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　平成27年3月をもって、総長の任を退任いたします。6
年間の在任中、総長としての活動をご支援いただいた皆様
に、この場を借りて深く御礼申し上げます。私の担当した
6年間は、国立大学にとって大きく改革に舵を取る時代で
ありました。浮き沈みの激しい時期ではありましたが、益
川先生、小林先生、下村先生のノーベル賞受賞に始まり、
赤﨑先生、天野先生のノーベル賞受賞で大団円を迎えるこ
とができ、得難い体験をさせて頂くこととなりました。ま
た、振り返れば私は、多くの有能な役員・教員・職員の方々
に恵まれ、実に幸運であったと思います。皆さんの発意と
協力を得て、様々のチャレンジに取り組み、深みのある活
動ができました。総長としての任は終えますが、本年2月
より文部科学省科学技術・学術審議会第8期会長として、
2016年より始まる第5期科学技術基本計画のまとめを担当
します。今後は、日本国全体としての科学技術・学術政策
をまとめつつ、国立大学の活性化と支援を図っていきたい
と願っております。
　さて、総長就任時、「濵口プラン～名古屋大学から
Nagoya University へ」を掲げ、名古屋大学の国際化を課
題の第一として図ってまいりました。何故、国際化を重要
課題と掲げたのか。その所以の一つは、名古屋大学の地政
学的・歴史的特性にあります。名大は、「名古屋に帝大を」
との長年の悲願から生まれ、地元の皆様に深く愛されてき
た大学であり、それ故に東海三県の学生が7割を占め、就
職先もほとんど地元の、総合基幹大学としては特異な個性
を持った大学です。この特性は、名大を唯一無二とする価
値を内包するとともに、大きいだけの地方大学にしてしま
うリスクも抱えています。大学教育が、若者にどのような
価値を提供できるのかと問いかけた時、それは人生の安定
や、安楽な未来のみを示すものであってはなりません。青
春という多感な時期に人間は、自我を開放し、自らの中に
眠る可能性に目覚め、多様な価値と文化を知り、志を高め、
他者・社会との対話を深め、生きがいを求めて、自立して

いくべきでしょう。「意識は存在に規定される」、「存在と
は行動である」との哲学者の言葉があります。人間は、混
沌とした現実と格闘しつつ、成長していく存在です。しか
しながら、自宅から大学に通う名大生にとっては、大学生
活は高校の延長にあり、「自我の解放と自立」とは遠い環
境になりがちであります。大学が、生涯忘れ得ない存在と
なり得るには、どれだけ若者の心に響く深い体験があった
かによるでしょう。
　国際化について、今一つ触れておきたい所以がありま
す。それは、多くの画期的研究成果と人材育成を成し遂げ
てきた名古屋大学の歴史を、今日的な価値観の中で継承発
展させたいとの思いであります。嘗て、焦土の中で生きが
いを求め彷徨した若者にとって、自由と平等・平和は感動
的な意味を持っていました。しかし残念ながら今日、自由、
平和で安心な社会は、日本人にとって日常となり、生き方
を根底から問いかける契機とはなりえていません。他方、
高度文明社会を実現した日本は、異質と失敗を排除する無
菌空間となり、引きこもりや鬱を生み出しています。そし
てまた、いじめを恐れるが故に、個性の表現を本能的に回
避する、「野性」を失った若者の姿が見え隠れします。戦
後の混沌の中にあった、果敢に挑戦する若者の姿を今求め
るとすれば、それは大学の国際化を徹底して図り、「多様
な価値と文化」を実感として若者に体験させる環境の中に
答えがあると、私は考えてきました。
　6年間、毎年の入学式で学生諸君に、「下宿しなさい。
下宿できないなら、海外へ留学しなさい」と訴えてきまし
た。その結果、6年間で海外へ出かける名大生は4倍以上
となり、年間で650名に達するようになりました。この数
を1,000名にするのが今私の夢です。また、4年前に G30
プログラムで、秋入学、英語による授業を開始しました。
今では7倍を超える倍率（学部入試における出願者に対す
る入学者の割合）で、英語の講義も学部大学院合計で1,100
を超える授業科目が提供されています。また、G30ととも
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に注力してきたのが、昨年10月から開始された「アジアサ
テライトキャンパス」です。これは、法整備支援、ヤング
リーダーズプログラム、農学国際教育協力研究センターや
大学院国際開発研究科がアジア地域で築いてきた歴史を踏
まえ、アジア7カ国に日本の国立大学としては初めてのリ
アルなキャンパスを設置し、現地法人格を取り、現地採用
教員を配置して、国際版の社会人入学の博士課程を設置す
るものです。多くのアジアの有能な人材が、有能であるが
ゆえに、修士課程修了後に帰国し、母国の政府中枢で働い
ています。このプログラムは、彼らに博士号を授け、10年
たったら50人規模の副大臣・局長クラスのアジア人材を育
てようとするものです。本年度は、モンゴル、ベトナム、
カンボジアに設置しました。このプログラムの究極の狙い
は、アジア各国の中枢を繋ぐ、「持続可能性を実現するア
カデミックネットワーク」を作ることにあります。
　名大の海外における研究拠点も、幅広く展開できまし
た。2009年にモンゴルに資源調査の為フィールドリサーチ
センターを開設、2010年にフライブルクにヨーロッパセン
ター、ウズベキスタンに事務所を開設、2012年ホーチミン
に日本法教育研究センター設置、2013年にフエに内視鏡ト
レーニングセンター、ミャンマーに日本法律研究センター
を設置、2014年にはインドネシアとラオスに日本法教育研
究センターを、ハノイに消化器内視鏡センターを設置する
とともにモンゴル（ウランバートル）とタイ（バンコク）
に事務所を開設できました。これらの拠点は、学生の海外
での活動を支えるものともなっています。
　任期中、国際化の活動を理解し、協力していただく人材
を増やそうと、様々な試みも行うことができました。伊藤
同窓会代表幹事の支援の下、同窓会海外支部は、2009年に
モンゴル支部、2010年にウズベキスタン支部、2011年に台
湾支部、2012年にラオス支部、2013年にはミャンマー支部
とインドネシア支部、そして2014年末にフィリピン支部を
開設しました。フィリピン支部開設には、豊田章一郎全学

同窓会会長にもご臨席いただき、とりわけ感慨深い思い出
となりました。これらの支部の支部長は、現地の副大臣、
次官クラスの方々が揃い、様々な形で我々の活動を理解し
ていただきました。シンガポールとマレーシアを除く東南
アジアでは、名古屋大学同窓会支部が活発に活動をしてお
り、留学の紹介、現地インターンシップやホームステイ等
協力していただいています。これらの方々の努力に報いる
為に、2010年より国際交流貢献顕彰制度を開始しました。
これらの活動とともに、2011年日本・ウズベキスタン学長
会議、2012年第1回日本・インドネシア学長会議、2013年
第2回日本・インドネシア学長会議を主催したことも記憶
に残ります。
　名大の研究力についても組織的に強化した結果、今年度
は過去最高の競争的外部資金の獲得になり、平成25年度の
科研費の獲得件数も教員1人あたりではすべての大学・研
究所で1番となりました。名大オリジナルな若手人材の育
成を目指して2010年に若手研究者支援制度（YLC）を開
始し、これまでに50名ほどの人材育成を図ることができま
した。この制度は、名大で博士号を取った若い人材を、分
野を問わず募集し、書類審査とインタビューで採用し、高
等研究院に配置するものです。この制度は、助教採用の透
明性・公平性・説明責任を担保するもので、始めた結果、
驚くほど優秀で個性的な研究者がいることがわかりまし
た。現在は、すべての助教をテニュアトラック化するため
の制度設計へと発展しています。また、女性研究者支援を
継続的に行っており、女性 PI（Principal Investigator）採
用の独自方式を始めるとともに、YLC でも女性枠を設定
したところ、多数の優秀な女性研究者を採用できました。
同時に、2009年より学内学童保育所「ポピンズアフタース
クール」を開設し、若い両親が、日中は安心して研究に専
念できる環境を整備しました。これらの制度と共に、若い
人材の顕彰を図るため、石田賞、赤﨑賞、水田賞も始める
ことができました。赤﨑賞、水田賞はそれぞれ赤﨑先生、
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水田先生のご寄付をもとに開始したものでもあり、改めて
名古屋大学がいかに先輩に恵まれているかを実感した次第
です。大学院生の研究に対する顕彰も進めてきましたが、
近年は日本学術振興会育志賞受賞者を輩出する事ができる
ようになりました。これらは、私にとって深く記憶に残る
試みであります。
　研究力強化については、執行部での戦略的な議論と総長
調査戦略室の立ち上げにより、多くのプロジェクト獲得に
戦略的な対応を進めることができました。2009年 G30の採
択に始まり、2011年世界展開力強化事業3件、2011年、12
年、13年には博士課程教育リーディングプログラムに毎年
2件、総計で6件採択されました。2012年には平均年齢
42歳の若手教授チームにより、最も競争の厳しい世界トッ
プレベル研究拠点プログラム（WPI）を獲得、2013年には
研究大学強化促進事業でトップ4大学に選ばれた事、革新
的イノベーション創出プログラム（COI）に選ばれた事、
2014年にはスーパーグローバル創成支援タイプ A（トップ
型）に選ばれた事が強く記憶に残ります。COI については、
全国にイノベーションの拠点を作る目標で、統括ビジョナ
リーリーダーとして日本全体のプログラム運営にも携わっ
ており、私にとっては今後も重要な課題の1つです。
　大学改革では、2012年に大学院創薬科学研究科を設置で
きました。名大としては何度目かの挑戦でしたが、関係者
の努力で実現できました。本年度は、21世紀の情報爆発時
代の展開を見据え、情報学に関する新しい学部を構想して
います。また、大学院改革として、アデレード大学、フラ
イブルク大学と共同教育プログラム覚書を調印し、本邦初
となるであろうジョイント・ディグリー制度の申請を準備
しています。
　研究拠点の整備としては、2010年素粒子宇宙起源研究機
構の設置、超高圧電子顕微鏡施設の設置、2011年グリーン
モビリティ連携研究センター開設、2013年トランスフォー
マティブ生命分子研究所（ITbM）設置等が深く記憶に残

ります。施設整備についても努力した結果、2011年グリー
ンビークル材料研究施設、ES 総合館、理学南館（坂田・
平田ホール）、豊田講堂の「登録有形文化財」登録、2013
年ナショナルコンポジットセンター開設、太陽地球環境研
究所等の総合研究棟竣工、2014年減災館竣工、医系研究
棟3号館竣工等が記憶に残るものとなりました。現在も、
ITbM 研究棟、ナショナル・イノベーション・コンプレッ
クス（NIC）施設、創薬科学棟が完成間近となっています。
　研究環境を芸術的にも豊かにしたいとの思いから、ピア
ノを寄付いただき、愛知県立芸術大学の若手演奏家にコン
サートを定期的に開いて戴き、2013年にはウイーンフィル
コンサートマスターのライナー・ホーネックさんをお招き
し、公開で学生オーケストラを指導していただいたことも
楽しい思い出となりました。

　振り返れば、「名古屋大学から Nagoya University へ」
を掲げた国際化の展開は、国内外からも高い評価をいただ
けるまでになりました。最近、各界の方々から「名大は、
元気だね」とよく言われるようになり、私もグダニスク大
学、成均館大学、モンゴル科学技術大学から名誉博士号、
モンゴル、カンボジア、ベトナムから勲章をいただきまし
た。これらは全て関係者の努力の賜物であり、我々の活動
全体が評価されたものと思います。改めて皆様に深く感謝
いたします。どうか今後も名古屋大学の活動にご理解をい
ただき、松尾新総長を引き続きご支援をいただきますよう
お願い申し上げます。最後に、私の好きな詩の一節を引用
し、総長としての筆を置かせていただきます。
　Youth is not a time of life — it is a state of mind
 Samuel Ullman

5NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.262

ES 総合館竣工（2011年3月）「赤﨑賞」表彰式（2011年3月）
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　ノーベル物理学賞受賞記念式典「青色 LED の創成から
事業化まで」が、1月30日（金）、名古屋観光ホテルにおい
て、名城大学、豊田合成株式会社との合同で挙行されまし
た。本式典は、赤﨑　勇特別教授、天野　浩工学研究科教
授の2014年ノーベル物理学賞受賞を記念し開催されたもの
で、本学からは濵口総長、理事等役員をはじめ、2001年ノー
ベル化学賞を受賞した野依良治特別教授、2008年ノーベル
物理学賞を受賞した益川敏英特別教授、平野眞一前総長ら
が出席するなど、名城大学、豊田合成関係者を合わせて約
700名が参加しました。
　はじめに、主催者である総長、小笠原日出男学校法人名
城大学理事長、荒島　正豊田合成株式会社取締役社長の3
名からあいさつがありました。総長からは、両教授の功績
を讃えるとともに、青色 LED の実用化にあたっては豊田
合成、独立行政法人科学技術振興機構との連携によるもの
が大きく、産学連携の理想形であることが述べられまし
た。次に、安倍晋三内閣総理大臣からのビデオメッセージ、
来賓として丹羽秀樹文部科学副大臣、関　芳弘経済産業
大臣政務官から祝辞があり、丹羽副大臣からは、今後、パ

ワー半導体研究をはじめ、若手研究者育成において本学を
支援していく旨が述べられました。続いて、赤﨑特別教授、
天野教授への愛知県学術顕彰式、名古屋市学術表彰式が行
われ、大村秀章愛知県知事、河村たかし名古屋市長からそ
れぞれ賞状と記念品が贈呈され、あいさつが述べられまし
た。最後に両教授から本学、名城大学、豊田合成へレプリ
カメダルの目録が贈呈がされ、謝辞として、赤﨑特別教授
からは、学生、研究仲間など、改めてこれまで支援してい
ただいた方々への感謝の意が、天野教授からは、これから
自身のすべきことは夢を持った若者を応援していくことで
あるとの決意が述べられました。
　式典の終了後には、赤﨑特別教授、天野教授、濵口総長、
中根敏晴名城大学学長、荒島社長の出席のもと共同記者会
見が行われました。
　引き続き開催された記念祝典では、はじめに、両教授へ
花束が贈られ、野依特別教授の発声による乾杯の後、平野
前総長、西永　頌元豊橋技術科学大学学長、内山　晋名誉
教授から祝辞が述べられました。会場には、ノーベル賞受
賞メダル、賞状をはじめ、青色 LED 研究に関係する論文
やノーベル博物館への寄贈品、両教授の業績を紹介したパ
ネルなどの展示のほかノーベル賞授賞式が行われたノーベ
ルウィーク期間中の様子を写したスライドショーが上映さ
れるなど、会場全体がノーベル賞受賞という快挙を成し遂
げた両教授へのお祝いムードに包まれるなか、盛会のうち
に祝典は終了しました。
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謝辞を述べる赤﨑特別教授 謝辞を述べる天野教授祝辞を述べる総長

祝典の様子

ニ
ュ
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ノーベル物理学賞受賞記念式典を挙行



　「名古屋大学フェア in バンコク2015」が1月31日（土）、
タイ王国の首都バンコク市内にあるチュラロンコン大学教
育学部において執り行われました。
　このイベントは、ノーベル物理学賞受賞者である、
益川敏英特別教授及び天野　浩工学研究科教授による特別
講演会や座談会を通して、本学の教育・研究が国際社会に
果たす役割を紹介するものです。また、本学への留学を希
望する学生との個別相談に応じることにより、本学や名古
屋の魅力についてタイの教育関係者や大学生・高校生・保
護者の方々に広く知ってもらう機会とするため開催しまし
た。
　来賓者には、佐藤重和在タイ日本国大使館特命全権大使、
ガモン・シリバン タイ王国教育省副事務次官、ポーンポット・
ピアムソムブーン チュラロンコン大学副学長、カセサー
ト大学のシリー・チャイセーリー副学長及びボーディン・
ラッサミーテート副学長、ナター・クッタサティアン ラ
ジャマンガラ工科大学タンヤブリ校学長補佐、アピナン・
スプラサート名古屋大学全学同窓会タイ支部長等、政府機

関や大学関係者等のほか、タイ及び日本のマスメディアも
取材に訪れました。
　フェア開催にさきがけ、プレイベントとして、1月30日

（金）に大学生向けの模擬講義（工学、経済学、文学）をチュ
ラロンコン大学及びカセサート大学において、31日（土）に
は高校生向けの模擬講義（工学、農学、経済学、文学）を
チュラロンコン大学において行いました。これらを通して
本学の英語による講義を疑似体験してもらい、参加した学
生達から非常に高い関心を集めていました。
　また、ブースを設置し、本学のみならず広く日本文化を
知ってもらうため習字・生け花・折り紙の体験コーナーを
設け、タイの学生だけでなく、一般の方々との交流を深め
ました。さらに、留学相談窓口も設け、学生からの相談を
受け付けました。
　濵口総長、益川特別教授、天野教授及びガモン教育省副
事務次官同席による個別・合同記者会見では、両国のマス
メディアが多数出席しました。特に、タイ側からの本学に
対する期待や関心の高さがうかがえました。
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合同記者会見後、タイ王国教育省副事務次官との記念撮影
（左から、総長、益川特別教授、ガモン副事務官、天野教授）

総長、益川特別教授、天野教授による座談会の様子 フェア終了後、現地高校生からの質問攻めに対応する天野教授

ニ
ュ
ー
ス

名古屋大学フェア in バンコク2015を開催



　メインプログラム開会にあたり、渡辺理事があいさつを
述べた後、総長から本学を紹介するプレゼンテーションが
行われました。プレゼンテーションの中で総長は、タイか
らの留学生数はまだまだ伸び代があること、本学は英語プ
ログラムが充実していること、また、21世紀以降、日本人
のノーベル賞受賞者13人のうち6人を本学から輩出してい
ることなどを紹介し、その秘密を知りたければぜひ名古屋
に来てくださいと学生達へ熱心に留学を勧めました。
　また、アドミッションオフィスのキンダーマリオン特任
准教授から G30プログラムを中心とした留学生受け入れプ
ログラムの説明があり、留学中のサポート等受け入れ体制
や幅広い分野のカリキュラムについて簡潔に分かりやすく
アピールしました。
　その後に行われた天野教授の特別講演では、ノーベル賞
授賞式出席時の様子から始まり、青色発光ダイオード開発
に取り組むに至った経緯や化学式を用いての発光のメカニ
ズムの説明が行われました。講演内容に触発されたタイの
高校生からは深く専門的な質問も飛び出し、天野教授は驚

きながらも嬉しそうに答えていました。
　続いて、総長、益川特別教授、天野教授による座談会が
行われ、天野教授からは、1,500回もの実験の繰り返しに

「その当時は失敗とは考えておらず、成功した際の明確な
ビジョンを持っていた」といった話や、益川特別教授から
は「現在確認できている現象で科学で解明できないものは
無い」等の興味深い話を伺うことができました。また、「夢
がまだ見つかっていない人は、名古屋大学に来れば夢が見
つかる確率が非常に高い」と天野教授が本学への留学を勧
め、会場を沸かせました。質疑応答では、タイの高校生か
ら「今回のイベントはとても感動しました。是非名古屋大
学を見学させて下さい」との申し出があり、総長の「是非
来て下さい」との回答に会場から盛大な拍手が沸き起こり
ました。
　その後、同窓生セッションが行われ、社会科学系・自然
科学系それぞれの卒業生が実際に本学で得た経験や魅力に
ついて伝えていました。400人収容のメイン会場に多数の
参加者が参加し、大盛況のうちに閉幕しました。
　また同日夕方には、名古屋大学全学同窓会タイ支部が

「名古屋大学ミニホームカミングデイ in バンコク」を開催
しました。タイの各分野で活躍している本学同窓生が一
堂に会して旧交を温め、70名を超える参加者が集まりま
した。同会では、天野教授と学部生時代の同級生である
ドゥシット・クルアガーム元チュラロンコン大学工学部教
授の30年ぶりの再会もみられました。本学からのノーベル
賞受賞者のうち益川特別教授及び天野教授の両博士と交流
できたことが、同窓生たちに改めて母校への誇りと喜びを
もたらし、熱気溢れる同窓会となりました。
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同窓会での記念撮影（２列目右がドゥシット・クルアガーム工学部同窓生）

フェア終了後、現地高校生との記念撮影



　平成26年度「赤﨑賞」表彰式が、2月2日（月）、本部1
号館第2会議室において挙行されました。
　本賞は、赤﨑　勇特別教授から京都賞受賞記念として本
学に寄贈いただいた寄附金をもとに、本学の若手研究者に
対して、「学」を中心とした産学官連携を通じた研究開発
の重要性と、科学の発展と社会に多大な貢献をされてきた
赤﨑特別教授の偉業を広く伝えることを目的として、平成
22年度に設けられた顕彰制度で、今年で第5回目となりま
す。
　本賞では、本学に在籍する当該年度の4月1日時点で35
歳以下の学生及び研究者の中から、学術・科学技術分野で
将来的な発展や可能性が期待でき、本学の学術・科学技術
水準の高さを内外に知らしめることができる研究を行って
いる方を対象としており、昨年9月から募集を始め、学術
研究・産学官連携推進本部長らを委員とした赤﨑特別顕彰
審査委員会で厳正な審査を行いました。今年度は10件の応
募があり、厳正な選考の結果、岡本佳比古工学研究科准教
授が選ばれました。

　岡本准教授の研究テーマは「幾何学的にフラストレート
した遷移金属化合物の新物質開拓」で、量子スピン液体状
態を実現する候補物質を発見したこと、電荷フラストレー
ト系の新物質発見により、フラストレート物質が熱機能性
材料として有望であると実証したことが評価されました。
　表彰式では、濵口総長のあいさつの後、赤﨑特別顕彰審
査委員会委員長である松尾副総長から受賞者の発表と講評
があり、次いで、赤﨑特別教授から受賞者に正賞の表彰状
と、副賞の賞金50万円が贈呈されました。
　岡本准教授からは、自分の研究が、本学の学術研究のさ
らなる向上の一端を担うことにより、赤﨑特別教授のよう
な功績に少しでも近づけるよう努力を重ねたい旨、受賞の
喜びと赤﨑特別教授に対する尊敬の念を込めた謝辞があり
ました。
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記念撮影（左から、赤﨑特別教授、岡本准教授、総長）

賞状授与の様子

ニ
ュ
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平成26年度「赤﨑賞」表彰式を挙行



　モンゴル国ロブサンニャム・ガントゥムル教育文化科学
大臣が2月7日（土）から9日（月）の間、本学を訪問しまし
た。本学とモンゴルとは、これまで法整備支援、医療行政
リーダーの養成、地質学調査から、最近では災害対策・環
境整備、アジアサテライトキャンパスによる国家中枢人材
養成プログラム等により幅広い交流が行われています。ま

た、教育学部附属学校と現地の高校との交流、各部局間の
学生や研究者の交流など、多様かつ重層的に行われてきま
した。
　今回のガントゥムル大臣の訪問は、これまでの本学とモ
ンゴルとの関係を踏まえ、更なる交流の充実とモンゴルへ
の貢献のために、執行部や関係部局との意見交換、関係施
設等への視察のほか、ガントゥムル大臣による記念講演を
開催するために招へいしました。
　滞在期間中、2014年ノーベル物理学賞を受賞した天野　浩
工学研究科教授との懇談や、トランスフォーマティブ生命
分子研究所（ITbM）、減災連携研究センター等学内研究
施設への訪問のほか、大学院教育発達科学研究科への訪
問、執行部との意見交換など、活発に交流が行われました。
　記念講演では、自身の日本留学のきっかけから、日本の
ように母国を発展させたいとの強い思いで政治家を志した
ことや、現在モンゴルで行っている教育改革まで豊かな知
見と深い洞察をもった話が述べられました。
　今回の訪問を契機として、本学とモンゴル、また日本と
モンゴルの友好関係が更に発展することが期待されます。

　ウズベキスタン共和国ミルザヒドフ国家通信・情報化・
通信技術委員会議長（大臣相当職、国立タシケント情報技
術大学理事長兼務）が、1月29日（木）、本学を訪問しまし
た。
　本学はウズベキスタンとの交流において、平成17年に日
本法教育研究センター（タシケント）、平成22年にウズベ

キスタン事務所（日本の大学の代表事務所を兼ねる）を設
置する等、これまで法整備支援を中心に、研究交流、学生
交流を進めてきましたが、近時、ウズベキスタン政府から
日本に対して、情報科学分野における協力について申し出
があったこと、併せて、ウズベキスタンに進出している日
本企業による協力もあり、ミルザヒドフ議長の日本ウズベ
キスタン経済合同会議への出席中に今回の訪問が実現しま
した。
　当日は、濵口総長、渡辺理事のほか、大学院情報科学研
究科の執行部が出席して今後の交流分野について意見交換
が行われました。また併せて、本学とタシケント情報技術
大学の協力へ向けた合意書の調印が行われました。
　このほか、中央図書館や、情報科学研究科で採択されて
いる博士課程教育リーディングプログラムの視察、意見交
換等、わずか半日の短い訪問ながら、精力的に視察が行わ
れました。
　今回の訪問を契機として、ウズベキスタンの高等教育機
関との更なる連携、新たな分野における交流開始が期待さ
れます。
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記念撮影

記念品交換の様子（左がミルザヒドフ議長、右が総長）

ニ
ュ
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ス

モンゴル教育文化科学大臣が本学を訪問

ウズベキスタン国家通信・情報化・通信技術委員会議長が本学を訪問



　本学は、1月30日（金）、名古屋市公会堂で開催された名
古屋市消防表彰式において、応急手当普及活動功労表彰を
受けました。
　表彰式には多数の名古屋市消防職員及び消防団員が参加
し、河村たかし名古屋市長も消防式服で登壇してあいさつ
を述べました。今回本学は、応急手当普及活動に対する功

労が認められ、名古屋市内の4つの事業所の1つとして表
彰されたものです。表彰式には本学を代表して飛田災害対
策室長が出席しました。
　本学では、災害・事故等の際の速やかな救助・手当のた
めに、平成18年度から毎年5回の救命講習を開催し、合
計約1,200名の教職員・大学院生等に救命手当ての方法や
AED の取り扱いなどを講習してきました。今回の表彰を
機に、救命講習等に継続的に取り組み、学内の安全性向上
にいっそう力を入れていくこととしています。

　独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）との技術交
流会が、2月10日（火）、ベンチャー・ビジネス・ラボラト
リー3階ベンチャーホールにおいて開催されました。
　この技術交流会は、産総研との連携協力に基づく活動の
一環として、平成19年の連携・協力協定締結以降、今回で
通算15回目の開催になります。産総研・本学関係者あわせ

て46名が参加しました。
　開催にあたり、三木幸信産総研理事から開会あいさつが
あり、小橋　眞工学研究科教授の司会のもと、今年度に実
施した共同調査研究（FS 研究）5件について経過報告が
行われました。閉会にあたって松尾副総長から、今年度は、
初めてクロスアポイントメント制度が締結されたこともあ
り、本交流会に先立って開催された連携協議会でも相互に
新たな連携に向けた取り組みが示されるなど、例年以上に
活発な意見交換が行われたことが紹介されました。
　本学と産総研の研究者がペアを組んで行う共同調査研究
も開始から8年目を迎えており、内容も充実し活発な質疑
応答も行われました。
　技術交流会後の懇親会では、小橋教授の発声による乾杯
の後、発表会だけでは時間が足りなかった参加者の間で活
発な意見交換が行われ、盛況のうちに閉会しました。
　得意分野の技術・研究を互いに補完しながら、両機関間
の共同研究等における連携強化及び人的交流の活発化が期
待される技術交流会となりました。
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表彰式に出席した飛田災害対策室長

あいさつする松尾副総長
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本学が応急手当者活動功労表彰を受ける

産業技術総合研究所との技術交流会を開催



　第47回経営協議会が、2月12日（木）、鶴舞地区の鶴友会
館において開催されました。
　会議では、濵口総長からのあいさつの後、人事関係諸制
度の見直し、平成26年度業務達成基準適用事業、中期目標・
中期計画の変更及び医学系研究科とアデレード大学医学部
との国際連携総合医学専攻の設置について、総長、各担当

理事及び副総長から説明が行われ、審議の結果、了承され
ました。
　次いで、次期役員等について意見聴取が行われた後、平
成27年度運営費交付金の内示、平成25年度会計検査院決
算検査報告、平成27年度名古屋大学若手育成プログラム

（YLC）の採択結果、年俸制の導入、平成25年度に係る業
務の実績に関する評価結果、大学機関別認証評価の訪問調
査結果、科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業、
公正研究の最終報告及び名古屋大学基金について報告が行
われました。
　外部委員の方々からは、平成25年度に係る業務の実績に
関する評価結果について意見交換が行われ、貴重な意見が
寄せられました。

　平成27年度名古屋大学入学試験（前期日程）が、2月25
日（水）、26日（木）及び27日（金）の3日間、東山地区、大幸
地区及び鶴舞地区の試験場で実施され、合計1,728名の募
集人員に対し4,914名の出願がありました。
　試験初日は比較的暖かく、8時過ぎから受験生が集まり
はじめ、教師等から激励を受けて、それぞれの試験会場に

入って行きました。また、受験票を手に試験会場を確認し
ている受験者を案内している職員の姿があちらこちらで見
られました。
　1日目は、午前10時から外国語の試験が全学部において
一斉に始まり、4,564名の受験者が試験問題に取り組みま
した。外国語の時間には、濵口総長が各試験場を訪れ試験
場主任や試験場本部の教職員を激励しました。午後には地
理歴史、小論文、理科の試験が行われ、1日目の試験が終
了しました。
　2日目には午前10時から数学の試験が、午後には国語の
試験が行われ、午後3時55分にすべての試験が終了し、試
験を終えた受験者は、お互いに試験問題について話し合い
ながら家路につきました。27日の3日目は、鶴舞地区で医
学部医学科の面接試験が行われました。
　また、後期日程試験は、3月12日（木）に鶴舞地区で医学
部医学科の面接試験が行われます。
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第47回経営協議会を開催

平成27年度名古屋大学入学試験を実施



　昭和34年9月26日、紀伊半島に上陸した大型台
風は東海地方に甚大な災害をもたらしました。伊
勢湾台風と名付けられたこの台風は、暴風と高潮
により5000人を超える死者・行方不明者を出しま
した。その後、千人を超える死者を出す台風は日
本ではありませんが、それでも2004年の台風第23
号や2011年の第12号では100人近い死者がでてお
り、また風水害の上位のほとんどは台風で占めら
れています。現代でも依然として台風は大災害の
原因となっています。名古屋大学は歴史に残る伊
勢湾台風が襲来した地にあり、私はここで台風の
研究をすることをたいへん意義深いものと感じて
います。
　伊勢湾台風襲来当時、日本には気象衛星もレー
ダ観測網もありませんでした。このため伊勢湾
台風の雲の様子や眼の構造などの観測がありま
せん。一方で伊勢湾台風は北緯28度付近までは

スーパー台風であったことが分かっています。
“スーパー台風”とは地表付近の最大平均風速が
130knots（67 m s–1）を超える熱帯低気圧と定義
されています。伊勢湾台風は台風のメカニズムの
研究において重要であるだけでなく、最悪の経路
をとった台風という点で、未来の最悪台風のシナ
リオとなる点で重要です。このため伊勢湾台風を
調べ、さらに“未来の伊勢湾台風”を予測するこ
とは、学術的にも防災の観点からも大きな意義が
あるのです。
　しかしこのようなデータの少ない台風にアプ
ローチすることは、これまで不可能でした。最近
になって次の2つの技術の発展がそれを可能にし
ました。一つは気象庁気象研究所が作成した地球
全体の気象解析データであり、もう一つは地球水
循環研究センターで私たちが開発してきた雲を解
像する大気の数値モデル（雲解像モデル）です。

私たちの研究室のある研究所共同
館1階のエレベーターホールに
は、雲解像モデルによる気象予測
の動画を展示してあります。これ
ら2つの技術を用いて、半世紀以
上前の伊勢湾台風を再現すること
に成功しました。図1は再現され
た伊勢湾台風の雲と降水の構造を
立体的に表したものです。上陸12
時間前でも直立した眼の構造は、
本州付近に達してもなお台風が強
い勢力を維持していたことを示し
ています。また、南西諸島付近ま
で上層の雲が広がっており、巨
大な台風であったことが分かりま
す。
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図１　 雲解像モデルが再現した伊勢湾台風の立体的表示。雲（グレー色）と降水を立
体的に表示し、眼の壁雲周辺の風速分布が分かるように降水には赤色系（強
風）から青色系（弱風）にグラデーションする色を付けた。また眼の構造が分
かるように台風の南西部分を切り取ってある。（名古屋大学情報基盤センター
高橋一郎氏作成）
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“未来の伊勢湾台風” を予測する

坪木　和久　地球水循環研究センター教授



　伊勢湾台風を最悪台風のシナリオと考
え、伊勢湾台風のようなスーパー台風の
強度が将来どの程度になるのかは、地球
温暖化のもたらす大きなリスクの一つを
考えることになります。そこで私たちは
地球温暖化の進んだ今世紀末ごろに発生
する多数のスーパー台風について、雲解
像モデルを用いて最大強度を推定しまし
た1）。その結果，現在の最大地上風速は
70～75 m s–1であるのに対して、今世紀
末ごろの台風は85～90 m s–1に達するこ
とが分かりました2）。図2は雲解像モデ
ルで予測された日本に接近する未来の
スーパー台風の例です。この台風は上
陸直前でも中心気圧は880hPa，最大風
速は70 m s–1以上という極めて強い勢力
を維持していました。さらに未来のスー
パー台風のうちいくつかは北緯30度を
超えてもその強度を維持し、なかには
日本に上陸するものもあることが示されました

（Tsuboki et al. 2015の Fig. 5 参照）。すなわち今
世紀末ごろ、日本は今より強いスーパー台風の脅
威にさらされることになります。
　昨今、「スーパー台風」という言葉が報道等で
しばしば使われるようになりました。これは2013
年11月にフィリピンに上陸し、レイテ島などに甚
大な被害をもたらしたスーパー台風ハイエンの被
害があまりに衝撃的だったからでしょう。その強
風と高潮による災害の映像は伊勢湾台風と重な
り、台風災害の恐ろしさを印象付けました。地
球温暖化の進行により、スーパー台風ハイエンは
南国の出来事ではなく、日本の未来を見ているよ
うに思えてなりません。ハイエンと同様の未来の

伊勢湾台風は最悪台風のシナリオであり、それは
低いとはいえある確率で起こりうることを前提に、
防災対策を今から進めておくことが非常に重要で
す。今世紀末はそれほど遠い未来ではないのです。

引用文献
1）坪木和久（2010），今世紀後半，伊勢湾台風をは
るかにしのぐスーパー台風が発生する．文藝春秋社，
日本の論点2010，458－461.
2）Tsuboki, K., M. K. Yoshioka, T. Shinoda, M. Kato, 
S. Kanada, and A. Kitoh (2015), Future increase 
of supertyphoon intensity associated with climate 
change, Geophys. Res. Lett., 42, 646–652, doi: 10.1002/ 
2014GL061793.
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まつおか　まこと

図２　 文部科学省21世紀気候変動予測革新プログラムで実施した未来
（2076年9月）のスーパー台風のシミュレーション実験の結果。白の

濃淡により雲を立体的に表示してある。同プログラムで気象研究所
が作成した未来の全球気象データを与え、高解像度のシミュレーショ
ンを雲解像モデルを用いて行った。

1962年兵庫県生まれ。北海道大学地球物理学科卒。1990年同大学
大学院理学研究科博士課程退学、理学博士。専門は気象学。1990
年東京大学海洋研究所助手、1997年名古屋大学大気水圏科学研究
所助教授、2001年地球水循環研究センター助教授／准教授の後、
2012年より現職。1998年より名古屋大学で雲解像モデルを開発し、
台風や豪雨、竜巻などを中心に雲・降水システムの大規模シミュレ
ーションを行うとともに、レーダや気球を用いた観測的研究も行っ
ている。

つぼき　かずひさ



　組合せ最適化問題は、問題の解が定義される空
間や制約などが離散的である問題で、制約を満た
す解の中で与えられた指標を最小にするものを求
めることが目的です。その適用範囲は非常に広
く、社会で現れる様々な問題は組合せ最適化問題
として表現できます。図1は、多角形配置問題に
対するひとつの配置です。この問題では、与えら
れた図形を重複なく配置する際にその隙間をでき
るだけ小さくすることが目的です。また、図2は、
配送計画問題の巡回路の一例です。配送計画問題
は、様々な制約条件の下で、複数の車両を用いて
全ての客をちょうど1回ずつ訪問するような経路
の中で、コストが最小のものを求める問題です。
図は車両数が3の例です。一見、効率の悪い巡回
路のように思えますが、これは各客が車両の訪問
時刻を時間帯で指定しているために、このような
巡回路になっています。
　ここで、配送計画問題を解く方法を考えてみま
しょう。ひとつの方法としては、すべての可能な
巡回路をひとつづつ評価しその中で最も良い巡回
路を出力すればよいのですが、客数が少し増え
ると巡回路の数は途方もなく大きくなってしまい
ます。例えば , 一台の車両が20人の客を訪問する
とき巡回路の数は20!となり、コンピュータで一
秒間に100万通りの巡回路を計算するとして、す

べての巡回路を評価するのに7万年以上かかりま
す。これでは困るので、なんとかして高速に最も
良い巡回路を見つけたいのですが、実はこの問題
は NP 困難問題という問題クラスに属し、最適な
解を求めることは非常に難しいことが知られてい
ます。
　一般に組合せ最適化問題は多くの場合、NP 困
難問題と呼ばれる難しい問題であり、現実的な計
算時間で最適解を得ることは非常に困難です。そ
の一方で、現実の問題では厳密な最適解が必要と
されることはまれで、適度な精度の近似解を現実
的な計算時間で求める解法で十分に実用的だと考
えられています。私の研究では、このような問題
に対して、効率よく近似最適解を求めるアルゴリ
ズムの開発を目指しています。例えば、基本的で
かつ有効な近似解法の一つに局所探索法と呼ばれ
るものがあります。これは、現在の解の近傍に良
い解があれば移動する、という操作を反復するこ
とで解を改善していく手法です。また、これらの
近似解法を組合せるなどの方法により、多少時間
はかかっても、より精度の高い解を求める枠組は
メタヒューリスティクスとよばれ、うまく設計す
れば非常に性能の高い解法となります。高性能な
メタヒューリスティクスを設計するには、問題の
構造を利用した数理的な手法やアルゴリズム中で
必要な操作を高速に実現するためのデータ構造の
開発などが必要となり、研究室では日々このよう
な手法の開発に取り組んでいます。現実社会に現
れる問題は複雑で開発したアルゴリズムを単純に
適用できない場合もありますが、より良い解決を
するための基盤となる研究を行いたいと考えてい
ます。
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図１　多角形配置問題の配置例

図２　配送計画問題の巡回路の例
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　附属図書館医学部分館は、10月8日（水）から1月30日
（金）までの間、展示会「医心 絵心－医師たちの画力」を
開催しました。これは同館4階にある医学部史料室の所蔵
品の中から、医学部及び医学部附属病院に在学・在職した
医師による絵画、挿絵などを展示した企画でした。
　医術の心得と、絵を描く心得とは通じるものがあるので

しょうか。本学の前身である愛知医学校の解剖学者 奈良
坂源一郎は、優れた博物画も残しています。故郷の松島に
ちなんだ松洲という号を持つ奈良坂と、同僚の熊谷幸之輔
の書との合作『福如海』は流麗な筆遣いの掛軸です。県立
愛知医科大学（本学の前身）の皮膚科学者である太田正雄
は、詩人木下杢太郎としても高名ですが、絵画にも才能を
現しました。所　輝夫は、日本で初めて人工心肺を開発し
た戸田　博の『胸部交感神経手術の図』など多くの画業を
残しています。学生時代に二科展に入選したことがある
杉田虔一郎は、脳動脈瘤手術のために開発した杉田クリッ
プのイラストを、世界の脳外科医のバイブルとされる著書
の全ページにわたって描きました。
　展示会の準備段階で、解剖学者 小林　繁氏のご家族か
ら、最後の油絵となった『最後の甲斐駒』、消しゴム版画
の印譜などをご寄贈いただき、より多彩で豊かな展示会を
開催することができました。また、著書『したい放題』は、
多くの希望者に提供しました。
　解剖図、人物、風景、静物など多様なモチーフを描いた
医師たちの画力は、多くの来館者の関心を集めました。

　大学院法学研究科キャンパス・アジアプログラムは、2
月7日（土）から9日（月）の間、ES 総合館において、「第2
回キャンパス・アジア学生シンポジウム」、「第5回キャン
パス・アジア法学院長・学部長会議」、「名古屋大学・立命
館大学・岡山大学3大学学生交流会」を開催しました。
　第2回学生シンポジウムでは、一昨年9月から昨年8月

まで日中韓各国で留学を経験した各国学生が、自身の経験
をもとにプログラムの在り方について具体的な提案を行う
とともに、留学中に得た知見をもとに学術的な報告を行い
ました。
　第5回法学院長・学部長会議においては、同プログラム
の日中韓各国の責任者である法学院長、法学部長が学生か
らの意見や現状分析などに基づいて本プログラムの成果や
今後の課題を報告し、今後のプログラムの在り方や方向性
について熱い議論を繰り広げました。
　9日には、本学と同様にキャンパス・アジアプログラム
に採択されている立命館大学、岡山大学の学生約30名が来
校し、本学の同プログラムの学生と交流会を実施しまし
た。交流会では、各大学のプログラム紹介、学生の企画に
よる、日中韓の学生が協力しなければ解決できないゲー
ム、名古屋城を訪問するフィールドトリップなどを実施し
ました。学生たちは初対面にもかかわらず、キャンパス・
アジアという共通の枠組みがあるためかすぐに打ち解けて
いた様子でした。
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展示会の様子
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展示会「医心 絵心」を開催
●附属図書館医学部分館

第２回キャンパス・アジア学生シンポジウム等を開催
●大学院法学研究科



　シンクロトロン光研究センターは、1月22日（木）、理学
南館坂田・平田ホールにおいて、第4回シンクロトロン光
研究センターシンポジウムを開催しました。
　同センターは、平成25年3月から供用が開始された愛知
県「知の拠点」の「あいちシンクロトロン光センター」に
おける光源、ビームライン基本設計の段階から現在のユー

ザ利用支援に至る協力を行っています。
　シンポジウムは、國枝理事、松下工学研究科長、本学名
誉教授である竹田美和あいちシンクロトロン光センター所
長、馬場シンクロトロン光研究センター長のあいさつに始
まり、学内外問わず多方面の研究者14名から、あいちシン
クロトロン光センターの利用事例として最新の研究成果
についての講演が行われました。続いて、同センターのス
タッフから光源加速器の改良及び新設ビームラインである

「単結晶Ｘ線回折・名古屋大学ビームライン」BL2S1の整
備状況についての概要説明、名古屋大学放射光利用者懇談
会から、あいちシンクロトロン光センターの利用状況につ
いての説明が行われました。
　当日は前回を上回る80名が参加し、関心と期待の高さが
うかがえるシンポジウムとなりました。今後は光源加速器
の性能のさらなる向上、ビームラインの新設及び既設ビー
ムラインの強化とともに、学内の潜在ユーザへの利用支援
を進めていく予定です。

　年代測定総合研究センターは、1月27日（火）、28日（水）
の両日、野依記念学術交流館において、第27回年代測定総
合研究センターシンポジウムを開催しました。同センター
は、学内外を問わず、地球誕生から現代にいたる年代範囲
をカバーする年代学研究、放射性炭素14（14C）トレーサー
を用いた環境動態に関する共同研究を推進しています。同

シンポジウムは、これら1年間の活動を広く報告するため
に行われました。
　シンポジウムでは、同センターの年代測定設備に関する
今年度の現状と利用状況を概観した後に、新研究創成経費
研究の成果として、「Sr, Nd 同位体組成から見た日本列島
白亜紀の酸性火成活動」並びに「中世最寒冷期の北日本に
おける14C 年代測定値の偏差」に関する報告がありました。
また、共同利用の成果として、本学のほか、東北大学、岐
阜大学、愛知大学、日本原子力研究開発機構や民間団体、
企業などの研究者、院生・学生によって、環境学、地質学、
考古学、文化財科学、歴史学や人類学など幅広い分野に関
する口頭発表、ポスター発表が行われました。
　特別講演では、丸山竜平元名古屋女子大学教授から「古
代の鉄の生産・流通」と題して、主に弥生時代後期から古
墳時代における製鉄について、鈴木和博名誉教授からは、
東北地方に産する古生代花こう岩体から報告された多様な
年代測定値の解釈とその意味についての報告が行われまし
た。講演終了後には、一般の方々を含めて熱心な討論が行
われました。
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会場の様子
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第４回シンクロトロン光研究センターシンポジウムを開催
●シンクロトロン光研究センター

第27回年代測定総合研究センターシンポジウムを開催
●年代測定総合研究センター



　博物館は、1月31日（土）、博物館講義室において、
赤﨑　勇特別教授と天野　浩工学研究科教授のノーベル物
理学賞受賞に関する市民向けの特別講演会「赤﨑先生・
天野先生－ノーベル物理学賞への軌跡」を開催しました。
この講演会は、4月11日（土）まで同館において開催中の特
別展「2014年ノーベル物理学賞　青色 LED の開発研究」

の関連イベントとして行われたものです。
　当日は、竹田美和名誉教授が約80名の聴衆に、まず、
赤﨑特別教授が青色 LED の研究にどのような思いで着手
したか、青色発光に有用な窒化ガリウム（GaN）の開発で何
が一番難しかったか、天野教授が学生だった頃の本学の自
由な雰囲気とは何か、両教授の研究が中村修二博士らの研
究と何が違うのかを、研究年表、実験装置の写真、ポンチ絵、
電子顕微鏡写真などを使って分かりやすく解説しました。
　次に、昨年12月にストックホルムで行われたノーベル賞
授賞式と関連イベントについて、招待参加者としての体験
談を交え、多くの写真を使って説明しました。ノーベル賞
授賞者には黒塗りの専用車が用意されること、記念講演会

（ノーベルレクチャー）では講演後にスタンディングオベー
ションがあったこと、また、ノーベル晩餐会の席順表と料
理メニューを見せながら、この場面ではこういったテンポ
の音楽が流れダンスが始まったなど、参加者しか分からな
い興味深い話が次から次へと飛び出しました。竹田名誉教
授の臨場感たっぷりの話に、聴衆は実際にノーベル賞講演
会・授賞式・晩餐会に出席したような気分に浸っている様
子でした。

　大学院教育発達科学研究科及び発達心理精神科学教育研
究センターは、1月12日（月）から19日（月）の間、本学にお
いてモンゴル国立教育大学との国際会議等を実施しまし
た。期間中、モンゴル国立教育大学から心理学研究者及び
特別支援教育の関係者13名が訪問し、同センター附属心理
発達相談室、発達障害児・者支援施設、特別支援学校や小

学校の特別支援学級などを視察しました。平成25年から始
まったモンゴルにおける発達障害児の早期発見、支援と特
別支援教育システムの整備に、同センターの発達障害児支
援プロジェクトが協力し共同研究を進めています。その一
環として今回の来日が実現しました。
　16日（金）には、教育学部大会議室において、第2回国際
会議を開催しました。モンゴルから発達障害児のアセスメ
ントシステムの現状と課題や、今後の特別支援教育の整備
について発表があり、日本からは早期発見のための健診シ
ステムの紹介や昨年10月にモンゴルを訪問した際に日本側
が行ったモンゴルの教員の現状意識調査の結果などを報告
しました。
　モンゴルでは、発達障害の概念自体が未だにあいまいな
現状にあり、そのため教育システムの整備もこれからとい
う状況です。視察団長であるモンゴル国立教育大学学部長
は同センター附属心理発達相談室のような相談施設をモン
ゴルの拠点として設置したいと述べました。今後も2国
間共同研究を進め、モンゴルの子どもたちへの支援協力を
行っていく予定です。
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講演する竹田名誉教授

会議の様子
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ノーベル賞特別講演会を開催
●博物館

モンゴル国立教育大学との国際会議等を実施
●大学院教育発達科学研究科、発達心理精神科学教育研究センター



　減災連携研究センターは、1月29日（木）、減災館において、
第107回防災アカデミーを開催しました。今回は翠川三郎東
京工業大学教授が「建物の耐震化と地震ハザードマップ」
と題して講演を行い、102名が参加しました。講演では、
20年前に発生した阪神・淡路大震災を契機として重要課題
となった、木造家屋の耐震化に対する横浜市の先進的な取
り組みが紹介されました。横浜市では、「信頼」、「認識」、

「理解」、「解決策」、「実行」の5段階からなるリスク認知
の CAUSE モデルを踏まえ、住民の地震の危険に関する認
知度を高めることを目的として、50m メッシュの地震ハ
ザードマップを全国で初めて作成し、耐震化率の向上につ
なげました。しかし、現実には耐震化率の目標はなかなか
達成できません。翠川教授からは、世代によってリスクの
受け止め方や耐震化にかけられる支出可が異なるので、耐
震化メニューを多様化していくことの重要性が指摘されま
した。

　グリーンモビリティ連携研究センターは、2月13日
（金）、経済学部1階第1講義室において、「第18回次世代
自動車公開シンポジウム」を開催しました。今回のシンポ
ジウムは、「愛知県内4大学合同次世代モビリティシンポ
ジウム」と題し、同センターが独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）の委託により実施してい
る「環境考慮型モビリティ技術経営特別講座」報告会と併
催し、約100名の参加がありました。
　今回の講演は、宮田　譲豊橋技術科学大学未来ビークル
シティリサーチセンター副センター長、米陀佳祐豊田工業
大学スマートビークル研究センター研究員、中村　隆名古
屋工業大学次世代自動車工学教育研究センター長の3名に
よって行われました。シンポジウム後半には企業技術者か
らなる NEDO 講座受講生による報告会があり、講演者と
の間で白熱した議論が展開されました。

　博物館では、1月24日（土）、第59回博物館コンサート
「フラメンココンサート」を開催しました。平成13年から
続いている NUMCo（ナムコ）（名古屋大学博物館コンサー
ト）ですが、今回は433名の聴衆が訪れ多くの立ち見客も
出る状況でした。「タンゴス Tangos」から始まった全7
曲の演奏と踊りは、観客をフラメンコの世界の虜にしまし
た。博物館という場所柄、舞台があるわけでもなく、高低
差のある客席もありません。このように条件が悪い場所で
すが、何よりも博物館の標本に囲まれて見る、聞くという
ことは、他の会場ではまねの出来ない独特の雰囲気があり
ます。演奏の合間に行われた『フラメンコがどんな歴史を
たどって現在に至っているか。楽器がどんな材料からでき
てどんな演奏をするか』なども大好評でした。「フラメン
コの事が良く分かった」、｢本当にすばらしい演奏で感激し
た｣、「カンテの歌声がすばらしかった」、「また博物館でフ
ラメンコを見たい」などの感想が寄せられました。

20 名大トピックス◦ No.262

講演する翠川教授

中村センター長による講演の様子

コンサートの様子
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第107回防災アカデミーを開催
●減災連携研究センター

第18回次世代自動車公開シンポジウムを
開催
●グリーンモビリティ連携研究センター

第59回博物館コンサートを開催
●博物館
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（原文のまま掲載しています）
定年退職される教授のことば

　名古屋大学に在籍する留学生を対象に日本語教育をはじめ
て30年になります。はじめの数年間は非常勤で、その後専
任としてかかわってきました。1980年代後半から留学生数
が急増し、1993年に留学生センターが設立されました。そ
れでも設立当時の留学生数は600名程度でしたから、この22
年間に約 3 倍になりました。この間、短期交換留学生制度

（NUPACE）や G30など次々に新しい留学制度の種類が増
え、留学生の多様性が進みました。留学生気質もずいぶん変
わってきたと感じます。
　この30年間をふり返って、教員なら誰でも同じかと思いま
すが、教え子たちが無事学部や大学院を修了し、立派な社会
人として活躍していることを見聞することは何にもまして嬉
しいことです。留学生ですから多くが国へ帰ります。20年、

30年前に教えた留学生の中には海外の大学や企業で要職につ
いている人も多く、時々手紙や e- メールで近況を知らせて
くれます。また、国から出張などで来日した折に会いに来て
くれることがあります。そんな時、専門の研究をする上で日
本語が欠かせなかったこと、国に帰ってからも日本語をマス
ターしたことがとても役に立っていることなどを聞かされる
度に、この仕事をしていて本当によかったと喜びを感じま
す。
　優しい同僚や優秀な学生たちに助けてもらいながら、なん
とかここまでやってこられました。どうもありがとうござい
ました。

　文学部が大学院化した2000年に着任して、15年間お世話に
なった。
　比較人文学という大学院専担の研究室であるが、専門は宗
教人類学。日本の神話研究や民俗学研究によって『稲作文化
の世界観』を書いたが、専門はアフリカ研究といってよい。
15年間、アフロ ･ ユーラシアの空を飛び続けた。
　そのあげくに、「牧畜文化解析によるアフロ ･ ユーラシア
内陸乾燥地文明とその現代的動態」という課題で科研費（S）
を取得。毎年20数名をアフロ ･ ユーラシアに派遣。基本思想
は、アフロ ･ ユーラシア内陸乾燥地こそが人類文明の形成発
展地だということ。なぜならそこには、大地を自由にうごき、
ヒトと物資を交流させる大型家畜がいたからだ。アフロ ･
ユーラシア内陸乾燥地は大陸のグローバル交流の先進地だっ

た。このアイデアは今後もおいつづける。
　しかしもうひとつのアイデアがある。それは人類の形成は
地球環境の寒冷化と乾燥化にともなうという思想だ。乾燥化
により森が消え草原がひろがった。そこに草食哺乳類が誕生
した。人間は哺乳類を追いながらヒトとなった。真理は単純
にして美しいというが、この思想の美しさはなんだ！
　生命は冒険家だ。原始の海洋に誕生した生命は、陸に上り、
そして森から草原へ砂漠へと進出した。草原や砂漠の生き物
が生命進化の最先端に位置する。
　砂漠地帯がなにゆえ紛争地か。それは文明の起源地になら
ずものが土足で踏み込んでいるからだ。彼らは文明の誇りに
かけて戦っている。

　前任校の佐賀大学を含めて計34年間に及んだ国立大学教員
生活に終止符をうつことになりました。振り返れば頭の中を
無数の場面が駆け巡りますが、ともかく研究、教育、大学運
営など様々な任務を何とか大過なく果たせた（と言えるのか
否かは皆様にお任せせねばなりませんが）のは、常にご支援
を頂けたおかげであると感謝しています。会議の場で真剣に
助言をくれた同僚教員、苦笑いしつつミスのしりぬぐいをし
てくれた事務の方、ゼミ合宿の運営に心を砕いてくれた幹事
の学生等々、仏様がいくつも浮かんできます。
　名古屋大学勤務中は、課外活動（硬式野球部）の部長のほ
か、大学評価・学位授与機構や日本学術振興会の委員など学
外での職務も多かったので、思いがけない交流も拡がりまし
た。多忙にはなりましたが、人生を豊かにする新しい世界を

得たようです。
　思い出を語り出すとキリがありません。良き同僚、良き学
生に恵まれた幸せな時代だったということでしょう。 4 月か
らは私立の女子大学に勤務することになっています。研究者
として残している課題に取り組みつつ大学教育に微力を尽く
す日々が、もう暫く続きそうです。今は、内生的貨幣供給論
を金融史的アプローチによってどこまで実証できるか、その
ことで頭が一杯です。
　国立大学法人を取り巻く状況は厳しいものがありますが、
皆様の奮闘によって名古屋大学が着々と発展を続けられるこ
とを心より祈念いたします。

30年間ありがとうございました

村上　京子　　国際教育交流本部国際言語センター

大地を駆ける

嶋田　義仁　　大学院文学研究科

残っている課題に追われつつ…

金井　雄一　　大学院経済学研究科
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定年退職される教授のことば

　1968年に名古屋大学法学部に入学しました。大学紛争最盛
期で、時代の雰囲気に影響され、思想への関心が急速に膨ら
み、政治思想史のゼミナールに所属させていただきました。
ついで、大学院経済学研究科に進学し、社会思想史を専攻し
ました。指導教官の水田　洋先生は、日本を代表する思想史
研究者であり、社会思想史学の確立のために尽力されていま
した。最先端の研究現場にいる喜びの中で、気づくと研究者
の道を歩み始めており、その後助手に採用されて以来、経済
学研究科の所属を離れることなく今日に至りました。つま
り、この度、やっと、名古屋大学を卒業させていただくこと
になります。
　社会思想史の学際的性格のおかげもあって、部局を越え
て、大変多くの名古屋大学の研究者との交流と友情とを育む

ことができました。専門にとらわれない自由な講義をさせて
いただきました。特に終わりの数年間は、高等研究院併任と
なり、社会思想史の強みを生かし、文理融合と国際的研究交
流の発展に微力ながら尽くすことができ、充実した時間を過
ごすことができたと思っています。自由な学風を誇りとする
名古屋大学の中でも、とりわけ自由に振る舞ったものの一人
と思い、感謝しています。
　近年の大学は、社会的責任を問われ、厳しい自己点検を促
される毎日です。荒海にあっても、名古屋大学が自由の精神
を失うことなく、発展されることを祈ります。

　ファイナンス研究者の道を志してから30年以上が過ぎた。
その間、 6 つの日本の大学と 3 つの海外の大学で研究教育の
職に就き、社会人を含むタイプの異なる学生達の教育に関わ
ると同時に、海外を含め多くの研究者との交流を深め、共同
研究も数多く進めることが出来た。当初、目標として掲げた
ファイナンスのトップジャーナルへの論文掲載は、幾つか達
成できささやかな満足感に浸っている。欧米の大学では、学
生時代の数年を過ごしたユタ大学と教授として教鞭に立った
トロント大学が思い出に残っている。西部劇映画の世界に
いるような気分にさせてくれる visibility 100km の街ソルト
レークシティの夜景は本当に美しかった。古い街並みと新し
い建物が共存し、多種多様な人々が行き交うコスモポリタン
な街トロントでの食事はいつも楽しみだった。日本で思い出

に残るのはやはり神戸と名古屋であろう。経営、経済分野の
メッカと呼ばれる大学の雰囲気はそれまで過ごした他大学と
は異なるものであった。名古屋での 9 年間は研究教育に加
え、新しい学会の立ち上げ、啓蒙書の執筆など多忙ではあっ
たが充実した日々を送ることができた。このようなすばらし
い研究教育環境を与えていただき、名古屋大学の皆様には心
より厚く感謝申し上げます。

　1969年に名古屋大学に入学して1975年に卒業しましたが、
教授として赴任したのは1997年です。いわゆる「東大安田講
堂の攻防」があり東大入試が中止となった年に入学してから
6 年間の学生生活は、それまでの私の人生になかった疾風怒
濤の時代であり、また大学にとってもダイナミックに揺れ動
いた時期でした。1984年から 5 年間のニューヨーク スロー
ン・ケッタリング癌研究所での留学時代、1989年からの長崎
大学医学部での 8 年間には、外からじっくりと名古屋大学の
有り様を見つめることになりました。1997年以来18年間にわ
たり、学生教育ではおもに生化学を担当し、研究では癌と神
経変性を中心に糖鎖生物学を推進してきました。名古屋大学
に帰ってきた後の研究生活は、人生の中で最も長い期間にな
るのですが、今一つ印象が弱く、短い言葉では言い表すのが

困難な感じです。思うに、あれこれと科学的な興味にまかせ
て挑戦したわりには、達成できたことが少な過ぎるせいだ
と、ふりかえっています。研究室を移って、新しい挑戦を始
めよう、と考えた時、これまでの蓄積を再認識して、それを
足場にして、しかし何らかの新次元の世界に踏み込もうと
誓っています。定年を新しい人生の門出として、自らひそか
に祝杯を上げるとともに、お世話になりました全ての皆様
に、感謝の意を表したいと存じます。

ありがとうございました

安藤　隆穂　　大学院経済学研究科

名古屋大学には2006年からの9年間在籍した

加藤　英明　　大学院経済学研究科

新しい人生の門出として

古川　鋼一　　大学院医学系研究科
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定年退職される教授のことば

　私は昭和50年名古屋大学医学部を卒業し、内科医として計
4 年勤務後、母校に血液内科医として戻ってきました。その
後、免疫学教室に移り、研究と教育に従事しました。英国へ
の留学、国立長寿医療研究センターと多彩な場所での研究生
活を送り、最後に10年間母校の教授ができたことはとても恵
まれていました。私が卒業した頃と現在を比較しますと、研
究の面でも医学の臨床の面でも、とても進歩しました。日本
中の人が世界に追いつこうと、頑張って働いた時代から、日
本は欧米と同じ豊かな社会に変化しました。私の所属する医
学部では研究環境は今では世界のどこにも劣らないと思いま
す。若返って自分がこの環境で研究ができたらと思います。
　私は癌の研究から出発し、免疫学、分子生物学、老化、そ
して免疫学と研究環境の変化とともに研究テーマも変化しま

したが、医学を理論的に理解できることをめざしたことには
変わりません。今では様々な疾患が分子生物学、免疫学の言
葉で理解できるようになってきつつあると思います。医療も
経験にたよる治療から科学的な治療へと変化してきました。
難病も抗体や、シグナル伝達系の抑制剤でコントロールでき
るようになってきました。研究生活を振り返ってみると、な
かなか論文が通らなかったり、研究費、研究ポジションの獲
得に悩んだり、現実は戦いの連続でありましたが、若い研究
者と新しいものをめざして研究できたことは幸せでした。

　「病は気から」とはよく言ったものだと感心する人が多い
のですが、今や「病は時代から」と言うべきかも知れません。
私は糖尿病・内分泌内科学講座を12年間担当してきました
が、その間にも糖尿病とその予備群の人口は増加の一途をた
どり、今や2,000万人をこえる大集団として日本列島にあふ
れています。かつて結核が抗菌薬の発見により淘汰されたこ
とは科学としての医学研究の進歩の賜物でしたが、糖尿病は
残念ながら医学の力だけでは撲滅することはできません。美
食への賛美、グルメ番組の洪水、車依存への日常性、汗して
働くことへの嫌悪などなど、社会的、文化的に目覚めた人々
が変革をめざさない限り、第 5 氷河期が来て飢餓の時代が再
来するまでさらに患者数は増加するでしょう。目覚めるべき
は誰か、それはあらゆる学問大系を集学的に融合し、多様な

発想を持ち、将来への揺るぎない展望を俯瞰できる方々、す
なわち大学人の皆さんが最も適切な発信源となりうると私は
信じています。糖尿病のみならず生活習慣病の蔓延抑止を医
者だけの仕事と割り切らず、良識の府であるべき大学が来る
べき健康社会を醸成するため時代の価値観を舵切りする主役
となって下さることを心から願っています。
　誠に異質な退官のご挨拶でしたが、皆さまのご活躍とご健
勝を心からお祈りしております。

　私は平成 7 年 4 月に名大に赴任しましたので、この 3 月で
ちょうど20年になります。この20年間に名大全体あるいは医
学部・医学系研究科、附属病院は大きく変わったと思います。
まず第一は法人化だと思います。中期目標・中期計画を立て
て、研究・教育・診療を推進し、その達成度の評価を受ける
というやり方は、それまで大学にはなかったシステムです。
本来大学は個人が自由にものを考え実践する場で、これは大
学にはふさわしくないとも思いましたが、恐ろしいもので、
現在では違和感を感じなくなっています。
　第二の大きな変化は大学院重点化、COE、リーディング
大学院、国際化など大学院をめぐる改革だと思います。以前
の大学院は生活費はない、教育システムはない、国際化はな
いなど無い無い尽くしでしたが、教育型のグラントが出るよ

うになって考え方が大きく変化しました。
　第三は病院で感ずる変化です。赴任した頃は「旧国立大学
附属病院」という感じで、患者満足度、医療の安全・質、メディ
カルスタッフとのチーム医療などという考え方は乏しかった
と思います。特にこの10年間は病院の考え方、システムが大
きく変わったと思います。
　この変化を受けて次の20年に何を創っていくのか、名大の
アイデンティティーは何か、名大の真のオリジナリティは何
かがますます問われているように感じます。
　大きな飛躍を期待するところです。

定年退職にあたって

磯部　健一　　大学院医学系研究科

病は時代から

大磯　ユタカ　　大学院医学系研究科

この20年で変化したこと

祖父江　元　　大学院医学系研究科
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　私は、本年 3 月31日をもって名古屋大学を定年で退職しま
す。
　平成10年 4 月に、名古屋大学医学部附属病院の第一内科学
講座から新設された医学部保健学科に赴任し、以来17年間を
ここ大幸地区で過ごしました。
　赴任した当初は、学科自体が名古屋大学医療技術短期大学
部から 4 年制大学へ改組された新たな出発でしたので、学科
としての歴史がなく不安な面もありましたが、逆に自分たち
の考えを生かして教育、研究を立ち上げる事が出来ました。
当初に入学された学生も進取の気概のある人が多く、所属す
る検査技術科学専攻では、幸い自由で積極的な雰囲気を作っ
ていく事が出来ました。
　私自身は、附属病院第一内科に所属していた時代の造血器

疾患の病態解析から徐々に離れて、スフィンゴ脂質代謝酵素
の発現調節機序をメインテーマとして研究室を立ち上げまし
た。幸いに新たな共同研究者の支援に加えて、学年進行に
従って設置された大学院の前後期課程に、意欲ある学生が進
学し、私の研究テーマを積極的に推進してくれました。私自
身としては不安を抱えての新しい研究分野への挑戦でした
が、それなりにきちんとした研究成果を残す事が出来まし
た。研究に関わっていただいた全ての関係者の方々に、深く
感謝いたします。また、名古屋大学で長年教育研究に携わる
機会を与えられた事にも、感謝の意を表する次第です。
　名古屋大学の益々の発展をお祈りし、退任の挨拶とさせて
いただきます。どうも有り難うございました。

　人生の大半を過ごしてきたこの東山キャンパスとも、この
3 月の定年の日をもって、お別れすることになります。長年
にわたる皆様方のご厚誼にこの場を借りて御礼申し上げま
す。
　大学教員の得なところは、いつも若い学生諸君と混じ合
え、しかも相手は毎年同じ歳の新人がやってくる、彼ら彼女
らの若さのエキスを吸い取って、気だけかもしれませんが、
自分を若く保つことができるところにあると常々思っていま
した。
　定年間近になり、体の不調が次々と発見され、九死に一生
ということも経験すると、果たして定年まで持つのか、と自
分自身が心配になりましたが、家族はもとより、周りの関係
者の皆様の温かく手厚いサポートのお陰もあり、何とか定年

の日までたどり着けそうです。
　研究センター時代には二人の若い戦友に先立たれる経験も
致しました。定年おめでとうございます、何がめでたいもの
か、いや定年の日まで健康に恵まれて無事にたどり着けたこ
とこそが、まずもってめでたいのです、とよく言われますが、
まさにその通りだと実感している今日この頃です。

　先週は卒論・修論の研究発表・審査、今週には博士論文公
聴会・審査、大学教員としての最後の大事な仕事に望んで、
想像してなかった感慨がある。学生生活とともにスタートし
た京大、初めての雪国の金沢大、そして名大と概ね1/3ずつ、
またこの間、スイス工科大ローザンヌ校に 1 年招へいされ、
東大に 3 年間併任して研究や学生指導を経験した。学生時代
を含めて機関や学生の気質が異なっても、真摯に現象を見つ
め、自ら研鑽する努力の流れに身をおくことができた。専門
分野の特徴として、自然現象を理解し、その機能に人間との
かかわりを見出し、それを制御する技術を産み出し、さらに
それが進められる仕組みについては、学を越えて官・民と連
携していく中で、大学は多くの人と交わる拠点となった気が
する。

　工学の教育では、基礎科目から専門科目への切れ目ない流
れを学生に提供することを大事にしてきた。技術はしばしば
マニュアル化して基礎から遊離しがちであることに憂慮した
のである。基礎をすっ飛ばして技術を学んでも現場対応は出
来るのだが、大学を出た技術者は何を身につけて、社会でど
ういう役割をするかが大事なところだ。基礎の論理の流れこ
そ、大学でコースワークされねばならないし、それに加えて
自らも継続的に体系化された学術を身につけていくべきなの
だが、現代の風潮にはどうも合わないのかが気がかりだ。

名古屋大学を去るにあたって

村手　隆　　大学院医学系研究科

定年を迎えて

藤澤　敏治　　大学院工学研究科

名古屋大学定年退職にあたって

辻本　哲郎　　大学院工学研究科
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　私は1977年 4 月に助手に採用されて以来、38年間の永きに
わたり、名古屋大学で教育・研究に携わることができました。
これもひとえに一緒に学び、考え、躓きながらも歩み続けて
いただいた教職員および学生たちのおかげです。
　研究では、伝熱工学と燃焼工学の様々な課題を取り上げ、
学生たち一人一人にできるだけ自由に選ばせることを心がけ
ました。毎週のセミナーや研究打ち合わせでは、思い通りの
結果でないことを悔んでいる彼らを「苦労して得た成果をあ
りのままに信じよう」と励ましながら、一緒にその中に含ま
れる真実を探し、次のステップを考えるのが楽しみでした。
　この38年間、もっぱら伝熱・燃焼の基礎研究を行い、応用
をあまり気にせずに、自分が興味を抱く「現象の物理」の解
明にしか取り組んできませんでした。結果として、多額の研

究資金を得ることができず、大学にこの面では貢献できな
かったと思いますし、一緒に歩んでくれた教職員、学生には
負担を掛けることになったと思います。
　私の学生時代には大学紛争もあり、教員になってからもい
ろんな面で自由な時代でした。法人化以来、大学も財政的な
資金面で縛りが強くなり、自由な教育・研究に取り組むこと
や、自由な考えを社会に発信することが困難な社会情勢に
なってきていることが懸念されます。このような時代におい
ても、皆様がご活躍、ご発展されんことを心から祈念してい
ます。
　永い間、大変お世話になりました。

　工学部助手に採用され、35年間名古屋大学にお世話になり
ました。超音波を主な実験手段として、物理化学に視点を置
いた溶液化学、材料評価、ソノケミストリーの研究を行って
きました。諸先輩、周りの先生方、学生に助けられ有意義な
大学生活を送ることができました。在職中前半は、好きな研
究に没頭する毎日でした。その後、教養部廃止にともなう全
学四年一貫教育、大学院重点化、大学法人化が進められ教育
や組織だけでなく大学のあり方も変わりつつあると感じてい
ます。社会に有為な人材を育成し輩出することは大学の責務
であり、学理を探求するための自由な研究の場を提供するの
も大学であると言う精神は変わらないで欲しいものです。
　高校、大学と、陸上競技に高い関心を持っていた私には、
シドニーオリンピックのマラソンで高橋尚子選手が金メダル

を獲得したときの話が今でも強く印象に残っています。高橋
選手は、優秀な指導者のもと豊富な練習量とそれに耐えうる
体力、精神力があったことは当然ですが、彼女は誰より走る
ことが好きだったそうです。スポーツ、芸術だけでなく学術
の分野においても、興味を抱き好きになり継続して精進する
ことが、人を成長させ一流へと導くものと思っています。
　今後大学のあり方は、時代とともに変化することが予想さ
れますが、名古屋大学が一層輝かしく発展されることを心よ
りお祈りいたします。

　この 3 月末をもちまして名古屋大学を定年退職いたしま
す。これまでご厚誼を頂きました皆様に厚く御礼申し上げま
す。 
　名古屋大学には昭和43年 4 月に工学部機械学科に入学して
以来、47年間お世話になりました。最初の 9 年間は学部、大
学院修士および博士課程の学生として学び、残りの38年間は
教員として奉職させていただきました。特に思い出深いの
は、教養部在学中の大学紛争、平成 8 年度から 4 年間にわ
たって就任したトヨタ寄附講座、そして還暦の頃の工学研究
科の管理運営並びに関連した大学外の様々な職務です。
　大学紛争時には教養部封鎖という状況の中で活発な討論に
参加したことや、数学や哲学などの書物に親しんだことが懐
かしく思い出されます。この時期の経験がその後の私の人生

に大きなプラスの影響を及ぼしたと感じています。 トヨタ
寄附講座時代は大変忙しく多くの苦労がありましたが、反
面、全国の多くの研究者の知己を得ることができました。こ
の経験がその後の私の人生を切り開いたような気がします。
還暦の頃には、様々な会議出席を通じて、全国の多くの優れ
た方々の考え方に接することができました。それにより視野
が広がり、ものの見方が変わったと感じています。
　定年後は縁あって再就職することにしておりますが、今後
も研鑽を重ね、世の中に貢献していきたいと考えておりま
す。
　最後になりましたが、名古屋大学のますますの発展を祈念
して筆を置きたいと思います。

教職員、学生と歩んだ伝熱・燃焼研究の38年

山下　博史　　大学院工学研究科

好きこそ物の上手なれ

香田　忍　　大学院工学研究科

定年退職のご挨拶

田中　英一　　大学院工学研究科
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　東大理科 I 類に入学して名古屋大学を定年退職するまで45
年間、ずっと理系に身をおいてきた。理系の世界では「事実」

（Fact）が重んじられ、自分の専門分野で科学的事実を発見・
証明・発明するために寝食を忘れて研究に没頭し、世界で最
初に手柄を上げることを夢見て競争を繰り広げる。私は、無
機材料化学という狭い分野で自分なりの Holy Grail を掲げ
て世界と競ってきたつもりだが、今までの研究を振り返っ
てみると、「日暮れて道遠し」の感が否めない。Fact に関
していくつか発見・発明することはできたが、それが何ばか
りのものであろうか、と思えてしまう。永年に亘る競争に疲
れたのかもしれない。ただ、大学は人材育成の場でもあるか
ら、優秀な研究者・技術者を世に送るのも大事な仕事である。
私は、高校時代に交換留学生として 1 年間アメリカでホーム

ステイしたが、このときの恩返しをするため、留学生の研究
教育に力を注いだ。彼らが母国に帰って活躍する姿を見るの
は、この上ない喜びである。
　定年退職後は、今まで何となく魅力を感じながらも遠ざけ
ていた文系の世界に20年、首を突っ込んでみたいと思ってい
る。文系では恐らく「真実」（Truth）が重んじられ、世界
と競争することもなく独自の世界を作ることができるような
気がする。理系45年、文系20年の後、最後の10年間は文理融
合の世界で真理の探究に身を捧げる、というのが私の人生設
計である。

　企業で31年強、奈良先端科学技術大学院大学で 2 年弱、研
究生活を送った後、平成19年より 8 年間、名古屋大学にお世
話になりました。幸いにも、関係者の皆さまのご協力により
大過なく定年まで勤めることができ、厚く御礼申し上げま
す。
　転身後数年は不慣れな業務に戸惑いもありました。しか
し、入試実施委員、教育専門委員、また複合材工学研究セン
ター（CERC）やナショナルコンポジットセンター（NCC）
の運営委員を任され多くの知り合いができたことで徐々に業
務に慣れていった感があります。
　CERC、NCC そして同僚の援助・協力のおかげで、複合
材料研究に弾みがつき、多くの企業と共同研究できたこと
は非常にラッキーでした。そんな中、企業研究者の習性か

ら抜け出せず、当然のことのように論文発表よりも特許出願
を優先してきました。なお、厳しい研究進捗管理で絶えずプ
レッシャーを感じながら研究していた企業時代と異なり、マ
イペースで研究できましたが、大学といえども多少プレッ
シャーを与える研究評価システムがあるほうが、スピーディ
かつ着実な成果が期待できるのではないかと思います。
　退職後は、これまでの研究をまとめながら家庭菜園を楽し
みたいと思います。退任に際し、名古屋大学の益々の発展及
び皆さまのご活躍を心よりお祈り致します。大変お世話にな
り、どうもありがとうございました。

　私は1996年10月に国立研究所から名古屋大学へ赴任し18年
半になります。専門は電子スピン共鳴による固体物性研究
で、国立研究所では、当時注目され始めた有機エレクトロニ
クス材料の研究に従事しました。そのような研究を始める
きっかけは、電気を流すプラスチックとして登場した導電性
高分子が基礎、応用のどちらの観点からも重要な物質であ
り、発展性を感じたことが大きいと思います。その後の分子
性材料の研究経験をもとに、名古屋大学での教育・研究をス
タートさせました。
　名古屋大学では応用物理教室の新設の講座を担当し、ス
タッフや学生とともに、新しいテーマである有機エレクトロ
ニクスにかかわる物質研究に取り組みました。この間、材料
やデバイスの研究が世界的に一層盛んとなっていました。研

究室では新たな材料の研究にとどまらず、それまで困難とさ
れてきた有機デバイスのスピン計測も実現するなどの進歩に
もめぐり会えました。スタッフや学生諸君の貢献は大きく、
充実した時間を持つことが出来ました。有機物質の研究は物
理、化学やデバイスなどの学際的研究分野ですが、学内にお
られる工学系さらには理学系の方々との交流はとても役立ち
ました。また内外の大学等との共同研究や、国際会議の開催
などに関わってきましたが、名古屋大学のもつ大きな研究ポ
テンシャルの中で仕事をさせていただき、大変感謝していま
す。今後の大学の一層の発展をお祈りいたします。

理系→文系→文理融合へ

河本　邦仁　　大学院工学研究科

定年退職を迎えて

小長谷　重次　　大学院工学研究科

定年退職にあたって

黒田　新一　　大学院工学研究科
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　最近思っていることですが、大学における高等教育もすで
に100年以上が経過し、変わる必要性が求められているので
はないでしょうか。旧態依然とした講義形式から「考える授
業」へと変わりつつあるようですが、世界で活躍する次世代
を作るには、大学はどうあったらいいのでしょう？先進国で
は、社会全体がネオテニー化する傾向が強く、多くのことを
他人の判断に任せ、適切な自己判断がしにくい人が増えてい
ます。リーダシップを持った人を育てるという考えに至りま
すが、本当にこれでいいのでしょうか？これは将来の展望が
薄く、迷惑を考えずにわがままを押し通せる危険性を含んで
います。一方、多くの情報は個人に対して、無秩序に流れて
来る時代になり、個人個人の判断が重要な時代になりつつあ
ります。昔はテレビやラジオ・新聞を通して流れる情報は、

その場での情報の共有性が存在し、お互いの話題として日常
会話の中で自分の考え方を形成できたと思われます。しか
し、現在はパーソナル端末が普通であり、個人個人に大量の
情報が流れるかまたは勝手に切り捨てられ、ほとんど整理で
きない状態で情報が放置されています。このような中でどの
ような大学生に育ってもらうかは、この辺で論議してもいい
のではないでしょうか。多くの人の意見を聞く態度を身につ
け、様々な観点から物を見ることで、大量に流れてくる情報
を的確に処理し、新たな観点を生み出せるような学生が必要
とされているのではないでしょうか。

　教員として22年間の名古屋大学勤務を終え、停年退職を迎
えます。学生・院生としての在籍年数を加えると、30年以上
にわたる名古屋大学との係わりでした。お世話になった名古
屋大学の皆さんに深く感謝致します。私は戦後ベビー・ブー
ムの世代に属し、人数が多く、うごめく群衆の中に生きた感
があります。
　科学の研究分野で何か一仕事をしたい。だが、その何かは
茫漠としている。そんな思いで学生時代がスタートし、自ら
の可能な道のりを探り出すことで大学院生時代を過した。そ
こで Publish or perish！の言葉を知る。この言葉には現実
感があり、これを信じて20代後半を疾走した。しかし、何と
か助手の席を得て、外国での研究員生活も経験すると、「何
か本質的なことは成し遂げたのか？」と神様が耳もとで囁

く。 Publish or perish！これで突き進むと、いつの間にか
Publish and perish！となるのではないか？ 30代にして

「不都合な真実」の一端を理解したように思った。以後、衆
目の集まる問題は選ばず、自らが大問題と納得するものを追
う。結局、短い理論式（Jørgensen-Kawabe 式）に行き
着いた。 4 f 電子の量子論が希土類元素化合物間の反応の熱
力学量に現れることを記述する。この式とは20年以上付き合
うが、裏切りがないのが嬉しい。定年退職も人生の一区切り。

「神様の囁き」に答えるべく、今後も考え続ける所存です。

　名古屋大学には、博士課程を終えて工学部助手として採用
されて以来、教員として通算36年間、学生時代を含めると45
年間お世話になりました。この間、一貫して高信頼ソフト
ウェアの開発技法に関する研究に携わりました。ソフトウェ
アの形式的仕様記述法、検証法、自動生成法などの理論研究
を中心に自由気儘に研究させていただいたことは研究者とし
て大変幸せでした。この分野に導いて下さった恩師、一緒に
研究して頂いた才能豊かな同僚の先生方に感謝いたします。
　学生の成長を見ることが大学の教員にとって大きな喜びで
あることは間違いありません。輪講、研究セミナー、学会発
表、卒業研究、修論研究を通じて逞しく成長して、毎年 3 月
に晴れやかな顔で巣立っていく学生を見送り、 4 月になると
フレッシュな学生を迎えるというサイクルが教員としてのエ

ネルギーの元だったように思います。そんな喜びとエネル
ギーを与えてくれた学生諸君に感謝したいと思います。
　このように名古屋大学で長きに渡って楽しく情報分野での
教育と研究に携わり、充実した教員生活を送ることができた
のは、情報分野の目覚ましい発展の歴史の中にいたという偶
然と素晴らしい恩師、同僚、学生に恵まれたお陰です。そし
て、そのような環境を提供頂いた名古屋大学に深く感謝いた
します。大学を取り巻く環境はますます厳しくなっていくと
思いますが、それを乗り越えて名古屋大学がさらに発展して
いくことを祈っております。

最近思うこと

田中　利治　　大学院生命農学研究科

何か本質的なことは成し遂げたのか？

川邊　岩夫　　大学院環境学研究科

退職にあたって

坂部　俊樹　　大学院情報科学研究科
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　名古屋大学には昭和61年からこの 3 月まで29年間在職した
ことになります。赴任当時は、こんなに長くお世話になると
は思いもしませんでした。名古屋大学に来る前は豊橋技術科
学大学に 5 年間おりました。もともと、生まれ・育ちが東北
の仙台ですので、いつかは東北地方にもどるのかと思ってい
たのが、いつのまにか名古屋に定着してしまったというのが
本当のところです。
　学生時代から一貫してアルゴリズムの研究に従事していま
すが、名古屋大学での研究と教育もアルゴリズムまたはその
周辺分野に関するものだったのは幸いでした。好きなことを
仕事にできる幸せを堪能させてもらいました。名古屋大学で
は最初は工学部（工学研究科）、そして情報科学研究科と所
属は変わりました。その間、大学院重点化、大綱化、法人化

と大学内では組織改変が相次ぎました。また、短期的な研究
成果が求められるようになり、長期的な視野に立って基礎研
究を黙々と続けるということが許されない状況になってきた
ように感じますが、そのようなときでも研究に専念できる環
境づくりを心掛けることができたのは、研究室のスタッフ・
学生の皆さんの協力があったからです。
　このようにして無事に定年退職を迎えることができたこと
に感謝いたします。また、教室の先生方、事務室の皆さんの
温かいご厚情に感謝いたします。

　2001年に環境医学研究所教授に赴任し、あっという間に14
年が過ぎた。1975年名古屋第二日赤病院で研修医を初めては
や40年である。当初は将来研究畑を歩き教授で定年を迎える
とは想像すらしなかった。漠然と神経内科を希望し、第二日
赤を研修先に選んだことが私にとって最初の幸運であった。
そこで神経内科の奥深さ、面白さを教えられ、将来は神経内
科の臨床医として働くつもりであった。それが狂ったのは、
第一内科帰局初日に、免疫をやるようにとのお達しを受けた
ことによる。参考書を片手に実験を開始したものの、毎年の
研究会でさんざんにたたかれ、専門家のもとでのトレーニン
グの必要性を思い知らされ留学を決意し、1983年にペンシル
バニア大学神経内科へ留学した。当時のペン大は神経免疫学
の専門家がとても友好的に共同研究をしており、駆け出しの

私もその輪に入れてもらうことができた。ここで始めたのが
神経系の細胞培養を用いて、神経の側から免疫系を見る研究
で、これがその後のライフワークとなっている。1987年に帰
国後、藤田保健衛生大、奈良県立医科大でも神経内科臨床の
傍らグリア細胞の研究を継続することができた。環境医学研
究所に赴任後は、病態でのグリア細胞の役割、神経変性疾患
における免疫性機序の研究を続け、治療薬の候補の作成にも
成功した。充実した満足の定年であり、同僚諸氏に感謝して
いる。

　名古屋大学には学生時代から長年お世話になりました。大
学院生の時に始めた「大脳皮質視覚野の経験依存的な発達の
神経機構」に関する神経生理学的研究を最後まで続けました。
この間、研究技術は大きく進歩し、当初では考えられないよ
うな解析が可能となりました。科学研究費の予算も大幅に増
え、時間を掛けて装置を自作し、それから実験を開始するこ
とは少なくなり、必要な装置を購入してすぐに実験に取り
掛かかれるようになりました。このため研究の手段が増え、
様々な試みができるようになりました。最後に勤務した環境
医学研究所では、ほとんどの時間を研究に使え、大変ありが
たいことでした。しかし、取り組んだ研究は予想以上に難し
く、目標の一部しか達成できず、心残りの退職となりました。
　大学で行われる研究は基礎的なものから応用的なものまで

広範囲に亘りますが、近年すぐ役立つ成果を求める傾向が強
いと感じます。知的好奇心だけに基づく研究は、将来の実生
活に役立つかどうかは分かりませんが、我々の思考に影響を
及ぼす知識を提供し、文化の発展に寄与する可能性がありま
す。そのような研究は大学でしかできないので、日本の有数
な研究大学である名古屋大学では盛んに行われることを願っ
ています。

退職に際して

平田　富夫　　大学院情報科学研究科

定年を迎えて

錫村　明生　　環境医学研究所

定年退職に際して

小松　由紀夫　　環境医学研究所
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　1968年 4 月に本学に入学してから、早いもので45年余の月
日が流れてしまいました。このような長期間にわたって本学
にお世話になろうとは思いもよりませんでしたが、井の中の
蛙にならないように自戒し、積極的に外国滞在を繰り返し、
電子顕微鏡学研究の世界の息吹をつかまえようと努力をして
きました。
　拙い私でありますが、世界の多くの研究者と交流させてい
ただき、それを刺激に様々な研究をすることができました。
また、本学の電子顕微鏡学研究のこれまでの蓄積と歴史が私
を後押ししてくれたことも忘れられないことです。
　教育者の仕事としては工学部応用物理学科で「原子物理学」
や「電磁気学」の講義を担当しました。熱意ある学生も多く、
授業も十分やりがいがあったことに大変感謝しています。研

究室も優秀なスタッフ、院生と学生に恵まれ、多くの論文を
ものにすることができました。唯一心残りは、装置開発も含
めハードルが高いこの研究領域で、十分な数の博士学生を養
成しえなかったことです。この博士課程振興は我が国の学術
の懸案ながら、まだまだうわべだけの対策になっている気が
してなりません。多国籍国家ながらも米国の大学院の隆盛を
間近に見てきたものとして、それを痛感しています。
　この東山キャンパスは、極めて恵まれた教育・研究環境だ
と思われます。その中に拙い私を居させてくださった皆様に
改めて感謝申し上げるとともに、皆様の今後のご活躍とご発
展をお祈りして、退職のことばとさせていただきます。あり
がとうございました。

　私は、1978年に大阪大学で博士課程を修了し、東北大学、
科学技術振興機構に勤めた後1995年に設置されたばかりの理
工科学総合研究センターに赴任致しました。それから丁度20
年、名古屋大学で教育 ･ 研究に従事させていただきました。
主分野は電子顕微鏡学で、装置や手法の開発に携わって来ま
した。有難いことに、本学では学生の教育とともに、自由に
研究することが許され、いろいろなプロジェクトで楽しく研
究をさせて頂くことが出来ました。
　振り返ってみると私の人生は「たまたま」ばかりでした。
大学も「たまたま」大阪に住んでいたから。大学院に進んで
電子顕微鏡と出会ったのも私の所属していた研究室に「たま
たま」電子顕微鏡学の大家、橋本初次郎先生が転任してこら
れたからでした。東北大学に就職できたのも「たまたま」で

した。科学技術振興機構には、その前年の学会懇親会で「た
またま」外村　彰先生とお話しする機会があり誘われました。
本学に赴任できたのも、「たまたま」新センターが出来たか
らでした。その後の研究においても、ずっと「たまたま」続
きでした。飛び抜けた能力も持たない私が40年近い研究生活
を右往左往しながらも何とか送ってこられたのも、名古屋大
学が「たまたま」自由な研究を許して下さる気風であったか
らだと思います。ここに感謝の意を表し、大学のさらなる発
展を祈念して退職のご挨拶と致します。

　1979年11月に名古屋大学を離れ、ナイジェリアの国際熱帯
農業研究所、日本の農林水産省農業研究機関や独立行政法人
で研究し､ 2005年 4 月、26年ぶりに名古屋大学に戻りました。
農学は実学で、農業生産を高めるために行う研究であること
を在学中に学び、根粒菌研究のスタートがアフリカであった
ので、今でも農学は現場で通用する技術開発のための研究だ
と思っています。フィールド研究とはやや異なる観点です
が、現場への裨益ということから見れば共通しています。農
学国際協力を途上国の現場の問題を解決するために農学を結
集して取り組み、その中で国内外の若い人材を育成していく
ことと考え進めてきましたが、現地を知れば知るほど、農学
だけに限らず､ 地学、地理学、GIS、文化人類学など学際研
究でなければ解決できないことが分かってきました。一人で

はできません。人と協力して初めてできることです。
　これまで、アフリカでもアジアでも南米でも､ もちろん日
本の北から南まで多くの優れた人との出会いがありました。
出会いがあればあるほど、現場の問題解決のために、みんな
で力を合わせよう､ そのためにはどういう仕組みがいいのか
を考えるようになりました。研究室に留まっていない現場に
立った研究が今も今後も重要で必要です。農学国際教育協力
研究センターは我が国の拠点としてそれを牽引していくこと
ができるセンターです。続く者に引き継いでさらに進めても
らいたいと思っています。

定年退職を迎えて

田中　信夫　　エコトピア科学研究所

「たまたま」だらけの研究者人生

丹司　敬義　　エコトピア科学研究所

人との出会い、農業の現場へ

浅沼　修一　　農学国際教育協力研究センター
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　私は2015年 3 月末をもって名古屋大学を定年退職します。
名古屋大学在職中に関係の皆様から寄せられたご厚情に対
し、心よりお礼申し上げます。私は名古屋大学において、二
つの部局でお世話になりました。医学部（医学系研究科）と
教育学部（教育発達科学研究科）です。私は医学部を卒業
後、精神医学教室で、一般精神医学と児童精神医学のトレー
ニングを受けました。その間10年近く、いくつかの公的精神
病院に勤務し、精神医療の実際を経験しました。それから、
精神医学教室の助手を 4 年間務めたのち、教育学部に移りま
した。教育学部では、臨床心理士を目指す院生の臨床トレー
ニングや、児童精神医学の教育、研究に従事しました。この
ような任務については、自分なりに力を入れ、それなりの成
果を挙げてきたと思っています。私が名古屋大学に在職中、

もっとも思い出深いのは、学内共同教育研究施設として、発
達心理精神科学教育研究センターの設立に関与したことであ
ります。このセンターは児童精神医学、臨床心理学、発達心
理学等からなる学際的なセンターであり、子どもの心理、発
達的問題に学際的に取り組もうとしたもので、これまでにな
い画期的なセンターです。このセンターは2015年 4 月から、
心の発達支援研究実践センターとして組織替えが行われます
が、設立の時の理念を生かして、さらに発展することを期待
しています。

　名古屋大学には 7 年間在籍しました。1998年から2003年ま
でと2013年から2015年です。10年ぶりに戻ってきた時、大学
内には新しい建物が何棟も増え、交通も便利になり、学内の
テンポは格段と速くなっていることに驚かされました。発信
する成果も多くなり、以前にもまして存在感のある大学に
なっているように感じられました。しかしその一方で、学生
相談の現場には、そういう流れに乗れない学生たちが訪れて
来るのも事実です。彼らにとっては、大学が輝くほど周りか
ら期待される到達点が高くなり、期待に合わせなければいけ
ないという自分自身の思いも強くなり、ついていけない自分
に価値を見出すことが難しいのだと思います。あるいは、過
酷なほどの努力で過剰に期待に合わせ、自分を見失ったり、
疲弊してしまう場合もあります。

　後半の 2 年間は学生相談総合センターの専任相談員とし
て、日々、このような学生たちと対話してきました。光と影
の狭間で私にできることは、光に幻惑された心を癒し、明る
すぎて見えなくなっているその人の中にある何かを、一緒に
探していくことだと思っています。200人近い学生と出会い、
一人一人の心の旅に伴走できたことは、私にとって何よりの
宝です。垣間見せてくれたそれぞれの内的な世界は、決して
忘れることはないでしょう。
　学生の皆さんと、私を支えてくださった教職員の方々に、
心からの御礼を申し上げます。

　私は、大学院で学位を取った後、旧科学技術庁・航空宇宙
技術研究所（NAL）に入所し、先進複合材料、特に炭素繊
維強化プラスチック（CFRP）の研究に携わってきました。
NAL が宇宙航空研究開発機構（JAXA）に統合され、その
基礎研究・航空部門の管理者を務めた後、最後の 3 年間、再
び研究開発及び教育に注力すべく、本学に着任いたしまし
た。研究開発独立行政法人と大学には、やはり目的意識・研
究開発の進め方 / 周辺条件など、相当の差がありまして、甲
乙は付け難いところがありますが、その差を感じつつ過ごし
た 3 年間でした。
　私の名大における主任務は、ナショナルコンポジットセン
ター（NCC）の立上げと、それを基盤とする国プロの運営
を軌道に乗せる事でした。立ち上げは、何とかできたかと思

いますが、運営の方は、またまだ苦労の連続ではありますが、
やっと形になってきた、というのが率直な感想です。自動車
に適用する CFRP の開発が中心で、航空関係の CFRP プロ
ジェクトが後手になっているのは寂しいですが、これからの
改善に向けて努力する所存です。名大で感心したのは、ノー
ベル賞受賞者の輩出で証明されたような、自由な学風と、基
礎の尊重です。研究法人や今の NCC では出口の追及が重視
され、それは仕方ないのですが、最後に本学の気風に触れな
がら、仕事ができたことは大きな収穫でした。まだ暫くキャ
ンパスにはおりますので、よろしくお願い致します。

名古屋大学を去るにあたって

本城　秀次　　発達心理精神科学教育研究センター

光と影の狭間で出会ったもの

安田　道子　　発達心理精神科学教育研究センター

研究開発生活の最後に名古屋大学に在職して

石川　隆司　　ナショナルコンポジットセンター



31NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.262

定年退職される教授のことば

　2001年 1 月 1 日付で大気水圏科学研究所に赴任し、2001年
4 月 1 日から改組されて地球水循環研究センターとなった研
究施設で研究を続け、足掛け15年間になりました。多くの大
学院学生と一緒に研究ができ、大学を巣立った学生達が社会
で活躍する姿を見て、名古屋大学での15年は楽しいものでし
た、皆さんに感謝いたします。この間に、大学が法人化され、
地球水循環研究センターは全国の共同利用・共同研究拠点と
して認定され、中期目標・中期計画の第 3 期目を迎えようと
しています。私たちの研究分野である、災害をもたらすよう
な激しい気象現象の研究に関しては、中国・韓国・台湾の主
要大学の「追いつけ追い越せ」の目標にされてきた気がしま
す。観測・解析・数値実験の全てにおいて、日本企業の機器
製造力と研究者の数値モデル開発技術のレベルの高さに助け

られて、アジアでの先端研究で主導的な役割を果たしながら
共同研究を進めることができました。しかし、東アジアの主
要大学は大学としてのレベルアップに熱心で、規模では名古
屋大学を凌駕し、種々の分野で名古屋大学を追い越そうとし
ています。これらの大学と切磋琢磨し、世界的にもリードし
ていくためには、先導的な研究部門を集中的に発展させる戦
略が必要だと思います。名古屋大学の百周年記念の時に、名
古屋大学独特の魅力をアピールできるようになっていること
を期待しています。

　私は、名古屋大学に1980年に赴任しました。広島出身です
が、この地で人生の半分以上を過ごしたことになります。総
合保健体育科学センター（略称：保体センター、体育科学部
と保健科学部で構成）として初めての女性教員でしたが、残
念ながら退職まで体育科学部の女性教員は増えませんでし
た。これまで、社会福祉関連職員を対象に、労働環境・条件
や身体負担の特徴と関連させながら体力の意義や必要体力に
ついて研究を続けてこられたのは、両科学部の同僚や職員か
らの温かい支援があったお陰だと思っています。
　教育・研究以外に、忘れられないことが 2 つあります。一
つは、1986年の男女雇用均等法の施行で、私自身それまでよ
り気持ちとして働きやすくなったと感じました。もう一つ
は、教養部廃止後、教養教育院統括部兼任となって保体セン

ターの教務委員長として会議に参加したことです。度重なる
夜遅くの会議でのやり取りはエネルギー溢れるものでした
が、一方で「健康・スポーツ科学」にとって厳しい状況にも
直面しました。他の委員の先生方により理解を深めてもらう
ため、健康・スポーツ科学授業の意義・必要性を20分ほど話
す機会が得られましたが、正直、当時は大きな波に飲み込ま
れるのではという不安を感じながらのものでした。
　私の退職と同時に、体育科学部に若い女性教員が 2 人赴任
します。これからも名古屋大学と総合保健体育科学センター
の益々の発展をお祈りします。

21世紀から名古屋大学に着任して15年

上田　博　　地球水循環研究センター

退職にあたって

島岡　みどり　　総合保健体育科学センター



記事 月日 新聞等名

1 赤﨑 勇本学特別教授と天野 浩工学研究科教授に実験の機材を貸し出すなど赤﨑研究室を支えた元豊田中央研究所
橋本雅文氏本学卒業生をねぎらう会が開かれた

 1.16（金） 中日（朝刊）

2 小野耕二法学研究科教授が愛知県知事選挙について語る  1.16（金）
 2. 2（月）

朝日（朝刊）
朝日（朝刊）

3 朝日カルチャーセンター名古屋2015冬学期新講座：「ギリシャ悲劇 読んで語って味わおう」 玉垣あゆ本学非常勤講師  1.16（金） 朝日（朝刊）

4 からだ 臨床の現場から①：継承されるべき診察技術 藤田保健衛生大学名誉教授山本紘子氏本学卒業生  1.16（金） 読売

5 紙つぶて：社会的企業とは 日本総研主任研究員渡辺珠子氏国際開発研究科修了  1.16（金） 中日（夕刊）

6 廣井 悠減災連携研究センター准教授は南海トラフ巨大地震が発生すると、千葉から鹿児島までの22都府県で計約
270件の津波火災が起きる可能性があるとの予想をまとめた

 1.16（金）
 1.20（火）

毎日（夕刊）
日経（朝刊）
中日（朝刊）

7 スキャナー：阪神大震災20年 自治体間の応援 定着 阪本真由美減災連携研究センター特任准教授は「被災時に支
援を受け入れる『受援計画』の策定などはまだ不十分」と指摘

 1.17（土） 読売

8 20年 約束 避難所であった女性たちへ 授業で「防災」 近藤ひろ子減災連携研究センター技術補佐員  1.17（土） 毎日（朝刊）

9 池内 了本学名誉教授が東京大学情報理工学系研究科が軍事用と民生用のどちらにも利用可能な「デュアルユース技
術」を研究できるようにガイドラインを改定したことについて「大学全体が軍事研究にのみこまれていく危険性が
あり、ほかの大学にも波及することが懸念される」と語る

 1.17（土） 中日（朝刊）

10 文部科学省が2015年度の法科大学院52校に配分する補助金の増減比率を公表し、本学は95% であった  1.17（土）

 1.19（月）

日経（朝刊）
他3社
朝日（夕刊）

11 2015年度大学入試センター試験が実施され、本学の試験会場の様子が取り上げられる  1.17（土）
 1.18（日）

中日（夕刊）
毎日（朝刊）
他3社

12 でら日本一東海：地元愛 進学も 就職も 濵口総長の昨年の入学式の式辞「さあ、大学に入ったら、重い錨を揚げよ
う。安全な港から船をこぎ出そう」が取り上げられる

 1.18（日） 朝日（朝刊）

13 武村雅之減災連携研究センター寄附研究部門教授がコーディネーターを務め幸田町で「三河地震被災70年を迎え
て」をテーマに地震勉強会が開かれた

 1.18（日） 読売

14 本学がモンゴルの知的障害児らに対する特別支援教育のサポートに乗り出すと報じられる  1.19（月） 中日（朝刊）

15 豊川海軍工廠跡地で現在太陽地球環境研究所豊川分室の土地の一部を豊川市が購入し平和公園を整備する方針で
18年度開園を目指すと報じられる

 1.19（月） 読売

16 キラリ 研究開発：第160回・酸と塩基でつくる高機能触媒研究開発（中編） 石原一彰工学研究科教授  1.19（月） 日刊工業

17 ただ今就活中：内定した先輩がサポーターに 本学就職支援室で内定者を囲む座談会を開いたところ200人近くが集
まった

 1.20（火） 中日（朝刊）

18 いまドキツ！大学生：工学の魅力 社会に発信 宇治原 徹グリーンモビリティ連携研究センター教授がグループリー
ダーを務めるデザイン思考を取り入れた「共感工学ラボ」が取り上げられる

 1.20（火） 中日（朝刊）

19 博物館コンサート「フラメンココンサート」開催：24日  1.20（火） 中日（朝刊）

20 鬼頭浩史医学系研究科准教授は市販の乗り物酔い薬「メクロジン」が伸長の伸びにくい軟骨無形成症に効くことを
突き止め、早ければ2015年度にも臨床試験を始められる見通し

 1.20（火） 中日（夕刊）

21 第29回博物館企画展「野外観察園のボタニカルアート」開催：2014年12月13日～2015年１月31日  1.21（水） 朝日（夕刊）

22 日比野高士環境学研究科教授の研究グループは名古屋工業大学と共同で自動車用蓄電デバイスであるキャパシター
の高温作動に成功

 1.22（木） 日刊工業

23 中村光廣エコトピア科学研究所教授のグループは素粒子「ミュー粒子」を利用した解析で、東京電力福島第一原子
力発電所事故でメルトダウンした２号機内部の核燃料の状況を調査し、来月にも結果を取りまとめる

 1.22（木） 中日（朝刊）

24 静岡県は天野 浩工学研究科教授に静岡県民栄誉賞を贈った  1.22（木） 読売

25 解：ノーベル賞だけが偉い？ 赤﨑 勇本学特別教授、天野 浩工学研究科教授がノーベル物理学賞を受賞したことが
取り上げられる

 1.22（木） 読売

26 「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京2015」開催：3月１日 天野 浩工学研究科教授が講演  1.22（木） 読売

27 生命農学研究科長に川北一人同教授、情報科学研究科長に安田孝美同教授を選出  1.22（木） 中日（朝刊）

28 読売新聞講座「読売新聞と海外報道」開催：21日 読売新聞東京本社編集局次長が留学生らに英語で講義  1.22（木） 読売

29 石原一彰工学研究科教授の研究グループは複雑な構造のアミノ酸を安価で確実につくり出す方法を開発  1.23（金） 中日（朝刊）
日刊工業

30 赤﨑 勇本学特別教授、天野 浩工学研究科教授のノーベル物理学賞受賞についてノーベル化学賞を2000年に受賞し
た筑波大学名誉教授白川英樹氏は「世界の人の役に立った研究をたたえるというノーベル賞の趣旨にふさわしいも
のだったと思う」と語る

 1.23（金） 毎日（夕刊）

31 注目 !：レーザー技術を研究・沓名宗春元本学教授 軽量素材 加工容易に  1.25（日） 朝日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

32 検証 名古屋の常識：出身高校が気になる 人となり知る便利な指標 名古屋テレビのプロデューサーが「名大、南山
大出身者は社内に多いので、高校も一緒と聞くと親しみが増します」と語る

 1.25（日） 朝日（朝刊）

33 赤﨑 勇本学特別教授、天野 浩工学研究科教授に贈られる名古屋市学術表彰の表彰状のデザインと記念品を名古屋
市が発表

 1.26（月）
 1.27（火）

中日（夕刊）
読売 
他２社

34 伊丹健一郎トランスフォーマティブ生命分子研究所教授や山口潤一郎理学研究科准教授らのグループは置換ベンゼ
ンを意のままにつくる新しい化学合成法を開発

 1.27（火）
 2. 5（木）
 2.10（火）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）
日経（朝刊）

35 論文 高校で基礎固め 上出洋介本学名誉教授は「コピペ（引き写し）しちゃいけないのは常識。だが、所属する研
究グループが異なる常識を持っていたらどうなるか」と愛知県立旭丘高等学校で行われた特別講座で注意を呼びか
けた

 1.27（火） 朝日（夕刊）

36 情報文化学部長に黒田達朗同教授を選出  1.29（木） 中日（朝刊）

37 アジアものづくりサミット：２月16、17日 ２日目に濵口総長が特別講演、１日目にトヨタ自動車株式会社代表取
締役会長内山田竹志氏本学卒業生が基調講演を行う

 1.29（木）

 1.31（土）

日経（朝刊）
中日（夕刊）
日経（夕刊）
中日（夕刊）

38 ラクオリア創薬：新薬の開発に取り組む創薬ベンチャー 名古屋大学内に研究拠点を構築  1.30（金） 日経（朝刊）

39 探訪先端研究：マイクロデバイス 芝浦工業大学工学部准教授山西陽子氏が本学在籍時に微細な気泡を利用して試薬
などを細胞内に送り込む技術「マイクロバブルインジェクションメス」を2012年に開発

 1.30（金） 日刊工業

40 ノーベル物理学賞受賞記念式典開催：30日 赤﨑 勇本学特別教授は「この度の栄誉をみなさんと分かち合いたい」
と語り、天野 浩工学研究科教授は「新しい産業を起こすこと、夢を持った若い人たちを応援することをこれから
やっていく」と語る

 1.30（金）
 1.31（土）

中日（夕刊）
日経（朝刊）
他４社

41 青色 LED 量産化に貢献 特許作成など赤﨑 勇本学特別教授を陰で支えた元豊田中央研究所橋本雅文氏本学卒業生  1.31（土） 日経（朝刊）

42 本学の出願 中間状況：前期の出願が1444人に上り、倍率は0.8倍と、前年より出足が早かった  1.31（土） 毎日（朝刊）
中日（朝刊）

43 平成26年度第４回地球教室－フィールドセミナー鉱物をさがそう！開催：２月21、22日  1.31（土） 朝日（朝刊）

44 名古屋大学フェア in バンコク2015開催：１月31日 益川敏英本学特別教授と天野 浩本学工学研究科教授が講演と
座談会に臨んだ

 2. 1（日） 中日（朝刊）
他２社

45 もっと教えて！ ドラえもん あかりって進化してきたんだね 赤﨑 勇本学特別教授がノーベル博物館に贈った青色
LED の発光装置が取り上げられる

 2. 1（日） 朝日（朝刊）

46 病院の実力：前立腺がん 後藤百万医学系研究科教授が治療法を解説  2. 1（日） 読売

47 日本文化研究会イベント～ハンセン病ドキュメンタリー映画『風の舞』上映会 & 講演～開催：１月31日 本学で行
われた

 2. 1（日） 中日（朝刊）

48 ドクター井口のほのぼのクリニック：勝手に変質し広がる噂 愛知淑徳大学教授井口昭久氏元本学教授  2. 1（日） 毎日（朝刊）

49 備える3.11から 第110回想定シリーズ⑪液状化：野田利弘減災連携研究センター教授が解説  2. 2（月） 中日（朝刊）

50 小野耕二法学研究科教授が愛知県知事大村秀章氏の２期目の課題などについて語る  2. 2（月） 毎日（夕刊）

51 平成26年度「赤﨑賞」：岡本佳比古工学研究科准教授 赤﨑 勇本学特別教授が「壁に当たった時、好きなことなら
ば続けられる」とアドバイスを送った

 2. 3（火） 中日（朝刊）
毎日（朝刊）

52 健康・省エネシンポジウム in あいち開催：１月31日 本学で行われた  2. 3（火） 中日（朝刊）

53 第45回げんさいカフェ開催：４日 新井伸夫減災連携研究センター特任教授が「微気圧振動で地震・津波の何がわ
かるのか」をテーマに講演

 2. 3（火） 中日（朝刊）

54 医人伝：「見え方の質」を追究 眼科三宅病院理事長三宅謙作氏本学卒業生  2. 3（火） 中日（朝刊）

55 中日新聞「リンクト」：HUMAN’S EYE 従来の幸せの価値観に囚われていませんか？ 松尾清一医学系研究科教授  2. 4（水） 中日（朝刊）

56 名古屋市博物館は三鬼清一郎本学名誉教授など8人の研究者と同館の学芸員による文書集の編集会議を設置し、約
7000通に及ぶ豊臣秀吉の文書を網羅する「豊臣秀吉文書集」の刊行を開始

 2. 4（水） 読売

57 時のおもり：トモダチ作戦の後遺症 池内 了本学名誉教授  2. 4（水） 中日（朝刊）

58 本学や三重大学、順天堂大学などのチームはパーキンソン病のうち、遺伝によって起きるタイプの原因となる遺伝
子を突き止めたと発表

 2. 5（木） 中日（朝刊）

59 若手の研究環境 改善急げ 次期科学技術基本計画に向け提言相次ぐ 野依良治本学特別教授が主査を務める文部科
学省の科学技術・学術審議会総合政策特別委員会がベテラン研究者への年俸制導入や任期付き雇用への転換を盛り
込んだ提言をまとめた

 2. 5（木） 朝日（朝刊）

60 本学は一般入試の出願を締め切り、前期で1728人の募集に対し、4913人が志願し、倍率は2.8倍となった  2. 5（木） 毎日（朝刊）
中日（朝刊）

61 3年前に任命された福和伸夫減災連携研究センター教授に続き、廣井 悠同准教授、田代 喬同寄附研究部門准教授
が愛知県警の「災害対策アドバイザー」に任命された

 2. 6（金） 朝日（朝刊）

33NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.262

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成27年１月16日～２月15日］



開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

12月９日（火）～４月11日（土）
場　　所：博物館3階ミュージアムサロン
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
　　　　　（４月5日特別開館）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第20回博物館特別展 
「2014年ノーベル物理学賞 青色 LED の開発研究」

2月９日（月）～3月25日（水）、 
４月1日（水）～6月25日（木）
場　　所：博物館野外観察セミナーハウス
　　　　　２階
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：土・日・祝日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館野外観察園セミナーハウス 
サテライト展示

「写真展－博物館友の会写真サークル」（2/9～3/25）
「名大の野鳥」（4/1～6/25）

記事 月日 新聞等名

62 忍久保 洋工学研究科教授、廣戸 聡同助教などのグループは大きなねじれ角を持つらせん型共役化合物の合成に成
功

 2. 6（金） 科学新聞

63 山岡耕春環境学研究科教授は6日に起きた徳島南部を震源とする震度5強の地震について「南海地震との直接の関
連は薄いと考えられる」と語る

 2. 6（金） 中日（夕刊）

64 2015年 第62回応用物理学会春季学術講演会開催：3月13日 赤﨑 勇本学特別教授、天野 浩工学研究科教授が講演  2. 6（金）
 2.12（木）

日経（朝刊）
毎日（朝刊）

65 特集：イネの未来と遺伝子組み換え技術 本学で生まれた新米について 芦苅基行生物機能開発利用研究センター教授  2. 7（土） 中日（朝刊）

66 環境省中央環境審議会委員に髙村ゆかり環境学研究科教授が選ばれた  2. 8（日） 日経（朝刊）

67 天野 浩工学研究科教授がインターネットを利用した確定申告書作成の模擬体験を行った  2.10（火） 中日（朝刊）
他４社

68 のよりサロン：「我に師あり」 対話力上げる訓練を 野依良治本学特別教授が本学学生と議論を交わす  2.10（火） 中日（朝刊）

69 経済団体連合会会長榊原定征氏本学卒業生がタイのプラユット暫定首相と面会  2.10（火） 日刊工業

70 山本朗仁医学系研究科准教授などのグループは間葉系幹細胞由来の新規神経再生因子の同定に成功  2.11（水） 中日（朝刊）

71 赤﨑 勇本学特別教授が下村博文文部科学相を訪問し天野 浩工学研究科教授が進めるパワー半導体研究について
「共通するところも多く協調していきたい」と語る

 2.11（水） 中日（朝刊）
他3社

72 中部知財フォーラム2014開催：10日 天野 浩工学研究科教授が講演  2.11（水） 中日（朝刊）

73 そこが聞きたい「はやぶさ２ 探査の意義」：インタビュー 渡邊誠一郎環境学研究科教授  2.11（水） 毎日（朝刊）

74 第12回国際照明総合展開催：3月3日 天野 浩工学研究科教授が講演  2.12（木） 日経（朝刊）

75 藤吉好則創薬科学研究科教授と大阪大学は食中毒を引き起こすウェルッシュ菌の毒素と受容体の複合体構造を解明  2.13（金） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

76 考／論：他者への寛容呼びかけ 小野耕二法学研究科教授が元ドイツ大統領ワイツゼッカー氏について語る  2.13（金） 朝日（朝刊）

77 中部ひと模様：あいち小児保健医療総合センター内科部長伊藤浩明氏本学卒業生  2.14（土） 日経（夕刊）

78 飛躍セントレア10年㊤：天野 浩工学研究科教授はセントレアについて「羽田、成田経由ではなく、目的地に直接
つながる便がもっと増えてほしい」と語る

 2.15（日） 読売

79 日本経済研究センター2014年度研究奨励金：安達貴教経済学研究科准教授、荒渡 良同准教授  2.15（日） 日経（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

2月13日（金）～5月29日（金）
場　　所：附属図書館医学部分館
　　　　　２階入口ホール
時　　間：9：00～20：00（平日）
　　　　　（3/23～31は9：00～17：00）、
　　　　　13：00～17：00（土曜日）
休 館 日：日・祝日、3月21日、28日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館医学部分館　052-744-2505

附属図書館医学部分館ミニ展示会 
「建物に見る病院と医学校の歴史」

内　　容： 広く日本と西洋における病院と医学校の歴史を建物から振り返
り、絵画、図面、写真等、医学部史料室に所蔵する史料を展示
公開する

2月17日（火）～5月９日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
　　　　　（４月5日特別開館）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第30回博物館企画展「めだかの学校 
－メダカ先生（山本時男）と名古屋大学のメダカ研究－」

［関連特別講演会］
場　　所：博物館3階講義室
時　　間：13：30～15：00
講演題目：「宇宙を旅した日本のメダカ」（3/25）
講 演 者：井尻憲一氏（東京大学名誉教授）
講演題目：「メダカはわが友－それは山本時男研究室から始まった」（4/4）
講 演 者：岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）
講演題目：「山本時男先生の思い出とメダカ研究」（4/25）
講 演 者：鬼武一夫氏（東北文教大学長）
参 加 費：無料

2月26日（木）～3月18日（水）
場　　所：中央図書館２階ビブリオサロン
時　　間：9：00～17：00
対　　象：一般
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館　052-789-3678

附属図書館2015年春季特別展 
（地域貢献特別支援事業成果報告） 
「西高木家陣屋と高木家文書 

－西高木家陣屋跡国史跡指定記念」
内　　容： 国史跡に指定された附属図書館が所蔵する高木家文書を伝えた

西高木家の陣屋跡を通じて西高木家陣屋の歴史的変遷を紹介
する

3月10日（火）～28日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館スポット展示 
「海藻コレクション 

－津波にさらわれた8万点の標本」
［ワークショップ「海藻絵ハガキを作ろう！」］（3/28）

場　　所：博物館3階講義室
時　　間：10：30～12：15、14：00～15：45
定　　員：各20名
対　　象：小学生以上、一般
参 加 費：50円（保険料）

3月19日（木）
場　　所： 環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：13：00～17：00
対　　象：科学者、研究者、民間部門、
　　　　　行政機関、一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
環境学研究科　
特任助教　笠原塩見　052-747-6548

環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター 
公開シンポジウム 

「アジアにおける環境的に持続可能な交通（EST）」
講演題目：「アジア EST 地域フォーラムの成果」、
　　　　　「バンコク2020宣言を越えて」
内　　容：講演、パネルディスカッション
　　　　　（使用言語は英語で日本語同時通訳あり）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

3月21日（土）
場　　所： 西尾市岩瀬文庫地階研修ホール

（西尾市亀沢町）
時　　間：13：00～16：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
助教　伊藤信博　052-789-5282

国際言語文化研究科教育・研究プロジェクト研究集会 
「絵ものがたりにおける宗教と擬人化」

講演題目：「『絵ものがたり研究会』について」
講 演 者：伊藤信博（国際言語文化研究科助教）
講演題目：「御伽草子に見る動物への転生」
講 演 者：樋口千紘（文学研究科大学院生）
講演題目：「絵ものがたりと歴史叙述」
講 演 者：三好俊徳（文学研究科研究員）
講演題目：「江戸後期における『酒餅論』の系譜」
講 演 者：畑　有紀（国際言語文化研究科大学院生）

3月21日（土）
場　　所：減災館１階減災ホール
時　　間：9：30～17：30
定　　員：100名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
減災連携研究センター　052-789-3468

減災まちづくりシンポジウム（仮題）
講演題目：「災害に強い広域都市圏のあり方（仮題）」
講 演 者：奥野信宏氏（中京大学教授）
内　　容：講演、成果報告、他

3月21日（土）
場　　所： 理学南館１階坂田・平田ホール
時　　間：15：00～17：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

名古屋大学オープンレクチャー2015
講 演 者：浅川晃広（国際開発研究科講師）、石原一彰（工学研究科教授）、
　　　　　岡本正吾（工学研究科助教）、関　隆広（工学研究科教授）、
　　　　　 田嶋聡美（ 工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター 

特任准教授）、
　　　　　中　竜大（素粒子宇宙起源研究機構特任助教）、
　　　　　西川由紀子（国際開発研究科准教授）、
　　　　　山本裕二（総合保健体育科学センター教授）

3月23日（月）、24日（火）
場　　所：全学教育棟北棟４階
　　　　　多目的講義室（406号室）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科　教授　長畑明利
e43479a@cc.nagoya-u.ac.jp

国際シンポジウム 
「American Literature and Culture at the Crossroads  

of Race and Gender」
講 演 者：ユーファン・チョウ氏（マイアミ大学准教授）、他

3月24日（火）
場　　所：IB 電子情報館北棟10階
　　　　　工学研究科創造工学センター
時　　間：10：00～17：00（予定）
定　　員：12名
対　　象：高校生
参 加 費：400円（傷害保険料）

［問い合わせ先］
工学研究科創造工学センター
052-789-3788

工学研究科創造工学センター 
平成26年度第2期高大連携・ものづくり公開講座
テ ー マ：「AVR マイコンで湿度・温度計を作ろう！」
内　　容：電子回路工作（湿度・温度計）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

3月24日（火）
場　　所：中央図書館２階
　　　　　ディスカバリスクエア
時　　間：18：00～19：30
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
附属図書館情報管理課　052-789-3666

附属図書館友の会トークサロン 
「ふみよむゆふべ」第35回

講演題目：「『エミール』の世界－その出版と教育への期待－」
講 演 者：山内芳文氏（東日本国際大学特任教授）

3月29日（日）
場　　所：豊田講堂
時　　間：14：00～15：20

［問い合わせ先］
申込フォーム　http://isplasma.jp/special/

ノーベル物理学賞受賞記念　 
天野浩教授特別講演会
※ 本特別講演会は、ISPlasma2015/IC-PLANTS2015国際会議の一環として

行われるため、講演は英語で行われます。また、専門的な内容を含み 
ます。

４月14日（火）
場　　所：日本経済新聞社名古屋支社3階
　　　　　会議室
時　　間：18：30～20：00
定　　員：100名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

国際経済政策研究センター・キタン会 
第21回名古屋ビジネスセミナー 
講演題目：「タックス・イーターを暴く！」
講 演 者：志賀　櫻氏（弁護士）

5月30日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：14：00～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館コンサート NUMCo「宇宙からのメッセージ 
－フルート、キーボードのアンサンブル－」
演奏曲目：「EARTH」、「星のセレナード」、「月の光」、他
出　　演：杉浦　隆氏（フルート）、木須康一氏（キーボード）
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251号（2014年４月）
経済学部図書室前中庭の桜

254号（2014年7月）
広報プラザ会見場

252号（2014年5月）
エコトピア科学研究所の超高圧電子顕微鏡 
施設

255号（2014年8月）
陸上競技場

253号（2014年6月）
全面改修により白基調の外観となった 
中央図書館

256号（2014年9月）
研究所共同館
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257号（2014年10月）
本学での共同記者会見において握手を交わす
赤﨑特別教授（右）と天野教授（左）

258号（2014年11月）
赤﨑記念研究館

259号（2014年12月）
ナショナルコンポジットセンター大型プレス
形成システム

260号（2015年１月）
ストックホルムコンサートホール で行われた
ノーベル賞授賞式の様子

261号（2015年２月）
教育学部附属中・高等学校交流棟

262号（2015年3月）
医系研究棟3号館
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　今年は第2次世界大戦後70年にあたりますが、それは名
古屋大学（当時は名古屋帝国大学）が空襲をうけてから70
年ということでもあります。そして、70年前のこの3月に
空襲に遭ったのが鶴舞の医学部でした。
　名古屋へのアメリカ軍による本格的な空襲は、1944（昭
和19）年12月から航空機生産工場を目標に始まり、やがて
市街地への無差別爆撃が行われるようになります。
　名古屋への空襲が始まると、名帝大の疎開が検討される
ようになりました。工学部と理学部は、各地への分散疎開
を進めることが方針となりましたが、医学部にはそれがで
きない事情がありました。1つには病院があったからで
す。すなわち、空襲で負傷した市民の治療のため、名帝大
医学部附属医院が疎開するわけにはいきませんでした。ま
たもう1つには、医学部の場合、研究と臨床、あるいは諸
学科の施設を別々の場所に置いては、研究も教育もほとん
どできないという事情がありました。

　名帝大の鶴舞地区への空襲は、3月12日、19日、25日の
3回行われました。12日と19日は、名古屋全体への大空襲
の日でもあります。12日の空襲では、午前1時20分に目測
で500発以上の小型焼夷弾が構内に投下され、落下と同時
に建物の内部は「火の林」のような状況となり、さらに強
風が吹いていたため初期防火は手の施しようがなく、次々
に校舎へ延焼していきました。
　3回の空襲により、校舎は焼失率97％と文字通り全焼、
病院施設も半分を焼失したのです。ただ入院患者は、空襲
警報発令と同時に運動場や鶴舞公園の防空壕に迅速に避難
したため、死傷者は出なかったようです。
　また、3月の大空襲により、市内の多くの救護病院が焼
失したため、医学部附属医院の救護病院としての役割がい
よいよ高まっていきました。多くの患者を受け入れること
はもちろん、行政の要請を受けて救護班が各地へ派遣さ
れ、めざましい働きをしました。

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

名古屋大学基金

１　 空襲前の名帝大医学部。
２　 空襲直後の名帝大医学部。写真中央の図書館

など、コンクリート造りの建物は焼け残って
いる。

3　 空襲被害箇所要図（附属図書館医学部分館医
学部史料室所蔵）。3月12日（史料では13日
と誤記）と19日の空襲で焼失した建物に濃い
色が付いている。25日の空襲は焼夷弾ではな
く爆弾が投下され、建物の窓ガラスに大きな
被害があった。

４　 鶴舞への空襲により被災した医学部の図書
（附属図書館医学部分館医学部史料室所蔵）。

鶴舞の図書館は無事であったが、各教室に置
かれていた図書は大半が焼失した。

5　 名古屋帝国大学医学部附属医院救護病院救護班『空襲ニ因ル外傷患者ノ治療成績：昭和20年3月19日
以降終戦マデ』（附属図書館医学部分館医学部史料室所蔵）。負傷の種類別に分類されている。

１ ２ ４
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