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新しい年を迎えて
－ 法人化を目前にして －

総　長　松　尾　　稔　　

　名古屋大学の構成員の方々をはじめ、学内外のご関

係の皆さま、新年あけましておめでとうございます。

皆さまそれぞれに良いお正月を過ごされたこととお慶

び申し上げます。近隣諸国との関係や世界に広がるテ

ロなど、好むと好まざるとに拘わらず、我が国に直接

的、間接的に影響を与える暗いニュースも絶えません

が、一方で、景気に底離れ感が出てきつつあるという

希望のもてるニュースもあります。本日は“年頭のご

挨拶”ですから、できるだけ明るく書きたいと思いつ

つ、筆をとっています。

　昨年の１２月には、念願の地下鉄も、砂田橋～名古屋

大学間が開通し、一段とアクセスがよい名古屋大学と

なりました。本年中には名古屋大学～八事～新瑞橋間

も開通する予定です。本学にとっては、あらゆる面で

大きなプラス要因になります。

　さて、昨年１１月末には、法人化後の総長候補者とし

て、平野眞一工学研究科長が選出され、新総長を中心

に着々と新しい学内外体制が整えられつつあります。

そして本年の４月には、国立大学法人名古屋大学の誕

生となります。新たな年の門出が希望に満ちたもので

あると同時に、激動の年の幕開けにもなります。

　昨年は、一昨年までと趣向を変えて、名古屋大学関

連の出来事を整理しておくことを目的に、「新しい研究

教育組織の新設」、「２１世紀COEプログラム」、「社会

連携推進体制」、「全学同窓会の設立」などについてお

知らせしました。本年は、これらを踏まえつつ、本年

４月、つまり目前に迫ってきている「法人化」を念頭

にして書かざるを得ないでしょう。この場を借りて、

法人化への準備状況を簡単に説明するとともに、広く

はこれとの関係の中で名古屋大学関連の出来事を中心

に旧年を振返り、年頭に当たっての所感を述べさせて

いただくことにします。

（１）法人化に向けて

　簡単のため、ここでも標記のように「法人化」とい

う言葉を使うことにしますが、一般に、かなりの誤解

もありますので、最初に国立大学の「法人化」の意味

するところを簡単に述べておきます。
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　国立大学が「法人」になることは事実ですが、あく

まで「国立大学法人法」に規定された法人、一口で言

いますと、“法人格を持った、国費で運営される大学”に

なるということです。かつては、中央省庁の所轄機関

であった研究所や博物館、あるいは理化学研究所や水

資源開発公団といった特殊法人等は、独立行政法人へ

と移行していますが、これらの法人と「国立大学法人」

でいう法人は違います。前者は、「独立行政法人通則法」

に基づいて、新しく衣替えした法人であります。いち

いち述べ出すときりがありませんので、一つだけ申し

上げておきますが、「独立行政法人通則法」の最大の

狙いの一つは、企画・立案機能と実施機能を分離し、

前者は主務官庁が担い、後者を法人が行う、というも

のです。教育研究機関たる大学が、この概念になじま

ないことは明明白白であり、私たちの戦いはこの点か

ら始まり、（法人化という大枠の中には入っています

が）両者の機能を分離せず、かつ大幅に裁量権を増や

す「国立大学法人法」を新しく認めてもらい、これに

従って、大改革を伴いつつ衣替えするのが、４月から

の新しい国立大学です。

　こう言えば、良いことづくめに聞こえますが、そう

はいきません。もともと今回の大学改革が、内発的で

はなく、「独立行政法人通則法」を適用しようとして

始まったことから想像されますように、「行政改革」

の視点が重々しくのしかかってきています。加えて、

教職員はすべて公務員ではなくなります。何度も書い

たり、講演したりしましたし、これまで書いた「総長

だより：№６０まで」などを参考にしていただくとして、

紙幅の都合もありますので、これ以上は深入りいたし

ません。ともかく、長く、つらく、厳しい内部改革で

あることだけは事実です。

　構成員の皆さまはすでに良くご存知のことですが、

再整理のためと外部の方々へのお知らせの意味で、以

下に、本学の現状の一端のみを記しておきます。

　なお、本学では大学改革を目的に平成１１年、部局長

を中心にして「組織改革検討委員会」を設置し、着々

と改革を実施してきました。平成１４年からは、これを

明確に「法人化」に向けた委員会に改組し、同時に各種

の小委員会を設け（図１参照）、検討を重ね、ほぼ最終案

に近いものを得る段階に来ています。すなわち、

１）「名古屋大学の法人化に向けて」（最終まとめ）の

取りまとめ

　案の作成に当たっては、組織改革検討委員会におい

て、各部局とのフィードバックを繰り返しながら、運

営諮問会議の意見も踏まえて取りまとめ作業を急いで

いるところであります。（なお、この原稿は１１月末の

〆切で書いていることにご注意下さい。トピックス新

▲図１
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年号に掲載される頃には最終まとめは出来上がってい

る筈であり、またそうでなければ困るわけです。以降

についても、同様のタイムラグのあることをご了承下

さい。また、箇条書き的に書いた方が読みやすいと思

われる部分については以下そのようにします。）

　また、法人化に当たっては、特に大学構成員の意識

改革と協力が必須であります。他人ごとではありませ

んのでよろしくお願いいたします。

２）現在（１１月下旬）の懸案事項

　法人化に向けての懸案事項は多々あり、詳細は上記

１）の報告書を参照していただくこととして、ここに

は、主なものだけを挙げることといたします。

・６年を単位とする中期目標・中期計画（素案）は、

すでに昨年９月末に文部科学省に提出しています。

今後、１０月１日に発足した国立大学法人評価委員会

の評価を経て、４月１日の法人成立後に原案を文部

科学省に提出、文部科学省から中期目標の提示を受

けます。それに基づいて中期計画を提出、文部科学

大臣から認可されることとなります。なお、「年度

計画」の作成も必要となります。手続き的には以上

のとおりでありますが、先行独立行政法人に関し他

省庁の評価委員をしている私の経験からすれば、初

年度に限っては、主務官庁（大学の場合、文部科学省）

および国立大学法人評価委員会は、何らかの大雑把

なランク付けをすることで手一杯になることと予想

しています。だからこそ余計に重要とも言えます。

・法人化後の管理運営については、運営組織等を構築

した上で、役員（理事、監事）、並びに教育研究評

議会および経営協議会構成員候補者の人選を行う必

要があります。

・人事・労務関係では、職員の範囲を確定した上で、

職員の過半数を代表する者と就業規則を締結する作

業、大学運営を行う上で必要となる学内運用定員の

取扱い等を決定する必要があります。

・財務・会計関係では、学内資源配分の在り方（基盤

的経費並びに重点配分の在り方）等を検討し、ほぼ

固めました。競争的資金を含め、国費の確保をいか

にして図っていくかが最重要問題の一つとなります。

・附属病院の経営は大学経営の大きな要です。病院長

を中心に、附属病院のグランドデザインを策定する

とともに、構成員の合意のもとに大改革中であると

報告を受けています。医員及び研修医の経費問題並

びに看護師の暫定定数問題の解決等、苦慮している

問題も多くあります。

３）今後の展開

　法人化に向けては、文部科学省、国立大学協会等の

考え等も確認しながら、現在の準備作業を具体的に進

めていくことが重要であることはいうまでもありませ

ん。すなわち、４月１日からは国立大学法人名古屋大

学として活動を開始することとなり、上記の組織改革

検討委員会での検討結果を具体化し、大学としての組

織体制等を整えることとなります。ただし、天と地が

ひっくり返るような大規模な組織変換は混乱を生じる

ことにもなりますので、当面必要な措置を念頭に置き

つつ、ソフトランディングしていくのが適切だと考え

て準備を進めています。

　今後国立大学法人は、自己責任下での経営・運営が

求められますので、経営の基本的考え方を踏まえて、

学術研究の動向・情勢判断、外部資金・競争的資金の

獲得、財政・人的資源配分等を考慮した「大学運営・

学術経営」に努力していく必要があると考えます。

４）法人化を契機とした大学の活性化

　国立大学の法人化は、明治の学制発布、戦後の新制

大学への学制改革と比肩する制度改革であります。こ

のような、設置形態の変更は多大な困難をもたらしま

すが、一面では、大学改革の千載一遇のチャンスだ、

と捉えることもできるのであり、この姿勢で臨まない

と、対応は不可能だと思います。

　この機会に、国内外を問わず競争力の強化・確保、

真の個性化・多様化・弾力化、組織・制度疲労に対す

る改革を進め、社会連携、産学官連携、国際貢献等を

推進し、ユーザーの視点に立った大学の活性化を図っ

ていくことを、皆さまと共に努力していきましょう。
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５）国立大学協会の動き

　国立大学協会は４月から社団法人国立大学協会とな

り、各国立大学法人の調整役として、また、各界に対し

一層の影響力を持った団体に脱皮しようとしています。

　名古屋大学としては、文部科学省との連携はもとよ

り、国立大学協会の運営に積極的に参加し、国立大学

法人が一体となって活動していけるよう協力していく

必要があります。

（２）新しい研究教育組織の新設

１）アカデミックプランの進展

・大学は、大学の理念、ミッション（使命）を高く掲

げ、それに向けた目標を設定して、それに基づく計

画を策定し、それを具現化するに適した施策・組織・

行動へと展開していく必要があります。

・そのために、私が（自分自身を含め）大学構成員の

皆さんに最初に求めたことは、名古屋大学の存置理

由・存置価値を明確化することでした。これには随

分時間をかけて議論し、解を見出せるよう努めてき

ました。

・具体的には、まず名古屋大学学術憲章を制定し、教育

重点大学、研究重点大学の両立を目指しながら、憲

章制定と同時に策定したアカデミックプランの実現

を目指して、着々と実行してきました。また専門職

大学院（当時はこのような用語はなかったので、資格

教育院として示しています。）構想も検討しています。

・アカデミックプランには当然キャンパスプランも含

まれます。キャンパスの整備については、例えば、

建物の増設および改修（全体のスペースおよび共通

スペースの確保）に、事務当局と共に全力を挙げ、

昨年に限って言っても、環境総合館、IB電子情報館

（Ⅱ期およびⅢ期）、野依記念学術交流館、理学館、

野依記念物質科学研究館等を新営し、文学部・教育

学部・法学部本館等を改修いたしました。

・中期目標・中期計画（素案）については、アカデ

ミックプランを基本として作成し、９月末日に文部

科学省に提出してあります。

２）組織の創設等

・文理融合型研究科として、環境学研究科に続いて、

情報科学研究科を、また学内共同教育研究施設とし

て、生物機能開発利用研究センター（生物分子応答

研究センターの廃止・転換）を創設しました。

・その他、医学系研究科に医科学専攻（医療行政コー

ス［ヤング・リーダーズ・プログラム］）および神

経疾患・腫瘍分子医学研究センターの新設、環境学

研究科に地震火山・防災研究センターの新設、医学

部附属病院に医療経営管理部及び中央感染制御部が

新設されました。

・学内措置の共通基盤組織として、男女共同参画室、

訟務室及び情報セキュリティ対策推進室を設置しま

した。

　これらはみな、教職員一体となっての努力のたまも

のである、と心から感謝しています。

（３）特記しておきたい教育・研究活動の推進

１）高等研究院および教養教育院の活動

・上記の両院は、本学の「研究」と「教育」進展の中

核かつ象徴的組織であり、他大学からも常に注目さ

れているものです。

・高等研究院は、初代院長の野依良治教授から、１０月

１日付けで佐藤彰一教授が第２代目院長に就任しま

した。研究専念組織として、平成１５年度のプロジェ

クトを採択するなど、活発に活動を展開しています。

・教養教育院は、２１世紀型学術にとって不可欠の教養

教育の重点大学にふさわしい全学教育の一層の充

実・発展をめざして、企画・立案・実施・評価等の

ヘッドクオーターとしての活動を行っています。

２）２１世紀COEプログラムおよび特色ある大学教育

支援プログラム

・２１世紀COEプログラムは、本年度６件が採択され、

平成１４年度の７件と合わせて、１３件の採択となり、

名古屋大学の存在感を強く示すことができました。

また、１０月に実施した「科学研究オープンシンポジ

ウム」および１２月に実施した「名古屋大学２１世紀
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COE東京フォーラム」においては、本学の２１世紀

COEプログラムを中心に紹介いたしました。

・特色ある大学教育支援プログラム（教育COL）は、

一大学から一件しか申請できない条件の中で、学内

審査を経て、「創成型工学教育支援プログラム」（工

学部・工学研究科）を申請し、採択されました。

・好むと好まざるとに拘わらず、大学間の競争と厳し

いランキングは始まっています。

（４）社会連携・産学官連携、男女共同参画並びに広

報活動の推進

　以下の１），２）は去年の「年頭にあたり」において、図

を用いて詳しい説明をしましたので、新規のものにつ

いてのみ簡単に触れておきます。

１）社会連携推進関係では、高校との共同作業あるい

は高校への支援活動としての高大連携事業の重要性

が増してきました。さらに広く、スーパーサイエン

スハイスクール等、地域貢献事業にも積極的に参画

するなど連携を図るとともに、学内にワンストップ

窓口を設け、スピーディな情報伝達を図っています。

２）産学官連携関係では、愛知県、名古屋市等と協力

した知的クラスター創成事業が採択されました。ま

た本学に知的財産本部の設置が認められたことと併

せて、産学官連携推進本部において活発に活動を

行っています。一つの企業全体と名古屋大学全体の

「包括連携」の話も進めているところです。また、

知的財産と本学の組織の整理や、教官の意識改革に

も力を入れています。

３）企業の寄附を受けた寄附講義も、２つの研究科に

おいて実施されていることもお知らせします。

４）男女共同参画については、男女共同参画室および

男女共同参画推進専門委員会を設置するとともに、

男女共同参画推進シンポジウムを率先して開催する

等活動を強化しています。この問題では、全国で最

も進んでいる大学の一つである、と高い評価を受け

ています。

５）大学からの情報発信としての広報は、「名古屋大

学のプロフィール」の一新（写真１参照）に見られ

るように改善を図るとともに、ユーザーの視点に

たった情報公開等に努めています。ただ、他大学に

比較してまだまだ控え目に過ぎる、強化すべし、と

いう意見のあることもお伝えし、構成員の皆さまの

ご協力をお願いします。

（５）国際学術コンソーシアム２１（AC２１）

・AC２１は、本学が、世界の一流校のリーダー校として

展開を開始した国際交流の中核事業です。２１世紀を

見据えて３０年は続けるプロジェクトで、本学が全学

▲写真１
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協定を締結している世界一流の約３０大学（機関）が

参加している世界規模の学術コンソーシアムです。

「研究教育・社会に対する大学の役割と貢献」に関

して高邁な理念を掲げ、密度の高い協力関係を築く

ことを目的としています。本学に本部事務局「AC２１

推進室」を置き、恒常的活動の拠点とすると共に、

２年に１回メンバー大学のローテイションで大

フォーラムを開催することとしています（図２参照）。

▲図２

AC21 の組織構成
総会
会員大学・研究機関およびパートナー
運営委員会
会員大学・研究機関の地域代表７大学 *
チュラロンコン大学、ポンゼショセ工科大学、名古屋大学、
ノースカロライナ州立大学、上海交通大学、シドニー大学、
ウォリック大学
AC21 本部事務局
名古屋大学

* 2004 年１月 1日現在、
大学名のアルファベット順
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・昨年１０月には、本学において８大学によるステアリ

ングコミッティーを開催し、次回フォーラムを、本

年の７月にシドニー大学において開催することを決

定しました。

・今後は、企業等（メンバー大学に対比してパートナー

と呼んでおり、日本及びイギリスの合計４企業・文

化団体の協力が決定済み）の協力を得て、国際イン

ターンシップ等の事業展開も企画しています。

・初代会長（本年７月のシドニー・フォーラムまで）

は私です。また自分では書きづらいのですが、他大

学の推薦で、本年の総会において私にFounding 

President の永久称号が与えられることになってい

るそうです。

（６）全学同窓会関係

　この件についても昨年書きましたが、全学同窓会は、

一昨年、豊田章一郎トヨタ自動車名誉会長を会長とし

て設立され、昨年の１１月２日に第２回総会が開催され

ました。関東支部および静岡支部（遠州会）の設立、

関西支部も設立準備中と聞いています。外国において

も活発に活動されている地域もあり、これらを支部ク

ラスへと発展させるべく支援していく努力が必要と考

えています。いずれにしても、名古屋大学が社会に開

かれた大学として発展するためには、１０万人規模の同

窓会と一体となって、社会的役割を果たしていくこと

が必須であり、構成員はもちろん、同窓会メンバーの

方々のご支援を心から願っています。

おわりに

　冒頭にも触れましたが、法人化後の総長候補者とし

て、平野眞一工学研究科長が選出され、本年４月１日

の法人化成立と同時に初代総長に就任されることとな

ります。

　私の任期もあと３ヶ月となりましたが、最後まで、

名古屋大学のために精一杯努力いたします。皆さまに

おかれましては、法人化の準備、年度末の業務等、共

に考え、ご協力下さい。今回が、私の総長任期６年満

了を控えた最後の「トピックス：年頭挨拶」となりま

すので、面白味のない、若干資料整理的なものになっ

たことをお詫びします。

　最後になりましたが、以上に記したすべての事柄は、

大学内構成員の皆さま、特に副総長、事務局長、部局

長、さらには総長補佐の方々、学外のご関係の皆さま

のご協力があってこそ、初めて可能であったことを、

再度感謝を込めて述べておきたいと存じます。

　法人化を迎えるに当たって、学内改革をさらに進め、

ユーザーの視点に立った世界の一流大学を目指す足が

かりを築くことを所信とし、年頭の挨拶とさせていた

だきます。



　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

　FAX：０５２（７８９）２０１９

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

　国立大学法人名古屋大学の発足の年を迎え、広報活動をさらに充実していき

たいと思いますので、皆様のご協力をお願いします。 総務部　企画広報室　　


