」を設置して、独立行政法人化問題と第三

者機関による評価を視野に入れた具体的・組織的な評

価法を検討している。

③　また、「全学計画評価委員会」、「評価情報分析室」を

設置するとともに、それらの結果のチェック機関とし

て、評議会の下に「計画評価審査委員会」の設置を提

案したところである。

３）大学評価・学位授与機構が行う大学評価の概要と本学

の検討状況について

①　大学評価・学位授与機構においては、昨年、平成１２

年度に着手する全学テーマ別評価（実施テーマ：教育

サービス面における社会貢献、教養教育）、分野別教育

評価（実施分野：理学系の分野、医学系の分野）、分野

別研究評価（実施分野：理学系の分野、医学系の分野）

を決定し、大学等に通知がきた。

②　また、機構は昨年１２月には実施要項、手引書を作成

し、国立大学協会にも検討依頼があった。国立大学協

会第８常置委員会（委員長は本学松尾総長）において

は、作業部会を設置して、意見を整理している。なお、３

月２２日には全国立大学への説明会を本学で開催した。

③　本学については、全学テーマ別評価が対象となって

おり、全学教育委員会、全学計画評価委員会及び評価

情報分析室で検討を開始している。

次に、山下副総長から、次のとおり２項目について説明

があった。

１）情報連携基盤センター（仮称）の設置

①　情報連携基盤センター（仮称）は、全学共通基盤施

設として、構想を進めている。

②　このセンターの特色の一つは、知のサークルをどの

ように構築し、循環させて連携を図るかということを

ねらうものである。また、特色の二つ目は、先進性の

確保と情報基盤として新しい学問分野を構築するに当

たり、そのシステムをどのような形で大学として確保

していくかということである。

③　このセンターの設置に当たっては、情報メディア教

育センター、大型計算機センター及び附属図書館の一

部を改組・転換、今までの機能を更に拡大し、新しい

機能を付与したセンターとすることとしている。なお、

組織規模は教官１０数名、技官・事務官２０余名程と構想

している。

２）施設将来計画

本学におけるキャンパス整備に関する基本目標と、そ

の実現のための基本方針を定めた「名古屋大学キャンパ

スマスタープラン大綱」等に基づいて、今後５年間を目

途とした施設整備の短期計画を策定した。この具体化方
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策としては、東山キャンパスにおいては、地域交流ゾー

ン、学内交流ゾーン、教育研究交流ゾーン等に区分して

整備することとしている。

また、奥野副総長から、次のとおり３項目について説明

があった。

１）教養教育院（仮称）の設置

①　本学では、平成６年度から４年一貫教育がスタート

しており、教養教育は、全学共通教育と改めて専門教

育の一環として位置付けている。それに伴い教養部は

情報文化学部に改組し、共通教育は全学が分担して実

施するという大原則で開始した。

②　本学の共通教育は、高い評価を得ていると理解して

おり、学生にも受け入れられてきているが、その背景

には、情報文化学部が実質的な責任部局として機能し

てきたということがある。

③　現在、共通教育は委員会方式で運営しており、全学

の調整機能はあるが企画・立案機能がどうしても弱い

という指摘がある。そこで、共通教育を総括する教養

教育院を創設する方向で検討を進めている。

④　組織の役割は、共通教育の企画・立案・実施指導を

含む統括、学部専門教育との協力関係を作ること及び

高等学校教育との連携について扱っていくということ

を想定している。

⑤　専任教官は１０名程度で構成し、現在、設立準備委員

会で平成１３年度の早い時期に設立されるということを

目標に検討している。

２）情報学研究科（仮称）の設置

①　この組織の設置目的の一つは、名古屋大学として情

報学の発展に資するということ、二つ目は、情報文化

学部の実質的な大学院重点化をこれによって実現する

ということである。

②　組織の概要は、５専攻で各専攻教官約２０名の計約１００

名を予定、人間情報学研究科、情報文化学部、工学研

究科、多元数理科学研究科、言語文化部及び総合保健

体育科学センターの既設組織の再配置により組織する

こととし、３月の評議会で全学的な設立準備委員会が

設置され、４月から検討が開始される。

３）高等研究院（仮称）の設置

①　これは世界をリードするような大型研究、萌芽的研

究、学際的研究をする場として設置するものであり、

研究専念組織である。

②　教官は、３年～７年の間、他の職務を離れて個人あ

るいはチームとして研究に専念できるというものであ

る。

③　この組織においては、基幹教官は、マネージメント

に当たり、流動教官は、既設部局から時限付きの振替

えで３年～７年研究に専念し、客員教官、あるいは大

学院の後期博士課程の学生、ポストドクトラーの学生

等々を投入して、期間内に研究成果を上げるというも

のである。なお、３月の評議会で全学の設立準備委員

会の設置が決まり、全学的な検討が４月から開始され

る。

以上の説明を受けて、次のとおり質疑応答、意見交換が

行われた。

以下主な意見等（以下、◎は会長の発言、○は委員の発

言、△は大学側の発言を示す。）

◎　国立大学法人化問題をめぐる動きについては、松尾総

長をはじめ国立大学、名古屋大学のご努力が実るように

ご期待を申し上げたい。

○　キャンパスマスタープランについてのバジェット、構

想の金額が一切入っていないがどうしてなのか。

△　言われるとおり、バジェットを伴わない計画など本来

あり得ないと思う。しかし、今の予算の要求の仕組みで

は、組織の要求と建物の要求部署が別々になっており、

別々に文部科学省に要求することとなっている。今後、

仮に法人格の取得ということになると、バジェット的に

も、大学の方にかなりの自由度がつくと思うので、予算

的裏付けを考えながら整備していきたいと思う。

○　国の予算要求のシステムがそうなってるからだと思う

が、我々から見ると大体どのぐらいトータルのバジェッ

トの中でこういうことを考えるというように、物の考え

方、発想が違うが、それは現在のシステムからくる矛盾
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みたいなものがあるのか。

◎　私の印象であるが、このキャンパスマスタープランは、

それより以前の段階のものであると思う。大学として５

年計画を決めて、その計画を検討する際の前段階の基本

方針ということだと思う。大学として「こうしたい」と

いう方針を持つことは大学の決断であり、それを文部科

学省、財務省がどうするかということは交渉の問題であ

る。特にこれから法人化ということを視野に入れると、

大学自体がストラテジーを持って交渉に当たるというこ

とがますます重要になってくるので、施設整備計画を立

てるのであれば、委員の意見のように、それが大学とし

ては何平方メートルで幾らの投資額になるということが

ないと、短期計画とは言いがたいのではないかと思うが、

そこまでまだ詰めていない時点だろうと理解している。

△　ご推察のとおり具体的な施設計画の基本になるものが、

キャンパスマスタープランである。

○　情報基盤整備については、学外のアクセスあるいは学

外からの情報入力という視点も是非落とさずに検討いた

だきたい。研究主目的なのか、教育主目的なのかという

こと。また、文理融合型のデータベースがどう構築され

ていくかという視点で、よりよい計画案にしていただき

たい。

△　そのような視点も考えつつ計画を練っておりますので、

また、細かく見ていただきたい。

◎　情報連携基盤センターについて、「連携」という言葉が

あるので、ある意味ではわかりにくくなっているが、「連

携」という言葉を入れた意味はどこにあるのか。

△　改めて「連携」について問われると難しい。

◎　学内の研究者が学内外を通じての情報にアプローチを

して、それを活用して、学生も含めて教育研究を活発に

展開し得るようなシステムを整えるというところに主眼

があるのか、それと同時に、例えば産業界も含めて学外

に名古屋大学が行っている教育研究活動の状況というも

のをデータ化してオープンにしていって、例えば共同研

究等の発展ということを図ろうとするのか、多分両方だ

と思うが、そういう理解で良いのかどうか。

△　単にデバイスとしての受信・発信ではなく、質の高い

情報に関わるサービス研究を続けながら具体的な業務に

発展させたいというのがこのセンターの大きなねらいで

ある。既存のセンターをより統合した形で、お互いの学

問分野、機能の連携を図りながら、一つの組織をつくっ

ていくものである。

△　このセンターは、全体的に融合した形でつくる基盤セ

ンターであるが、それぞれの既存組織をそのまま残しな

がら、つくるという印象を与えることはいけないので、

少し説明や言葉などを検討させていただきたい。

◎　学内における連携という方向に重点があるということ

は、わかりました。

○　教養教育院については、従前の２か年間の教養教育が

解体した後、新しい考え方に立った一つの具体的な形が

出てきているのだと思う。

◎　教養部とどこが違うと説明をされるのか。

△　教養教育院は、ヘッドクオーターと考えており、そこ

で企画・立案し、どういうプログラムがどの部局には必

要かというようなことを全部考える。また、どの科目に

ついてはどの教官が最も適しているかというようなこと

まで立ち入る。科目の担当に指名されることが、非常に

名誉なことであるようにしていきたい。差し当たっては、

１０名くらいのところからスタートしてみるということで

ある。

○　高等研究院という発想は、良いと思うが、先生をどう

やって選ぶかが重要と思う。

△　具体的にどういう形でやっていくかということは、こ

れから設立準備委員会で検討していこうとしている。ま

た、その間は、例えば全くアドミニストレーション、講

義、学内の委員会からは免除するとか、居る場所を分散

型にするか、全く切り離して建物を別にするかなどにつ

いても含めて検討していきたいと思っている。

○　シニアな優秀な先生も必要であるが、若手も是非やっ

ていただきたいと思う。私が経験しているイギリス等で

は、ドクターをとってしばらく授業免除になる人もいる。

◎　大変魅力的な構想だと思う。これは大学の自己資金で

やるという発想のようであるが、今後、国レベルの競争

的研究費という、いわゆるプロジェクト研究への金がど
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んどん増えてくるという状況にもある。外部資金による

研究プロジェクトとの関わりをどのように考えるのか。

△　競争的プロジェクト、産学共同の研究は、どんどん奨

励していきたいと考えている。差し当たっては、学内措

置として一両年実施してみて、省令措置の組織になるよ

う概算要求に乗せていきたいと思う。

◎　科研費のCOE、特別推進研究、あるいは出資金事業の

大型等を申請して取ってきた研究者のグループというの

は、物理的には、ここではやらないでそれぞれのところ

でやる。これは、まさに学内の方針で進めるための組織

であるというのが基本だと理解して良いか。

△　科研費のCOEもものによっては、ここに入ってきても

良いと思う。産学を一緒の建物の中に入れ、共同研究を

３年間、５年間集中的にやっていくような非常に高度な

ものもここへ入れていきたいと考えている。

◎　研究者ベースでコンペティティブに資金をとってきた

場合には、ケース・バイ・ケースであり、高等研究院と

してのセレクション・コミッティーの機能なり役割なり

というのが大きい課題になり、ある意味では、これは大

学としての研究ポリシー、研究戦略のような場であると

理解してよろしいか。

△　それで結構だと思う。１人の場合もあるし、複数でや

る場合もあり、いろんなケースが出てくると思う。

○　教養教育院については、部局は、従来の学部と考えれ

ば良いのか、ヘッドクオーターとのことであるが、実践

教育をするところではないのか。また、部局と教養教育

院の間に共通基盤支援機構が入っているが、これはどう

いう機構で、どういう役割を果たすのか。

△　教養教育院は、これ自体が実施機構だということでは

なく、あくまで統括する組織であり、規模１０人程度を考

えているが、そこに人材バンクというのがあり、それが

一つの新しいアイデアでもある。これは全学の教官、外

部の教官等がここに登録されており、教養教育院が、そ

の中からどういう講義はどういう先生にやっていただく

かということを企画・立案し、実施に移していくという

機能を持っている。また、共通基盤支援機構は、教養教

育院の講義を助けるものとして使われていくものである。

なお、部局には、学部、研究科、研究所及びセンター全

部を含んでいる。

◎　部局については、教養教育をどうデザインするかとい

う点に限れば、むしろ学部と言い換えた方が、わかりや

すいのではないか。各学部と協議しながら望ましいカリ

キュラムを形成していくということとして理解をさせて

いただくがどうか。

△　部局はもちろん学部であるが、４年一貫と同時に、最

近は６年も考慮に入れた教育カリキュラムシステムも一

方で考えられており、そういう意味で研究科ということ

も入れている。

○　教養教育院の授業の実施組織は、むしろ部局の方に

くっつくと考えれば良いのか。

△　教養教育院には、確たる権限と機能を持たそうと思う。

人数は少なくても、企画・立案は非常に強い権限を持っ

ており、合意形成の上であるが、主導権は常に教養教育

院の方でとれるようにしていきたい。

○　たくさんの改革がされようとしているということは、

了解できたが、有機的に機能するように改革をするとい

うことが大変であろうというのが感想である。特に教養

の問題は、部局でできない部分をこの教養教育院の方が

「こういうものをすべきである」というように助言をし、

あんばいをされると考えれば良いのか。

△　今は、委員会で全学共通科目として、このような科目

が要るなどの合意をしているが、それを根本的に見直す

ようなチームをつくるということと、授業の担当を情報

文化学部が非常なウエイトを持ってきたので、共通的な

ものは、全学が自分のものとして分担するものであると

いうようにしていきたいということである。

○　キャンパスマスタープランのことであるが、プランを

立てるときに、実際問題として建物が建っているので、

なかなかクリアできない部分があると思う。名古屋大学

には非常に緑地が多くあり、まだ活用できる部分がある

と思うが、それを大胆に使って代替の緑地をつくるとい

うような案も考えているのか。

△　ここにゾーニングした考えは、今すぐはできないと思

うが、将来ビジョンとして、キャンパス全体を見たとき
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に、どういう機能を空間的に配置するかを先ず合意して

おかないと成り立たないのではないかということと、グ

リーンベルトというのが本学の一つのシンボルであって、

これをどう生かすかということである。例えば学生を空

間を移動することによって交流させようではないか、単

なる空き地を空間と呼ぶのではないというような理念も

設定し、その実現を目指すという基本的な理解を全学が

共有しており、その上でやっていくことだと思う。また、

今、新しく建てている建物は全て総合研究棟であるが、

最低２０％はその部局や個別の分野のものではなくて、全

学が共有するという形で、弾力的・流動的な建物の利用

をすることとしている。そうしないと、新しい学問をつ

くっていけなくなってくると考えており、新しい教育体

制に対して、ハードウェアもそれに対応させたような使

い方、開発の仕方というものを考えようというのがこの

基本である。

３　諮問事項の検討について

大�会長から、各委員から出された諮問事項担当項目の

意見（配付資料）に沿って、諮問事項の検討を行い、更に

今後の進め方を検討したい旨提案があり、次のとおり意見

交換が行われた。

主な意見等は、次のとおりである。

◎　「名古屋大学の今後の発展の基本的な方向」については、

委員の意見は、一つは、学術憲章という立派なものをつ

くったが、大学としての具体的な戦略をもっとたてるべ

きではないかというところに主眼があるかと思う。その

有力な方法として、世界の一流大学を一つの対称軸に

とって、それとの関連において大学の在り方というもの

を考えてはどうかという提案が非常に重要な提案ではな

いかと思う。もう一つの大きい点は、教学と経営を分け

る方が良いのではないかという指摘であり、これも今後

の大学の在り方を考える際の一つの大きな視点ではない

かと思う。

○　会社が仮に将来プランを考えるとき、一つのモデルと

いうものを想定して、自分たちの考え方とそれに対比を

して肉付けしてしていく。あるいはそのモデルとの対比

において、これは実現可能か不可能かを考えていくとい

うことで提案をした。もう一つは、学校の経営の国に金

を要求して教官何人という形で来ればひとりでに建物が

来るという考え方は、どうしてもわからないし、そうい

うやり方が本当に良いかどうかは難しい問題であると思

う。やはりトータルの大学のマネージメントを考えるシ

ステムなりあるいはそういう組織なりを学校の中に、会

社で言うと資本と経営の分離のようなところがあっても

良いのではないかということで提案をした。

○　今のお話は、非常に重要な提案であると思う。我々の

場合は、例えばどんな商品を世に送り出すか、あるいは

どのような会社がどういうところを今走っているのかと

いう、要するに敵を知るというのは、重要な戦略の前提

になると思う。そういう意味で、しっかりとしたところ

を選んで、しかもユニークな価値ある大学と評価される

ようなところを選んで、しっかりベンチマーキングをす

るというのは、アプローチの有効な手段だと思う。

◎　第１の提案、第２の提案も大事であると思う。ただ、

アメリカの一流私学をベンチマーキングをするときに加

えていただくのは良いが、経営面では多分、それは無理

であり、経営面でのベンチマーキングをするとすれば、

アメリカであればバークレーとかあるいはミシガンとい

うような州立大学の方が良いのではないかと思う。経営

の点も、アメリカの州立大学なりあるいはヨーロッパの

経営ではどう考えているかというところで、法人化の制

度設計の際、経営・教学の一致ということで今まで来て

いること、教学が中心であることから、その意味では教

学の発展のためには、経営機能というのをどう考えるか

ということは、大事だと考えている。

◎　「総合的視野を持った人材育成」というところでは、い

かがか。

○　昔が別に良いと言っているわけでは必ずしもないが、

昔の旧制高等学校の教育を受けていた人たちと比べて、

教養課程２か年間というのが廃止され、学部がその教育

を全部担当するというようになってきてからは、だんだ

ん専門だけに偏ってしまうという危険がある。専門に偏
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るということは、非常に良い面もあるが、それぞれの研

究領域の流行っているものばかりに集中してやっていく

と、その研究が世界的な風潮として終わってしまった場

合にどうするかということに対応できないような危険が

あり得ると思う。そのためには常に複眼的な目を持って

いて、状況に対して何時でも対応できることが必要にな

るのではないかと思い、三つぐらいの提案をした。複眼

的な視野を養成できるようなことに心掛けていっていた

だけば、この教養教育院というのは、十分大きな機能を

果たすのではないかと思う。

◎　基本的な考え方についての意見であり、異論はないか

と思う。次の２番目の事項である「ユーザーの視点に立っ

た研究及び教育の在り方」については、いずれもユーザー

ニーズの把握ということの必要性を説いていると思うが、

その趣旨を改めてお願いしたい。

○　大学というのは、明らかに違った二つの機能を持って

いると思う。一つは、それぞれの分野の最先端を走る研

究機能が、間違いなくあるのではないかと思う。もう一

つは、やはり人材の育成というか、将来どういう分野に

進むにしても、鉄の熱いうちにいかにうまく打つかとい

う教育分野の機能があると思う。それぞれのニーズを明

確にして、大学としてのイメージを共用できるようなも

のをつくれば、名古屋大学が目指しているものが内外に

非常に鮮明になると思う。

○　ユーザの視点に立って、どんな人材が求められている

かということについて、教養教育とは別に専門の中でも

二つぐらいあった方が良いと思う。提案は、特に学部か

ら大学院に進学するときに、ほとんど真っ直ぐ同じ学部、

学科へ行ってしまうが、なるべくそうではなく、例えば

材料のことをしっかりやってる人であれば、その人が生

物へ行ってやるということができるようにしてはどうか。

名古屋大学はそういうことができると思うので、特に学

部間で動けるように、また、学部から研究科に移るとき

に、違うところに移れるようにすることができたらおも

しろいのではないかと思う。もう一つは、なるべく広い

視野を持った人、特に変化に対応できる人が今、要求さ

れている。そのときに広い視野を持った方が良いという

中に、単位交換が違う専門間でできるようになれば、学

生にとっても非常に良いのではないか。多分、社会はそ

ういう人材を大学が供給することを求めているのではな

いかと思っている。

◎　ユーザーのニーズについては、外国の政策文書等では、

エンプロイヤーと言っている例が多いので、ユーザーと

言うよりは、エンプロイヤーと言った方があるいはもう

少しイメージがはっきりすると思う。要するに教育研究

というのが社会的にレリバントであるかという議論が片

方にあり、それを突き詰めると、エンプロイヤーの必要

とするものを大学が、もちろんそれが大学のすべてでは

ないということは前提であるが、特に応用科学の分野で

は、ミスマッチやギャップがあるのではないかという議

論が常にあり、反面、あまりエンプロイヤーの短期的な

必要に応じることをエンプロイヤー自身も望んでいるわ

けではないので、幅の広い基礎的な能力を培うべきであ

るという、それは多分、対立しているのではないが、大

学が具体化していくためのガイドライン的表現をうまく

つくれるかどうかが、焦点ではないかと思われる。

◎　「ニーズの把握対応」ということについては、どういう

形でニーズへの対応ということを考えたらよろしいか。

○　名古屋大学学術憲章を中心に具体化していくための、

コミットメントというか、戦略、あるいはアクションプ

ランをもう少しはっきりすべきであると思う。また、そ

れをしながら今までの考え方とやり方だと何かが違って

いるのか、全く変えないといけないのか、モディファイ

すれば良いのか。個々のテーマで、例えば今、愛知は空

港、万博のような国家プロジェクトを幾つも走らせてい

るが、そのときに総合大学としての名古屋大学の意見と

いうのはどうなっているのかと思う。足元のいろいろな

事象も含めて、これからの在るべき姿も考えながら、こ

ういうことからやるべきではないかという提案をある程

度させていただきたいと思い、今回はまとめさせていた

だいた。

◎　具体の課題の取り組みを通じて、むしろ積み上げたら

どうかという意見ではないかと思う。次のご意見は、テ

クノロジー・トランスファーについてのことと思うが、
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簡潔にご説明願いたい。

○　今、各大学では、TLOに取り組んでいるが、実は、あ

まりうまくいってない理由の一つに、まだ旧来の価値観

があると思う。ベンチャーを起こしたときに、後で大き

い会社にするということを前提に皆さん考えておられる

ので、それではうまくいかないのではないかと思ってい

る。「自分がやりたいことをやる」というところはうまく

いっている。これは、集団に属するよりも個で生きたい

人が増えてきたからのではないかと思う。実際に先日も

あるところで１４件合格したが、そのうちの３分の１は、

会社を途中でスピン・オフした人である。そういうこと

から、起こす業が目的ではなく個性を尊重する。あるい

は自立を尊重していくような立場でやったらうまくいけ

るのではないかと思う。また、現在、私立大学では、学

生あるいは教職員が起業をするときに、大学が資金を提

供している。この私立の良さを生かせば、独法化も歓迎

される方向になるのではないかと思う。

◎　産学官協力、あるいは産学協力というのは、大変重要

な課題であると思う。ご欠席の委員から、県の行政ある

いは国の行政との関わりで、かなり詳細な提言があるが、

例えば科学技術交流財団というのは、どう機能している

とか、産学協力のシステムとしていろいろなシステムを

文部科学省でも、経済産業省でも推進をしているが、そ

れとの関わりや、種々インフォーマルな形で行われてい

る先生方と企業との協力関係について、わかりやすく整

理していただいた上で、またご意見をいただければと思

う。

○　高校との連携相互理解については、「知育に偏しない全

人教育」、あるいは「研究に偏しない教育」と「産業界に

おいて、そこで対処できるセンス、あるいは変化に対応

できる人材育成が必要である」ということがどのように

関わってくるのか、その辺りを各学部ごとにこういう教

育をしたい、こういう人材を育てたいということを、具

体的に詰めていただけると高校生にとっても非常にわか

りやすくて、学習意欲を喚起していただけると思う。ま

た、日本を代表する研究機関としての名古屋大学に対す

る期待は、非常に大きいものがあり、高等研究院を設置

されるということは、大切であると感じている。

◎　「高校との連携・相互理解の強化」のところは、いかが

か。

○　一つは、「特色の紹介を」と書かさせていただいたが、

名古屋大学の持っている優れた教授陣の研究の実績など

優れた特色について、日本全国に向けて紹介をいただけ

るとありがたい。二つめは、「求める学生像の明示」とい

うことであるが、どういう能力・適性を持っている人材

を集めて、こういうふうに人材を育てていきたいという

ことを具体的に示していただきたい。三つめとしては、

「入試の一層の改善」ということであるが、引き続き、

出題する教科・科目は現在のままで適切なのかどうか、

入試問題を適切にしていく入試体制はどのように充実し

ていけば良いかということについて、検討をお願いした

い。その点では、教養教育院という特別なシステムをつ

くり、その中の一つに、高等学校の教育との連携を含む

と示していただいたことはありがたい。

◎　大学のプロファイル、あるいは戦略をはっきりして、

それをわかりやすく発信をすることが、高校と大学との

接続にとって大変大事であるということを、具体例を示

してご指摘をいただいたと思うので、是非その方向でお

願いしたいと思う。

◎　「責任ある運営体制の確立とそのアカウンタビリ

ティーの向上」については、委員から、学内の管理運営

システムと基盤情報開示データの整備についての提言が

あるが、これは、特に法人化ということを視野に置くと、

大学における裁量性が増大をするということに伴って、

やはり大学における意思決定の構造化というのは、どう

しても今まで以上に重要になってくるという意見である。

学内の意思決定のシステムの再検討というのは、避けて

通れない重要課題であると思うが、各委員におかれては、

改めてまたお考えをおまとめいただければありがたい。

○　今回、大学が計画しているビジョンなどについて、企

業の方から見たそれに対する欠点などを非常に率直な指

摘をされているが、やはり大学に必要なのは柔軟性で、

その柔軟性のためには、大きな権限とかいうようなもの

が要るということをつくづく感じている。良い教職員と
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学生を獲得するための努力というのは、どれだけしても

したらないということであるが、そのためには、大学の

魅力を増すということであり、やはり研究環境の整備と

いうか、キャンパスプランというか、そういうものが今

は求められていると思う。

○　総長の権限の問題などについて、総長だけではなくて

部局長の権限、任期などにも問題があるのではないかと

いう感じがしている。例えば部局長が原則的に２年で交

替するというようなことで、本当にその部局の将来像を

描きながらリードしていくことができるのか、そういう

運営機構というか、運営の慣習のようなものを少し論議

をして、メスを入れないといけないのではないか。また、

例えば教授会などでは全員一致で物事が決まるとかとい

うような話も伺っているが、そういうところにも少しメ

スを入れないと、本当に改革ができるのかどうかという

のは、大学運営の根幹に関わる話だと思う。傍目八目と

いうか、外から見てこういうふうに思うというようなこ

とを少し申し上げるべきではないかと思っている。

◎　おそらく今の点が最大の課題である。ただ、要するに

大学自体がそういう意思構造をつくり上げてくださると

いうことが大変大事だと思うので、それは次回に検討の

時間をとっていただければありがたいと思う。外国の

ファンディングシステムを調べに行ったことがあり、ド

イツも今の運営費交付金みたいにひも付きではなくて、

包括予算という実験のようなことが始まっているが、そ

れに踏み切る難点は何かという話になったら、「包括予算

になると今度は学内配分しなくてはならない。学内配分

するときに、学内がそれぞれ自己主張しておさまりがつ

かなくなるのではないかというところが心配なんだ。」と

いうことを言っていたところがあった。やはり、どうし

てもディシジョン・メーキングということについて、学

内の意見を十分踏まえながらもできる体制というのがな

いと、法人化してかえって悪くなるというおそれもなし

としないと思う。その辺りは大変重要な問題なので、傍

目八目で外でこう考えてるがということを、あまり遠慮

しないで言わせていただくという機会もいただければあ

りがたいと思う。

△　ご指摘いただいたことで、私どもが一生懸命検討を進

めている問題もあります。また、外から見たご議論をい

ただければ大変ありがたいと思う。

４　今後の進め方について

大�会長から、諮問事項の検討の今後の進め方について、

次のとおり提案があり、了承された。

①事務局の方で、本日の議論を踏まえて、各委員に更に追

加・修正のご意見等をいただくこととする。

②これを会長の方でとりまとめさせていただいて、次回の

運営諮問会議に諮る。その際には、原案のたたき台のよ

うなものは事前に各委員に送付して、ご意見をいただき

やすくするという配慮をすることとする。

５　次回開催日について

会議終了後、各委員との日程調整の上、次回開催日は平

成１３年７月４日（水）（１３時３０分～１６時３０分）となった。

以　上
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６月１日、平成１３年度の文部科学省中核的研究拠点

（COE）形成プログラムに、松岡　信　生物分子応答研究セ

ンター教授を研究リーダーとする「植物成長・分化機構プ

ロジェクト」が選定され、今後５年間にわたって研究費の

支援が行われる予定です。

このプロジェクトについての松岡教授による研究概要を

紹介します。

植物の可塑的な分化・成長を支える分子機構

研究拠点：名古屋大学・植物生長・分化機構プロジェクト

研究リーダー：生物分子応答研究センター、教授　松岡　信

研究リーダーからの申請総額　６億８０００万円

植物の生長・分化を支える分子機構を明らかにし、そ

の分子機構を改変して、生長や分化を人為的にコント

ロールする

研究概要

現在、地球の人口は６０億人を超え、今世紀中ばには１００億

人に達すると予測されています。このような状況を考える

と、今後ますます食料の安定供給は人類にとっての重要な

課題となってくることは間違いなく、作物の生産性の向上

は必至の状況といえます。作物の生産性の向上はこれまで

は経験主義に基づく品種の改良（育種）と農薬の大量散布

により達成されてきました。しかし、２１世紀に人類が取り

組まなくてはならない新たな生産性向上は、従来の農薬の

大量散布や経験に基づく育種ではとうてい対応できません。

最近の生物学の爆発的な進展により、私たちはこれまで

取り扱うことが不可能であった複雑な生命現象を物質レベ

ルで理解し応用することが可能になりました。これは植物

の分野でも例外ではなく、実際、２０００年には双子葉のモデ

ル植物としてアラビドプシス、２００１年には単子葉のモデル

植物としてイネの全塩基配列が決定されました。その結果、

これまで農業上非常に重要な形質でありながらその解析手

法がなかったために研究対象としてあまり取り上げられな

かった形質が積極的に研究され始めました。また、この状

況を反映して最近では植物科学の基礎と応用の距離がほと

んどなくなり、両者一体となって研究を進展させる機運が

高まりつつあります。

私達はこのCOEプロジェクトで、植物の可塑的な分化・

成長を支える分子機構についてタンパク質や遺伝子のレベ

ルで解明することにより、その分子機構を利用して農業生

産の向上に貢献できる植物の開発を行いたいと考えていま

す。このために、既知の植物ホルモンを含む生理活性物質

の合成や情報伝達、光合成や転流の分子的メカニズム、外

環境特に光に対する応答統御、等これまで培ってきた研究

をコアにして、これに急速に進展しつつあるゲノム研究の

成果を取り入れ現在行っている研究を更に発展させたいと

考えています。これらのテーマは一見すると個々バラバラ

の印象を受けるかもしれませんが、実はそれぞれが密接に

関わり合って作用していることが最近の私たちの研究から

も分かってきました。たとえば、植物が花を付けるという

私たちにとっては至極当たり前の生命現象は、先ず始めに

植物が外環境の光の状態を感じ取り（外環境特に光に対す

る応答統御）、植物体内のホルモンの量を変動させ茎の先端

に花を分化させる（生理活性物質の合成や情報伝達）といっ

た少なくとも２つの素過程にまたがると考えられ、従って、

上の２つのテーマにまたがった研究テーマということにな

ります。また、この花が咲くという現象は、言葉を換えれ

COEに松岡　生物分子応答研究センター教授らの
プロジェクトチームが選定される
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ば植物が何時実を付けるかということに他なりませんから

農業的には非常に重要な性質ということになります。それ

で、今の素過程のメカニズムを少し変更し、花がつくタイ

ミングを少し都合がいい時期にずらすことができれば農業

的には大きなインパクトを与えることができます。私たち

はこのように、基礎的な研究成果をもとにして分子育種の

形で積極的にアウトソーシングしていくことを通して、今

人類に突きつけられている作物生産の画期的向上に貢献し

たいと考えています。
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第４２回名大祭が、「白地図」をテーマに６月６日から６月

１０日までの間開催されました。

開催に先駆けて「スポーツフェスティバル」、「仮装行列」、

「２１世紀に徹夜でスケート」等のプレ企画が各地で行われ、

市民にアピールして名大祭の雰囲気を盛り上げました。

名大祭期間中は、豊田講堂前特設ステージ及び第２グ

リーンベルト周辺を主な会場としてコンサートやフリー

マーケットなどの多種多様なイベント、第３グリーンベル

トでは今年３５回目を数える応援団によるFIRE　STORM、

さらに会場全体では、各種模擬店など様々な企画が行われ、

学生達の熱気に会場全体が包まれました。

また、講演会や研究所公開等の学術系企画としては、４２

回目にして初めて本学の９学部全ての学部で研究所公開が

行われたほか、大学院環境学研究科設立記念事業として「２１

世紀を環境の世紀とするために－公害の原点・四日市に学

ぶ－」と題したシンポジウムが本学の学生、多くの一般市

民の出席を得て開催されるなど、本学としての教育・研究

の成果を幅広く知っていただく機会になりました。

名大祭ホームページURL

 http://www2.jimu.nagoya-u.ac.jp/circle/sonota/meidaisai/frame.html

名大祭企画　第２回エコツアー

今年で２回目となる「エコツアー」が、廃棄物処理施設、環

境指導員室の主催により名大祭期間中の９、１０日に実施さ

れました。

これは、昨年度から本学が推進しているゴミ問題への取

り組みをより深く理解してもらおうと企画されたもので、

スタンプラリー形式のため親しみやすく、参加者の中には

家族連れも多く見受けられました。

参加者は、各チェックポイントを訪問しながら、ゴミ回収体験、

ゴミ分別クイズ、回収ゴミの分別・シュレッダー処理等を体験す

ることで、ゴミ問題への理解をより深めようとするもので、全ポイ

ント通過者には記念品が渡されました。

また、「エコツアー」の実施に併せて、名大祭ではゴミの

リサイクルに力を注ぎ、会場内にリサイクルステーション

を設けゴミ問題への関心を高めるとともに、今年からの試

みとして模擬店等から出る紙製・発砲スチロール製トレー

のリサイクルを奨励し、一部の模擬店では再生紙を原料と

したトレーを使用しました。

第４２回名大祭
「白地図」

▲リサイクルステーション
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「名古屋大学の医のこころ－医学部所蔵の教育資料・標

本展－」と題した博物館の第２回特別展が、６月９日から

公開されています。

今回の特別展は、各部局における教育研究の歴史や標本

紹介を行う第一弾として、本学で最も歴史の古い医学部を

とりあげたもので、明治初期、公立医学校時代に本学医学

部の今日につながる基礎を築いた、オーストリア人教師

ローレツの史料と医学部標本展示室の教育標本を中心に公

開されています。

展示コーナーは、�医学教育に貢献した人：ローレツ、

�人体標本、�ムラージュ標本、�組織標本、�医学書閲

覧コーナーがあります。６月９日と１０日は名大祭とあって、

１，０００名を超える市民や学生でにぎわいました。実施したア

ンケートによると、１９７０年頃に解剖学教室で作製された人

体のプラスチック包埋（ほうまい）標本、全身骨格標本、

１９６０年頃まで皮膚科で作製され、病気の症状をろう細工で

立体模型にしたムラージュ標本、これらの標本に来館者の

関心が集まりました。また、食道や気管といった動物組織

の標本を実際に顕微鏡で観察したり、パソコンを操作して

顕微鏡画像を印刷したり、脳の分解モデルを組み立てる等

の体験コーナーも人気を博していました。

この第２回特別展は１０月３日まで開催され、８月１日か

ら７日までの一週間は、毎日公開されます。また、８月１

日、９月８日、１０月３日には特別展に関連した講演会も予

定されています。

◇

特別展の一般公開に先立ち、６月８日にオープニングセ

レモニー、内覧会及び講演会が行われました。

セレモニーでは、足立博物館長による医学部展開催の趣

旨説明の後、博物館の２階展示室の一角で医学部室内合奏

団の弦楽四重奏によるコンサートが行われました。

Nagoya University Museum Concert（名古屋大学博物館コ

ンサート）の略称でNUMCo（な・む・こ）と名付けられ

たこのコンサートでは、松尾総長、野角事務局長をはじめ

７０名の参加者を前に、モーツァルトのディヴェルティメン

ト他が伸びやかに演奏されました。演奏後には、「よかった」、

博物館が第２回特別展を開催
－　特別展に先立ちコンサート・講演会を開催　－

▲展示物に息をのむ見学者
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「心が洗われるようだった」、「大学にはこういうスペース

が必要」等の感想が聞かれ、博物館（Museum）と音楽

（Music）が同じ語源によることにかけて開催された今回

のコンサートは、成功裏に終了しました。博物館では、今

後も博物館コンサートを継続的に行っていく予定です。

午後から行われた講演会では、高橋　昭　名誉教授が約４０

名の聴衆を前に、「名古屋大学医学部のできた頃」と題した

講演を行いました。講演は、幕末から明治初期にかけての

医学史から始まり、明治３年の伊藤圭介らによる洋学医庠

創設の建議、司馬凌海・ローレツ・後藤新平などの本学の

礎を築いた人々の人間像・生き様・活躍ぶりが、興味深く

紹介されました。さらに、幾多の困難と危機を乗り越えた

結果、今日の本学の基礎が築かれたことが分かりやすく解

説されました。

参加者からは、「今まで全く知らなかった１００年以上も前

の本学の歴史に触れることができてよかった」、「今日の講

演を聞いて、医学部展の展示品の由来がよく分かった」等

の感想とともに、多くの質問がありました。

▲医学部室内合奏団によるミニコンサート ▲高橋　名誉教授による講演
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工学研究科では、これまで技術移転機関や企業を通して

研究成果を社会に還元する努力を重ねるとともに、研究内

容を公開するなど、様々な試みを行っており、その活動の

代表例が、１９９９年に吹上ホールにおいて開催した「テクノ・

フェア名大」や名大祭での研究室公開です。

今年は、それらの経験と様々な方々の意見を基に、名大

祭期間中の６月８日、９日の両日、本研究科が進めている

実際の教育・研究について、一般の方々へのより深い理解

を得ることを目的に、テクノ・フェア名大‘２００１’を開催

し、教育・研究内容や実験装置等を公開しました。

期間中は、工学研究科及び関連センターの９０の研究室が、

現在行っている研究を公開するとともに、特に土木工学専

攻及び地圏環境工学専攻等では、まだ記憶に新しい身近な

災害をテーマに取り上げた「東海豪雨災害から学ぶ‐自然

力の前に極めて脆弱な名古屋低平地‐」と題した公開シン

ポジウムを開催するなど、多くの市民の参加を得ました。

８日の研究室公開では、名古屋市商工会議所主催の加盟

企業の参加者による見学会が行われ、見学者から深く突っ

込んだ質問が幾つも出されるなど、シーズとニーズの接点

を求める場となり、手応えが感じられる見学会になりまし

た。

９日は、梅雨の蒸し暑さの中、一般市民や高校生らが次々

に研究室を訪れ、大学院生が自らの研究成果を高校生らに

丁寧に説明する場面等が多く見受けられ、大学院生にとっ

ては自らの研究を表現する鍛錬の場ともなり、また高校生

にとっても、これを機に進路の参考になるなど、有意義か

つ期待感の持てる研究室公開となりました。

また、参加者からのアンケートには、「初めて触れる先端

技術に感動した」、「今後の技術交流を望む」等様々な意見

が寄せられ、本研究科が公開の目的とする意義が達成され

たとともに、来年度の開催に向けての良い参考意見となり

ました。

テクノ・フェア名大‘２００１’～未来を拓く工学～を開催
工学研究科の生の教育・研究の現場を公開！

▲熱心に見学する一般参加者
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環境学研究科は、名大祭期間中の６月９日、「２１世紀を環

境の世紀とするために」と題したシンポジウムを工学研究

科講会議室において開催しました。

今回のシンポジウムは、本年４月に設置された同研究科

の設立記念事業の第一弾として、日本の環境問題とその克

服への努力の原点ともいえる四日市公害を取り上げ、環境

月間の関連行事の一環として開催されたものです。

伊藤副総長は、シンポジウムの冒頭のあいさつの中で「公

害の原点である四日市に学び、ここから２１世紀に向けての

メッセージをくみ取り、文理融合型大学院の環境学研究科

の役割、環境学への期待をしっかりと確認していこう」と、

本シンポジウム開催の狙いについて語りました。

基調講演者には、今から３０～４０年前、行政、企業、研究

者のそれぞれの立場から四日市公害問題に最前線で取り組

まれ、また時として相対峙せざるを得ない立場に立たれた

４人の方々、すなわち、地元四日市市で永年公害問題に取

り組んでこられた玉置泰生　前四日市市助役、当時昭和四日

市石油で担当部長をされていた元昭和シェル石油代表取締

役社長の鶴巻良輔氏、四日市公害訴訟では疫学的因果関係

を証言し判決に大きな影響を及ぼすなど、研究者として四

日市公害の克服に永年にわたって取り組んでこられた吉田

克己　三重大学名誉教授、当時厚生省公害課長として四日市

も含めて我が国の激甚公害問題の解決に縦横無尽に活躍さ

れた元環境庁大気保全局長の橋本道夫氏の４名を迎え、そ

れぞれの立場から、四日市公害問題にどう取り組まれ、何

を為されたのか、そして今どう総括されているのか、など

当時の経緯、対応、判決の意義等について率直に体験談を

述べられました。

その後、柳下環境学研究科教授の進行により、小川同研

究科長、林　同研究科教授を加えた６名のパネラーによるパ

ネル討論が行われました。フロアーからも熱心な質問があ

り、閉会時間を１時間も延長するほど熱のこもった議論が

展開され、参加者も貴重な歴史の一頁に直接に触れること

ができたのではないでしょうか。また、このシンポジウム

には多くの市民の参加があり、環境問題に対する一般市民

の関心の高さを改めて知ることができました。

同研究科では、今後も適切なテーマを設定し、教職員や

学生はもとより広く市民にも開かれたシンポジウムを適時

開催していく予定です。

環境学研究科が設立記念シンポジウムを開催
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情報メディア教育センターは、名大祭期間中の６月１０日、

法学部第３講義室において「変革・迷走・大学・メディア　

～名古屋大学情報発信戦略～」をテーマに、パネリストと

して尾崎雄一　中日新聞情報システム研究所長、長縄年延　

NHK中部ブレーンズ制作本部長、東新家宏一　公共広告機

構事務局長（元電通局長）及び池田　高等教育研究センター

教授を迎え、シンポジウムを開催しました。

シンポジウムはまず、本学のイメージに関する各パネリ

ストの率直な感想から始まりましたが、そのイメージは概

して地味で、かつ明確でないという問題提起から始まりま

した。そして、そのイメージを裏付けるものとして、街の

声や市内の私立大学における広報活動、予備校の大学ラン

キング調査などを取材したビデオを含めて、後藤　同セン

ター助教授から報告が行われ、大学の情報発信の意義が問

い直されました。この問題についてパネリストから、大学

の姿が目に見える形で、人間的なものとして出されること

の重要性が指摘され、その方法について活発な議論が行わ

れた後、大学地区ぐるみの魅力的な情報発信が事業になり

得ること（尾崎氏）、大学はマスメディアとともに社会に重

要で正しい情報を伝える義務があること（長縄氏）、地域に

こだわることが世界への情報発信につながること（東新家

氏）、さらに池田教授から英国放送大学の例を引いてコンテ

ンツの質を高め、発信のフィールドを明確にすべきである

旨など、それぞれ今後の検討課題が出されました。

この間、終始、コーディネーターとして山本同センター

長が大きく広がる問題を整理し、みずからもMIT（マサ

チューセッツ工科大学）が講義内容をインターネットで世

界に公開している例をあげて、世界に向けて発信する大学

という観点の必要性が示され、強い印象を与えました。

情報メディア教育センターがシンポジウムを開催
変革・迷走・大学・メディア　～名古屋大学情報発信戦略～
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医学部では、本年４月１日に設置した医学部バイオ医療

学（東レ）寄附講座の創設を記念して、式典、講演会及び

祝賀会を、６月１１日に学内外から多数の関係者の出席を得

て、鶴友会館において開催しました。

本寄附講座は、２１世紀に期待される遺伝子治療・再生医

療等の高度先端医療を開発し、その臨床応用をめざす研究

教育を目的としたもので、医学部では３番目の寄附講座と

なり、若林俊彦　客員助教授及び中原紀元　教員が研究を

行っています。

記念式典は、勝又医学部長の式辞、松尾総長のあいさつ

に続いて、下川洋市　東レ株式会社代表取締役副社長から祝

辞が述べられました。次いで吉田純　教授から寄附講座開設

の経緯が説明され、若林客員助教授からは新講座の今後の

活動についての抱負が述べられました。最後に松尾総長か

ら、本学の教育研究の進展及び充実に寄与されたことに感

謝の意を表し、平井克彦　東レ株式会社代表取締役社長に感

謝状及び記念品が贈呈されました。

引き続き行われた記念講演会においては、浅野茂隆　東京

大学医科学研究所附属病院長による『大学とトランスレー

ショナルリサーチ』と題した講演が行われ、参加者は熱心

に聞き入っていました。

記念祝賀会は、二村病院長のあいさつに続き、高橋利忠　

愛知県がんセンター研究所長による祝辞が述べられ、齋藤

英彦　国立名古屋病院長（医学研究科併任教授）の乾杯によ

り、参加者全員で同講座の創設を祝いました。

医学部がバイオ医療学（東レ）寄附講座の
創設記念式典等を開催

▲松尾総長によるあいさつ ▲記念式典で松尾総長から感謝状及び記念品を贈呈される
　下川洋市　東レ㈱副社長
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新井紀男　高温エネルギー変換研究センター教授は、米国

機械学会（ASME）からカルバン・W・ライス賞に選ばれ、

６月４日に米国のニューオーリンズで行われた授賞式で目

録と終身会員の栄誉が与えられました。

この賞は、１９０６～１９３４年まで米国機械学会の会長を務め

たカルバン・W・ライス氏が私財を投じて創設したもので、

６７年の歴史をもち、機械工学の分野で世界的に貢献し、ま

たその分野の研究を広めた個人一人（米国人を除く。）に毎

年与えられる賞です。

同教授は、特に伝熱・燃焼・エネルギー・環境技術の分

野で数多くの研究を行っており、１０数年来、米国において

研究成果を発表してきました。このたびの受賞は、こうし

新井　高温エネルギー変換研究センター教授が
カルバン・W・ライス賞（米国機械学会）を受賞

た長年の研究成果が米国機械学会に認められたもので、日

本人では初めての受賞となりました。

今回の授賞式の後も、同教授はニューオーリンズで開催

された国際共同発電会議（IJPGC２００１）において、受賞講

演を含め三つの講演を行う等、精力的に活動し、また国内

においても、１９９５、１９９８年に本学でエネルギー変換技術に

関する国際会議（RAN９５，９８）を開催し、海外との交流を

積極的に進めました。さらに今年は、第３回目となるRAN 

２００１を文部科学省からの助成を得て、１２月１５日から３日間、

シンポジオンホールにおいて開催する予定です。

この度の受賞が弾みとなり、今後の研究活動、海外との

交流、また共同研究の躍進が期待されています。
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教育発達科学研究科では、一昨年の教育学部創立５０周年

を記念して、卒業生からの募金により「名古屋大学教育学

部　２１世紀・人間発達学術研究基金」が設立されました。

この基金は、同研究科長のほか、同窓会をはじめ関係者の

多大な貢献によって運営されています。

同基金の第１回助成金贈呈式が、６月９日、同研究科大

講義室において行われ、同基金委員会の選考により選ばれ

た下記の３件の事業に対して、各２０万円が贈られました。

同研究科では、今後もこの基金を通してますます卒業生

との緊密な関係を強化し、関連する企画について積極的に

援助を行う予定です。

教育発達科学研究科が２１世紀・人間発達学術
研究基金の助成金贈呈式を実施

・浅井順子　私立柏井保育園長

健常者と障害者を「共に育つ」者として育てる「総合

保育」の先駆的実践

・荻野嘉美　額田町立大雨河小学校教諭

学ぶ喜びが生まれる総合的学習による「楽校」づくり

の実践

・野元弘幸　東京都立大学助教授らのグループ

　　　　　　（中村氏が代表として出席）

豊田市保見団地における日系ブラジル人ボランティア

支援組織「保見ヶ丘国際交流センター」の活動
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教材Web ページコンテストであるThinkQuest@JAPAN 

2000 に、教育学部附属中・高等学校から２チームが参加し、

中学生高校生の部の社会科学部門とスポーツ・保健部門に

おいてそれぞれ金賞を受賞し、チームの生徒全員とコーチ

１名が６月２３日に東京で行われた授賞式に招待されました。

ThinkQuest@JAPANは、１９９６年に米国でスタートした

中学生・高校生のための教材Webページコンテスト

ThinkQuest の日本語版で、シンククエスト日本プログラ

ム推進委員会（URL：http://www.thinkquest.gr.jp ）が主

催しており、今回が第３回目です。

今回のThinkQuest@JAPAN2000 には、３６１チーム・９１５

人が応募し、このうち作品を提出した１６７チームが審査の対

象となりました。制作された作品は、その教育的価値、Web

ページとしての質、インタラクティブ性、今後の利用見込

み、メンバー間の協調性という５つの観点から審査が行な

われました。

高１の山口剛君、足立真訓君チームのテーマは「広島・

長崎―平和探求の旅」で、社会科学部門で金賞に選ばれ、

去年の銀賞に続いて２度目の受賞となりました。足立君と

山口君は、「今年は表彰式が豪華でした。一泊で参加したの

で他校の生徒や先生と交流ができてよかったです。中学校

３年生の総合人間科で取り組んだ広島研究の成果を僕たち

のWebページの参考にしました。みなさん、ありがとう

ございました。」と話していました。フィールドワークの方

法についてのアドバイスでは、附属中学校総合人間科の

フィールドワークのノウハウをまとめて紹介しています。

（URL：http://contest.thinkquest.gr.jp/tqj2000/30052)

高１の平井里奈さん、山内友恵さんチームのテーマは「ど

うしてキレイにするの？」で、スポーツ・保健部門で金賞

に選ばれました。これは、私たちの身体や家の中の汚れや

微生物と病気の関係、および清潔に保つための対策につい

教材Webページコンテスト
ThinkQuest@JAPAN２０００において
附属高校の２チームが金賞を受賞

て学ぶWebページです。総合人間科で身に付けた資料収集

の方法を応用し、自分たちでフィールドワークを行なって、

その後はこつこつと緻密な作業を続けて作成したもので、

美しい手描き画像が特徴です。

（URL：http://contest.thinkquest.gr.jp/tqj2000/30302)

両チームの受賞は、附属中・高の特色ある教育実践と、

NICEが引かれているという恵まれた情報環境を背景に実

現したものです。附属中・高では平成７年度から、総合的

学習である「総合人間科」の授業に取り組んでいます。中

学校１年生は「生き方」、２年生は「生命と環境」、３年生

は「国際理解と平和」というテーマで生徒が自ら研究テー

マを設定し、調査研究をしてきました。今回の受賞はこう

した「総合人間科」の授業の中で彼らが主体的に取り組ん

できた研究テーマをあたため、ふくらませてWebページに

デザインしたものです。また、生徒たちは日頃からNICE

を利用して各自の研究のための情報検索をしたり、海外の

学校と共同研究をしたり、研究成果をWebで発信したりす

る活動を行なっています。今後も附属中学校・高等学校の

恵まれた情報環境を活かした教育実践を推進する予定です。
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平成１３年度国立学校事務情報化汎用

システム操作説明会「委任経理金・科

学研究費補助金経理事務システム」（主

催：文部科学省／本学）が、６月１３日、

１４日シンポジオンホールにおいて開催

されました。

このシステムは、国立学校における

共通的な事務について、その事務処理

の標準化・高度化及びシステムの導入・

維持管理に係る人的負担を軽減するこ

とを目的に、本学が管理協力校として

平成８年秋から開発に着手、平成１０年

９月に完成し、平成１１年３月に文部省

から各国立学校等に配布されたもので、

本学では平成１１年度から本格運用を開

国立学校事務情報化汎用システム
操作説明会を実施

始しています。

今回の説明会には、５１機関６８名及び

学内関係者２３名の受講者を対象に、シ

ステムの操作及び維持管理方法につい

て習得させることを目的に実施され、

今回が４回目の開催となります。

開催に当たっては、主催校を代表し

て今津情報処理課長からあいさつ及び

システムの目的・開発経緯等が話され、

引き続き、講師に当たった情報処理課

職員からは、大型スクリーンにパソコ

ン画面を写し出しながら、システムの

運用・操作方法について具体的な説明

が行われました。

平成１３年６月３０日付けで退職された

上赤勝巳　医学部管理課課長補佐への

名古屋大学永年勤続者表彰式（退職時）

が６月２５日、総長応接室において行わ

れ、松尾総長から被表彰者に表彰状と

記念品（七宝焼花瓶）が手渡されまし

た。

上赤課長補佐は、昭和３７年４月に本

学に奉職以来、３９年３月にわたり大学

行政の遂行に尽力されました。

退職者へ永年勤続者
表彰が行われる

▲表彰後の記念撮影（中央が被表彰者）
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▲野角事務局長の開講あいさつ

６月２６日から２９日までの４日間、「平成１３年度愛知県地区

新任係長合同研修」が、本学及び国立乗鞍青年の家におい

て実施されました。

この研修は、平成１２年度までは「名古屋大学新任掛長研

修」と呼ばれていたものですが、今年度から名称を変更し、

愛知県地区の国立学校等の新たに係長（専門職員、看護婦

長を含む。）に任用された者に対し、その職務の遂行に必要

な知識、行政的視野及び基本的な管理能力の育成を図り、

もって大学行政の円滑な遂行に資することを目的として実

施されたものです。

今年度は、核融合科学研究所及び国立乗鞍青年の家を含

む８機関から４２名（男性２４名、女性１８名）が参加しました。

研修では、野角事務局長のあいさつに続き、荒木総務部

長による「大学行政の諸課題」、伊藤副総長による「名古屋

大学における教育体制について」、金井教育発達科学研究科

助教授による「職場におけるメンタルヘルス」等の講義の

他、池原喜忠　名城大学理事による「改革の進む私立大学の

現状と課題について」、松井常芳　東邦ガス株式会社リビン

グ流通部長よる「IT時代のCSマネジメント」、舘かおる　お

茶の水女子大学教授による「男女共同参画とジェンダー」

等私学、民間企業及びジェンダーの専門講師による講義を

実施しました。研修生の他に、本学事務局の約４０名の部課

長、課長補佐（専門員）、掛長（専門職員）が「聴講者」と

して講義を受講し、私立大学の経営、民間企業のサービス

精神、男女共同参画社会の形成等について学ぶ機会を得る

ことができました。

後半は、国立乗鞍青年の家に会場を移し、班別での活発

な討議、OHPを使っての発表・全体討議など与えられた演

習課題に熱心に取り組みました。また、高山市内の小学生

との朝のつどい、清掃等規律ある生活の中にもさわやかな

山の中での生活にリフレッシュし、研修生は相互の親交を

深めると共に、今後の職務遂行に有益となる行政的な視野

を広げる大変有意義な期間を過ごすことができました。

　愛知県地区新任係長合同研修を開催

▲受講生全員による記念撮影 ▲朝のつどいの風景
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バイオインフォマティクスに基づく
遺伝子発現の解析

小　林　　　猛　

工学部の伝統的な学問分野の研究をしていました大学院

生の頃に、何か全く別の分野の研究をしたいと思うように

なりました。博士の学位を取らせていただいてから、この

思いはますます強くなり、それからはほとんど独学で、酵

素の工業的な利用法、遺伝子組み換え菌などの微生物の大

量培養技術、動物細胞用バイオリアクター、優良な植物苗

の大量生産、といった生物工学分野の研究を行ってきまし

た。最近は、磁性微粒子をガン細胞に選択的に送り込み、

電子レンジのような交番磁界をかけてやることによってガ

ン細胞だけ特異的に加温し、死滅させる、いわゆる温熱療

法とその結果高まる免疫効果などの医療分野への応用を研

究しています。しかし、「研究ナウ」という言葉を文字通り

解釈して、最近始めましたが、現在最も精力的に研究して

いる分野の紹介をさせていただきます。

昨年６月、ヒトの遺伝子情報がまだ正確ではない部分が

あるものの、すべてが解読され、公開されました（図１）。

解読された遺伝情報から、どのような機能を持ったタンパ

ク質がいつ作られ、、それらのタンパク質が相互に関連し

あって肝臓などの臓器として特有の働きをするようになる

のかが解明されようとしています。このような研究に大き

く貢献するのがバイオインフォマティクスです。今年の学

術用語の分野で、バイオインフォマティクスは確実に流行

語大賞を受賞するといわれるくらいに注目されていますが、

生物学と情報学との境界に生まれた新しい学問分野です。

膨大な数の遺伝子が発現している状況や多くのタンパク質

の相互作用を実験で確かめる必要がありますが、この学問

の成果を利用することによって、実験する数をぐっと減ら

すことができます。膨大な実験をしていては競争相手に負

けてしまいますから、バイオインフォマティクスを利用す

ることがこれからの生物学の研究には必須といえましょう。

分子生物学は大変な勢いで発展しています。同様に急速

に発展している学問が情報学です。バイオインフォマティ

クスはこの両者の接点ですから、文字通り日に日に発展し

ています。両方の分野を勉強し、新しい自分なりのアイデ

アで研究する必要があります。ここでは、我々の研究室で

行った例として、多くの遺伝子の発現状況を分類するため

の新しい手法の開発を紹介しましょう。

今日、DNAチップを使って遺伝子の発現量変化を網羅的

に解析し、未知遺伝子の機能推定や遺伝子ネットワークの

探索を行う試みが精力的に研究されています。もっとわか

りやすく一つの例で説明しますと、肺ガンや乳ガンの場合、

多種類のガン細胞がありますので、どの種類のガン細胞か

を特定すれば、そのガン細胞に対する最適な治療法が選べ

ます。ある特定のガン細胞が一つの遺伝子のみを発現して

いるのであれば、この遺伝子が発現しているかどうかを調

べればよいわけですから、簡単です。しかし、実際は多く

の遺伝子が発現していますから、発現している遺伝子群の

特徴を捉えて、どのガン細胞の特徴と一致するかを調べな

ければなりません。つまり、遺伝子の発現量変化（発現プ

ロファイル）をもとに遺伝子の分類（クラスタリング）を

▲図１　ヒトの２１番染色体のゲノム情報　理研のホームページ
　http://hgrep.ims.u-tokyo.ac.jp/ にて公開されています。
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的確に行う手法を開発する事が必要です。我々はFuzzy 

ARTという手法を用いることにより、これまでアメリカな

どで開発されてきた発現プロファイルのクラスタリング手

法より合理的にクラスタリングが行えることを明らかにし

ました。実際には、酵母が胞子を形成するときに遺伝子の

発現プロファイルのデータをもとに、機能が判っている遺

伝子同士を図２に示した五つに分類し、それぞれ分類され

た遺伝子同士が生化学的に合理性があるかどうかで判定し

ました。

DNAチップを使ったヒト遺伝子の発現量変化の解析は

これからの医療に欠かせない技術となりますから、合理的

な発現プロファイルのクラスタリング手法を開発すること

は大変重要で、これから頻繁に利用されると思います。

今後、バイオインフォマティクスはさらにその重要性が

高まると考えられ、私も微力ながらその発展に貢献したい

と思っています。

 プロフィール ������������������� 

こばやし　たけし

昭和１６年生まれ。名古屋大学大

学院工学研究科博士課程修了。

専門は生物工学。同大学工学部

助手、鈴鹿高専助教授、同大学

農学部助教授を経て昭和５７年１

月同大学工学部教授。平成８年

より同大学大学院工学研究科教

授。平成１２年４月から同大学遺

伝子実験施設長を兼務。平成１０年度から１２年度まで文部省

科学研究費補助金特定領域研究（A）「標的分子デザイン」

の領域代表者。日本農芸化学会奨励賞、有馬啓記念バイオ

インダストリー協会賞、化学工学会学会賞、日本生物工学

会学会賞受賞。

▲図２　遺伝子発現プロファイルのクラスタリング
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６月１５日、中国・東北大学から赫　冀成学長他３名が来

日し、本学からは、松尾総長をはじめ後藤工学研究科長、

平野、松井同評議員等の関係者が出席し、総長応接室にお

いて、同大学との全学間学術交流協定の調印式が行われま

した。

中国・東北大学とは、１９８３年に工学研究科との間で学部

間の学術交流協定を締結し、活発な交流を行ってきました。

とりわけ、今回の大学間交流協定の窓口教官である山内睦

文・浅井滋生・佐野正道及び稲垣康善の４名の同研究科教

授には、中国・東北大学の名誉教授の称号が付与されてい

ます。

近年の学術研究の高度化、国際化、情報化、学際化等に

伴い、両大学から全学協定への拡大を望む声が次第に強く

なり、今回の協定締結が実現される運びとなりましたが、

これはこれまでの同研究科の学術交流実績の現れといえま

す。

これにより、研究者の相互派遣・学生交流、学術資料、

刊行物及び学術情報の交換等の全学的な共同研究活動がよ

り活性化し、両大学の教育・研究のレベル向上につながる

ことが期待されています。

中国・東北大学との
学術交流協定を締結

－　学部間（工学研究科）交流協定から全学交流協定へ　－

名大祭終了後の６月１１日から１５日にかけて、「キャンパス

クリーンウィーク」が全学の教職員及び学生の協力を得て

実施されました。これは、構内の環境美化のために平成４

年から毎年恒例で実施されているもので、各部局ごとに構

内の除草や清掃が行われました。

事務局では、６月１１日に野角事務局長をはじめ約１００名の

職員が一斉に東山キャンパス構内及び周辺の市道に分かれ、

清掃、雑草の刈り取り及び側溝に詰まった泥土の除去等の

作業を行い、初夏の日射しの中で爽やかな汗を流しました。

構内環境美化運動
「キャンパスクリーンウィーク」

を実施
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新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）６．２（土）
文部科学省、COEに本学の生物生
長・分化機構プロジェクトなどを
指名

１

朝日（夕刊）６．２（土）
大学、起業も指南
先端技術共同研究センターで「ベン
チャービジネス概論」

２

日刊工業６．５（火）
工学研究科・坂公恭教授らセラ
ミック強靱化する「タフセラ法」
開発

３

中日（朝刊）６．５（火）
１０日に国際開発研究科主催でシン
ポジウム開催

４

中日（朝刊）６．５（火）
８・９日に工学研究科主催のテク
ノ・フェア名大２００１開催

５

中日（朝刊）６．５（火）
２１日名古屋国際会議場にて難処理
人工物研究センター共催の都市ご
み減量化のフォーラム開催

６

中日（朝刊）６．５（火）
９日に工学部４号館にて環境学研究
科設立記念事業のシンポジウム開催

７

中日（朝刊）６．５（火）
１０日に経済学部にて情報メディア
教育センターなど主催のシンポジ
ウム開催

８

中日（朝刊）６．５（火）
東山キャンパス広報プラザに情報
公開窓口を設置

９

日刊工業６．６（水）
文部科学省、COEとして生物分子
応答研究センター・松岡信教授ら
５件を選定

１０

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

６．６（水）
附属病院で国内初のオーダーメイ
ド医療、遺伝子に応じ抗ガン剤を
調節

１１

中日（朝刊）６．６（水）
１３年度言語文化部・国際開発研究
科主催公開講座の案内

１２

中日（朝刊）６．６（水）
名大祭にて名大アカデミックツアー
開催、全学規模で研究室を公開

１３

読売６．６（水）
情報サイト：１０日に情報メディア
教育センターで名大祭シンポジウ
ムを開催

１４

日刊工業６．６（水）
９日に環境学研究科設立記念シン
ポジウムを開催

１５

読売６．６（水）
島田教授の渡米心臓移植、教え子
らが２４日に支援コンサート

１６

INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１３年６月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（朝刊）６．７（木）
１０日に名大学生法律相談所
名大祭特別相談開催

１７

読売６．７（木）
９、１０日に本学でソフト知識を深
める講演会開催

１８

中日（朝刊）６．８（金）あすから博物館にて医学部標本展１９

朝日（朝刊）６．９（土）
１０日に国際開発研究科主催の市民
フォーラム・シンポジウム開催

２０

中日（朝刊）６．９（土）
理学部・多元数理科学研究科主催
の「数学アゴラ」受講募集

２１

朝日（朝刊）６．９（土）

名古屋・大阪で市民参加の勉強会　
名古屋では真下信一名誉教授の呼
びかけで「名古屋哲学セミナー」が
活動

２２

日経（朝刊）６．９（土）
交遊抄：寛容と侠気
　田口富久治名誉教授

２３

読売６．１２（火）
医学部にて３番目となるバイオ医
療学（東レ）寄附講座の創設記念
式典が開催される

２４

中日（朝刊）６．１２（火）
２３日に数学連続講座「数理ウェー
ブ」開催案内　多元数理科学研究
科・大沢健夫教授らが講演

２５

毎日（朝刊）６．１２（火）
工学部・浅岡顯教授らがきょう発表
「濃尾平野、最大３ｍ再沈下の恐れ」

２６

中日（朝刊）６．１２（火）
研究室発：イントロン解明、生物
の進化探る
理学部・郷通子教授

２７

朝日（朝刊）６．１３（水）
大学病院日誌：「家長父」的研修、
制度疲労が限界
医学部・大島伸一教授

２８

読売６．１５（金）
情報メディア教育センターがオンラ
イン学習システム日本語版を開発

２９

中日（朝刊）６．１５（金）
全国初の試みで大学資料室が「名
大史ブックレット」を刊行

３０

読売６．１５（金）
教育の大地：変わる大学　文系の
講義に「WebCT」日本語版を利用

３１

読売６．１８（月）
２３日に文学部地理学教室内の名古
屋地理学会が研究報告会を開催

３２

読売６．１９（火）
児童殺傷事件で岐阜県６０校に警備
員配置、本学附属中・高校でも今
週中に警備員２人を配置予定

３３
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新聞等名月　日記　　　　　事

毎日（朝刊）６．１９（火）
理系離れ吹き飛ばそう　工学部が
高校生を対象に夏休み講座を開催

３４

中日（朝刊）
日刊工業

６．１９（火）
高温エネルギー変換研究センター
・新井紀男教授がカルバン・W・
ライス賞を受賞

３５

中日（朝刊）６．１９（火）
生命農学研究科・小田裕昭助教授
に三島海雲記念財団学術奨励金が
贈呈される

３６

読売６．２０（水）
医学部で来月にも２回目の悪性脳
しゅよう遺伝子治療実施

３７

読売６．２０（水）
今年も８月から１０月にかけて１６回
の公開講座開催

３８

読売６．２０（水）
情報サイト：７月２１、２８日に情報
文化学部・人間情報学研究科の研
究成果発表開催

３９

朝日（夕刊）６．２０（水）
教科書採択開かれたものに　市町
村単位の小規模化を
教育学部・中嶋哲彦助教授

４０

朝日（夕刊）６．２２（金）
堀川直顯教授ら国際研究チームが
素粒子「自転」なぞ解明

４１

中日（朝刊）６．２４（日）
この人：島田俊夫教授の海外心臓
移植支援コンサートで演奏する宇
田川杰子さん

４２

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）６．２６（火）
情報文化学部・人間情報学研究科
公開講座開催案内

４３

中日（夕刊）６．２６（火）
生物分子応答研究センター・小川
晃男教授らがらん藻のCO２濃縮機
構を遺伝子レベルで解明

４４

中日（朝刊）
読売

６．２６（火）
６．２７（水）

生物分子応答研究センター公開実
験講座開催案内

４５

読売
他２社

６．２７（水）
島田俊夫教授が心臓移植手術待機
で渡米

４６

日経（朝刊）６．２７（水）
経済教室：イタリアの政権交代　
政党の連合能力が左右
法学部・後房雄教授

４７

朝日（朝刊）６．２７（水）
大学病院日誌：医学進歩と犠牲、
答え見つからず
医学部・大島伸一教授

４８

日経（夕刊）６．２７（水）
探訪先端医療：組織再生　移植用
皮膚オーダー
医学部・上田実教授

４９

朝日（朝刊）６．２９（金）
東南海地震調査会設置、防災対策
に課題
理学部・安藤雅孝教授の話

５０
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