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平成１３年度卒業式が挙行される

　３月２５日、豊田講堂において平成１３年度名古屋大学

卒業式が行われ、松尾総長から学部学生２,２１３名に学士

学位記が、大学院学生には１,５０２名に修士学位記が、２５９

名には博士学位記が、それぞれ授与されました。

　総長からは、大学院学生及び学部学生に対しそれぞ

れはなむけのことばが贈られ、人生の新たなスタート

を切る卒業生たちの激励となりました。

　式典が終了すると、豊田講堂前に詰めかけた後輩た

ちによって、花束の贈呈や胴上げ、記念撮影など、卒

業生はさまざまな形で祝福されていました。

　なお、式典の様子はカメラを通じてシンポジオン

ホール等に実況中継され、保護者の方はスクリーンに

映し出される映像を熱心にみつめていました。

　また、今回はインターネットホームページ上でも式

典のライブ中継が行われました。これは、本学の情報

を積極的に発信するため、「名古屋大学放送局」を設

置しようとの学内の議論を受け、総務部企画広報室が

情報メディア教育研究センターの協力の下に、本格的

なインターネット放送に 向けて実験放送を行ったも

のです。

　式典当日は、学内外から約３００名がホームページにア

クセスし、式典の様子を視聴しました。中継された式

典の動画は、本学のホームページ上に掲載され、現在

でも視聴できます（http://www.nagoya-u.ac.jp）。

▲ホームページ上で配信された映像 ▲準備を行うスタッフ（手前右　後藤メディア教育セン
ター助教授）
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総長の辞（２００２年大学院修了式）

松　尾　　　稔

　名古屋大学は、本日ここに平成１３年度大学院前期課

程修了者１,５０２名に修士学位記を、後期課程修了者２５９

名に博士学位記を授与いたしました。学位記を授与さ

れた皆さんに本学の教職員を代表して心からのお祝い

を申し上げます。私は、常々、大学は国際公共財だと

申しておりますが、これに相応しく、この場には、異

なる国々からの多くの方々が出席されています。

　皆さんは、博士課程において、前期課程、後期課程

を問わず、学習や研究を通して多くの経験を積まれた

に違いありません。昨年の修了式においても同様のこ

とを申しましたが、学問や研究には完璧な頂点とか終

点はありません。すべてが人生における節目、節目と

なる通過点です。通過点ではありますが、そこには、

いくつかの意義深い出発点とも言うべき通過点があり

ます。大学への入学、学位取得修了、さらには就職な

どという通過点は、プロセスとしての人生の中でも紛

れもなく大きな節目でしょう。これらの大きな転換期

を通過するために、皆さんは、自分なりに、目標をか

かげ、志をもって、全力を挙げ努力してこられたもの

と信じます。

　多分、紆余曲折、いろんな苦労があった筈です。私

にも大学院生時代がありましたから、よく分かります。

しかしながら、“新しいものを見つけた”、“モヤモヤ

していた何かが理解できた”、そういう突然、不連続

にやってくる沸き立つような興奮と喜びがあったに違

いない。そして、それらの成果を学位論文にまとめた

達成感と、一種の満足感に浸りつつ、皆さんは、これ

から始まる新しい生活、新しい目標に向けて、青春の

気概に満ちた、溌剌とした気分で、今ここに出席され

ているものと信じます。皆さんの高揚した気持ちが、

目の輝き、顔色を通して伝わってまいります。

　今後、皆さんは、

それぞれ異なっ

た道を歩まれま

すが、いずれにし

ても、教育研究者

を含む高度専門

職業人として自

立しようとして

いる方々です。次

なる目標を高々

と掲げ、一層の研

鑽を積んでいた

だきたい。皆さん

の将来が、明るく、

大きく拓けていることを祈念し、そのスタートライン

に着かれたことに対し、心からの拍手を送ります。

　さて、昨年は明るいニュースと暗い出来事が交錯し

た一年でした。時系列には関係なく、明るいニュース、

それも名古屋大学に限って２、３振り返ってみましょ

う。まず何はさておき、第１は野依良治教授の「ノー

ベル化学賞」受章のビッグニュースでした。これにつ

いては、日本中の人々が野依教授ご自身と共に、その

喜びを共有して下さいましたが、とりわけ、１つの教

育研究機関である名古屋大学にとっても誠に光栄であ

り、近年最大の喜びでした。現役の学生、教職員の皆

さんと共にその現場に居合わせた幸運を感じずにはお

れません。私たち教職員はもちろん、学生の皆さんも

大いに志気を鼓舞され、学問への意欲を奨励されたこ

とでしょう。

　明るいニュースをもう１つだけ具体的に申し上げて

おきたい。豊田講堂の時計台のことです。豊田講堂自
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体が本学のシンボルですが、時計台はそのシンボル中

のシンボルマークです。夜になると、時計の針と文字

板が美しい青色に輝いているのに気付いておられるで

しょう。これは、半導体研究分野に革命を引き起こし

たと言われる赤﨑勇名誉教授の高輝度青色発光ダイ

オードに関する研究成果を活用したものであり、市民

の方々からも一層の親しみをもって本学を見ていただ

けるシンボルになったと確信しております。

　その他にも、文系、理系を問わずに、週に一度以上

のペースで、名古屋大学からの研究や教育に関する発

信が、各種報道機関を通じて、正に頻繁に行われてい

ることに皆さんも気付いておられるに違いない。何人

ものお名前をすぐにでも挙げることができますが、枚

挙にいとまがなく、時間もありません。これらの教育

研究成果には、多くの場合、大学院生としての皆さん

が、深く係わっておられることもよく承知をしており

ます。

　ところで、すでに周知とも言うべきこれらのことを

何故敢えてこの場で長々と申し上げたのか。それは、

本日、私が皆さんに是非申し述べたい第１のこと、つ

まり学術の「社会的貢献」に関わる、最も身近で、ド

ラスチックで、かつ教訓的な事例だからであります。

　野依教授は化学の美しさに、また赤﨑名誉教授はエ

メラルドブルーの美しさに魅了され、自由な発想と卓

抜した創意工夫、さらに粘り強い意思、長い時間と努

力でもって基礎的な大発見をされました。それが今日、

前者にあっては化学者の夢であった不斉合成法の創出

を可能にし、医薬、農薬を初め多方面での産業製品創

製への道を拓き、また後者にあってはエレクトロニク

スの新分野を次々と開拓することを可能にしたのであ

ります。

　もちろん、皆さんのすべてが、研究者や教育者にな

るわけではないことはよく分かっています。しかし、

どのような職場にあっても、皆さんが創造性を持った

リーダーたることを要請されることは確実であり、人

生や仕事に対する有り様は根本的に共通していると考

えられるからです。要するに、自由な発想と創意工夫、

そして粘り強い努力なくして、何事も一朝一夕にはな

らないことを知るべきです。併せて、対象の種類や大

小に拘わらず、常に物事に興味を持ち続けることです。

それは個人的な知的興味であるかも知れないし、ある

いはある種の使命感に基づくものであるかも知れない。

しかし、いずれにしても、興味を持ち得たならば、そ

れが結果的には「社会への貢献」に繋がることを信じ、

粘り強く、創意工夫を続けることです。齢を加えた時、”

社会に対して何がしかの貢献ができた”と思えてこそ、

自己の人生に満足感が得られるものと信じます。

　次に、暗い側面にも触れないわけにはまいりません。

ただし、本日は希望に満ちた修了式ですから、せめて

「厳しい側面」という言葉を使うことにいたしましょ

う。ご承知のように、日本の経済はバブル崩壊後、特

にここ数年下降の一途をたどり、失業者は急激に増加

し、未だに明るさは見えてきません。加えて、昨年９

月１１日に発生した、あの悲惨にして許し難いテロリズ

ムに端を発し、アメリカを中心にした世界経済の回復

あるいは上昇は止まり、確実に下降傾向にあるいは停

滞時期に入っています。本日はこれらの状況を、国民

の最大の関心事である「経済の側面」と「安全・安心

問題」という２つの側面からに限って見ておきたい。

いずれにしても、皆さんは、非常に厳しい状況の社会

に船出していくべき宿命にあることを自覚しなければ

なりません。

　まず経済状況とそれに連動する様々な問題です。忘
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れがちですが、ここで基本的に認識を新たにすべきこ

とがあります。すなわち、日本は、明治維新以降、第

２次世界大戦敗戦前後のごく短い期間を除いて、人口

も食糧もエネルギーも、さらに社会基盤や産業経済

等々、あらゆる面で「拡大」し続けてきました。それ

がここにきて、いわば近代史上初めて明確に「減少」、

「縮小」に転じて来ているという事実であります。

　社会状況に好ましい指標は、常に「拡大」であり、

それによって生活レベルが向上してきた、いわば長年

続いた常識が確実に覆りつつあることに人々は気付い

ていないのか、あるいは意図的に直視することを避け

ようとしています。昨年の学部卒業式においても「少

子・高齢化」が及ぼす社会問題について若干触れまし

たが、「拡大」から「縮小」へという前述のことは、正

に根本的な、重大問題です。日本が近代史上初めて直

面するであろう、これからの近未来の状況に対し、失

敗を許されない実験者、リーダーとして、皆さんは自

分自身の創意と実行力でもって立ち向かわなければな

りません。”自分の年金がどうなるだろう”程度のこと

は漠然と考えておられるでしょうが、そんな単純な問

題ではありません。簡単な例を１つ挙げて述べてみま

しょう。

　私は、職業柄、ここ１０年来、あちこちの、主として

地方の市町村の「まちづくり」に対する話題提供や、

発言を求められる機会がしばしばあります。そこでい

つも驚くのは、どこの市町村でも、ほとんど例外なく、

将来に亘って「拡大」基調の計画を描いていることで

す。気持ちはよく分かりますが、辛口に言わざるを得

ません。皆さん、人口だけでもよろしいから、自分の

出身地、例えば愛知県下の市町村の現在人口と、今後

１０年、２０年の「まちづくり計画」における目標人口を

調べてみて下さい。ほとんどの小さな市町村が、目標

人口を現在人口の約１．２倍から１．５倍程度に想定し、

諸々の計画を立てています。正に薔薇色の計画です。

因みに、名古屋市などの主要都市を除く愛知県内市町

村の「目標人口」は４５４万３千人、「現在人口」は３９２万

７千人です。

　一方、日本の人口は、現在約１億２千万人、２００６年

に１億２千８百万人のピークを迎え、その後は減少の

一途をたどり、２０５０年、２１００年には、中位推定でそれ

ぞれ１億人弱、６千４百万人になると予測されていま

す。“中位推定は甘すぎる、下位推定に近い５千万人程

度になる”と主張する論者もいます。換言しますと、

１００年先には、人口がピーク時に比べ半減あるいはそれ

以下となり、しかも６５才以上の高齢者の比率は激増し、

２０２５年には２８．７％（４人に１人超）、２０５０年には３５．７％

（３人に１人超）となります。これに伴い、労働力、

納税者は激減します。人口だけみると、このままでは

遠からず昭和の初期に戻るということです。社会基盤

の増築はおろか、それらの維持管理さえも困難となり、

生産力は着実に落ちてくると予想されます。経済や社

会生活へ波及するこれらの影響は、いちいちここで述

べるまでもないでしょう。さて皆さん、確実に訪れる

であろう近未来のこのような状況に対し、一体どうし

ますか。

　本学には、私が総長に就任した時に新設した「名大

の将来を語る会」という、総長の私的懇談会がありま

す。そこでは各種の議論が自由に闘わされております

が、その中の１つで、初期のメンバーだった塩村耕文

学研究科助教授を中心に展開された「死生学」とも言

うべき激論を通じて、私は強い示唆を受けました。自

分の勝手流の言葉で、中味の一部をごく簡単に言いま

すと、それは、“動物の中で、自己が必ず死ぬことを自
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覚しつつ、すでに自分の生存していない筈の１００年先、

２００年先のことを考えるのは人間だけだ”という、考

えてみれば当たり前のことであります。ところが、こ

の当たり前のことが実は大変難しい。分かっていただ

けるでしょう。

　先に挙げたもう１つの「安全・安心問題」も根本的

には同じことです。これに関する諸問題についても、

卒業式、入学式等で折にふれて何度も述べてきました。

当然のことですが、人々はまず「安全である」ことを

心底から求めます。その上で、精神的にも「安心して

生活できる社会」を願望します。そこでは、モラルと

モラール、そして経済力に裏付けられた、あらゆる分

野を包含した社会制度や防犯システムはもちろん、さ

らには地震や豪雨などの大自然の力に対する防災上の

物理的構造物が必須となります。

　「拡大」基調から「減少」基調に向かう現在から近未

来へかけて、どれもこれも大変困難な問題ばかりです。

しかも、これら困難な諸問題は、リーダーたる期待を

担う皆さんに課せられた課題であることもまた、紛れ

もない現実です。よくよく考えていただきたい。

　先の「まちづくり」の問題では、私は常に言うこと

にしています。奔放に広がるに任せてきたまち中の住

宅や公共施設を、数少ないコンパクトな拠点に集中さ

せ、それら複数の拠点を幹線インフラで結び、病院・

大学・劇場・役所その他諸々の重要施設は、行政区画

を越えて、互いに自由に使える広域地域を一体のもの

として形成する、そしてその中間地帯は農業を含む緑

を中心にした「自然」に再整備するのがよいのではな

いか、と。

　また、後者の「安全で安心できる社会」という大課

題も含め、その根幹となる労働力、経済力の維持のた

めには、地球規模のバランスも考えて、互いの Identity

を尊重しつつ「文明文化の混在と融和」を、世界に先

がけて積極的に進める、それぐらいの気概が必要では

ないか、と思っています。このような言い方は、やや

抽象的ではありますが、私の従来からの持論でありま

す。頭脳流出、技術流出などと嘆かずに、老若男女を

問わず、進んで海外へ出かけていくのがよい。その代

わりに日本へもその２倍、３倍の人たちに来てもらえ

る環境作りが必要ではないか、と考えます。

　少し自分の主張に走り過ぎました。こんな意見もあ

る、と心の隅にでも止めていただければ、幸いです。

厳しい近未来の条件の中で、豊かで活気があり、文化

的にも世界から尊敬される国創りは、若い皆さんの双

肩にかかっているからです。

　社会には、言うまでもなく、数々の職業分野があり

ます。皆さんの中には、学術分野における教育研究者

の道に進む人、科学技術を駆使する「モノ造り」の産

業界や金融の世界へ、さらには法曹を目指す人、医療

や農業、報道の世界へと進む人など、歩む道はそれぞ

れでしょう。すべてを数え挙げることはできませんが、

どれもこれも大切な分野です。そして、皆さんは遠か

らずして、それ相応の立場に立って、大きな裁量権を

行使することになるでしょう。その時々に、皆さんに

は、高度専門職業人としての倫理が厳しく問われ、そ

の力量に対し、他者が下す公正な評価に耐えられなけ

ればならないことを、忘れないでいただきたい。

　その上で、日本が経済的にも労働力の上でも余力の

ある間に、子孫のために５０年先、そして皆さんがすで

に生存していないに違いない１００年先のことを考え、そ

れぞれの分野のリーダーとして国創り、社会創りに貢

献されることを願って止みません。

　今後、皆さんには失敗も挫折もあるに違いない。し

かし、怯んだり、まして恐れたりしてはいけません。

それは、青春の気概に満ちた皆さんに似つかわしくあ

りません。齢をとって振り返ってみた時、どれもこれ

もが人生を鮮やかに彩る事象であった、と思い返せる

ような、活き活きとした人生の、新たなるスタートを

切られることを心から期待しています。

　以上をもって、大学院修了生への辞といたします。
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総長の辞（２００２年学部卒業式）

松　尾　　　稔

　名古屋大学は、本日ここに平成１３年度の学部卒業生

２,２１３名に学士の学位記を授与いたしました。学位記を

授与された皆さんに、本学の教職員を代表して心から

のお祝いを申し上げます。皆さんの中には、大学院へ

進学される方々が１,０３６名、また海外へ遊学されたり就

職して社会で活躍しようとされている方々が１,１７７名

おられます。それぞれの進路には意義こそあれ、もち

ろん何の差別もあろう筈がありません。とは言え、大

学院重点大学としての本学の性格上、博士課程への進

学者が多いのが特徴であります。外部から本学へ進学

してくる人たちも加えますと、昨年度すでに大学院入

学者数が学部入学者数を越えましたので、来年度も多

分そのようになろうかと思っております。

　さて、皆さんは、名古屋大学で過ごされた学部学生

の期間、それは医学科の学生にとっては６年間、他の

ほとんどの人たちにとっては４年間でありましょうが、

学生生活で多くのことを学習した後、卒業という人生

の一つの節目を迎えた満足感に浸りつつ、それぞれに、

これから始まる新しい生活に対し、青春の気概に満ち

た、溌剌とした気分で、今、ここに出席されているも

のと信じます。皆さんの高揚した気持ちが、この講堂

に満ちて、私にも強く伝わってまいります。皆さんの

将来が明るく、大きく拓けていることを期待し、その

スタートラインに着かれたことに対し、心からの拍手

を送ります。

　冒頭に紹介しましたように、皆さんのうち半数強の

方々は大学院において学生生活を継続され、一方、残

りのほとんどは、職業人として働き、所得を得る生活

へと進まれます。今後何年間かは、互いに随分違う環

境での生活になりましょうから、本日は、皆さん両者

にとって、共通と思われる課題を取り上げて話してみ

たい。

　それは、大雑把に言えば、「大学とそれを活用しよ

うとする人たちとの関係」であり、また「その中での

大学の役割について」であります。この問題は、今後

の皆さんにとっても直接関係することであります。と

同時に、大学側にとっては、“配慮に欠けていた”と

の反省に立って、ようやく具体的に取り組み出した課

題だからであります。

　まずは、世界、日本を問わず暗いニュースが続く中

で、昨年本学にとって大変嬉しかった出来事を２点だ

け述べておきたい。これらのことも、本日話そうとす

る課題に深く関係するからであります。

　何はさておき、野依良治教授の「ノーベル化学賞」

受章は、第一のビックニュースでした。この受賞は、

野依教授ご自身の卓抜な能力と研究成果、たゆまぬ努

力を考えれば、当然のことではありますが、一つの教

育研究機関である名古屋大学にとっても誠に名誉なこ

とであり、近年最大の喜びでした。日本中の方々がそ

の喜びを共有されましたが、とりわけ本学卒業生の

方々の感動には特段のものがあり、数多くの手紙や電
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報をいただきました。現役の学生、教職員の皆さんと

共にその現場に居合わせた幸運を感じずにおられませ

ん。私たち教職員はもちろんですが、学生の皆さんも

大いに志気を鼓舞され、学問への意欲を奨励されたに

違いありません。学問的成果もさることながら、野依

教授が名古屋大学の構成員や卒業生に“誇りと自信”

を与えて下さったご貢献は多大なものがあると思って

おります。

　紹介したいことは多くありますが、時間の制約のた

め、もう一つだけ挙げるに止めます。昨年１１月４日に

開催された「全日本大学駅伝」のことです。本学の運

動部や文化サークルその他が、全国レベルで健闘して

いることは、体育会会長として、私はよく承知してお

ります。その中にあって、数時間に及ぶ先般の駅伝に

は特別のものがあったと申し上げたい。かの有名な「箱

根駅伝」は関東の大会であり、全国大会ではありませ

ん。「全日本大学駅伝」には、全国各地区から熾烈な予

選を勝ち抜いた２５大学しか出場できません。私立大学

の強豪の中に一つだけ国立大学がありました。名古屋

大学です。ＴＶ中継をご覧になった方も多いと思いま

す。数多くの本学構成員、卒業生の人たちが、熱き思

いで、全力で走る選手の背中を後押ししたものでした。

見事１８位、実に感動的でした。

　さて、私は自分の海外での経験なども通して、常々、

良い意味でのNationalism な く して、良き Inter-

nationalist（国際人）などありえないと考えています。

自国を愛し、誇りに思えてこそ、他国の人たちの文化

を理解し、協調し合えるのであります。自国に愛着を

持たずして、尊敬される国際人になりうるなど空論に

過ぎません。

　大学についても同様のことが言えます。自分自身が、

多感で、貴重な青春時代を送った大学に愛着を持たず

して、全国レベル、さらに世界レベルにおいて、他の

人たちと協調し、共に語り、共に働くなど、大変難し

いことです。この意味で、先に挙げた「野依教授のノー

ベル賞受賞」と「全日本大学駅伝」は、ここで挙げう

るわずかの２つの事例ではありますが、皆さんを含む

本学の構成員や卒業生の意欲、大学への愛着感や誇り、

さらには結束感を高める上で多大な貢献をいただいた

と言いたい。次々と、志ある有為な若者が名古屋大学

を目指すことを期待しているところであります。

　と同時に、「大学とそれを活用しようとする人たちと

の関係」に関して、特にここ４～５年の間、大学側に

大きな反省が生じたこと、徐々にではありますが、やっ

と教職員の側に認識の変化が現れだしたことを正直に

申し述べねばなりません。まず学生に限って言えば、

“学生の視点で教育環境を整備し、実行してきたか”

と問われれば、これまで個別的な努力はあったとはい

え、大きな声で“Yes!”とは言い難いのが実状でした。

まして、“大学を活用したいと、思っている外部の人た

ち－産業界や市民の人たち－の視点で考えているか”

と問われると答えに窮するのが常でありました。

　つい最近まで、企業も「一に従業員を大切に、二に

メインバンクを、そしてやっと三番目に株主」のこと

を考えていました。しかし、それまでの常識を逆転す

ることこそが、結果的に従業員、ひいては企業にとっ

てプラスになることに気付きました。同様に、やや遅

きに失っした点を認めつつ、名古屋大学も現在、この

点を強く意識して、各種の組織や施設、システムを立

ち上げると共に、特に教職員の意識改革に努力をして

いるところであります。「一に教職員の利益、二に文部

科学省、そしてやっと三に大学の活用者」と、考えて

いた順番を、逆転しようとしているという意味であり
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ます。

　当たり前のことを今頃やっているのかと言われれば、

それまでですが、本格的に、急速に動き出した背景に

は「名古屋大学運営諮問会議」からの強い指摘があり

ました。３年余り前に発足した「運営諮問会議」は、

各界の学外有識者１０名から成る本学最重要の諮問機関

であります。最初の会議でこの点を強く指摘され、か

つ明日（３月２６日）の最終会議において提言される４

つの答申事項の一つが「ユーザーの視点からの教育・

研究の推進」であります。

　学生を対象に端的に言えば、それは「学生のニーズ

の組織的な把握と対応」であり、「教職員と学生との間

の意志疎通の双方向性の確保」であります。具体的に

は、例えば、学内措置としての「学生総合相談室」の

新設、教育研究プログラムの再編や学生による教官評

価制度の導入の準備等であります。「学生のレベルに合

わせて、講義のレベルを下げてほしくない。そんな大

学に魅力はない」、「魅力のない講義への出席を学生に

促すのは酷ではないか」、「教官の研究者としての評価

と教育者としての評価は必ずしも比例しないが、教育

者である以上“授業”についてもっと研究すべきでは

ないか」。これらは、私が担当している「総合科目－大

学とは何か」において、２年生がレポートの中で述べ

ている生の声のごく一部です。

　批判を覚悟の上、残念であったと自戒する点は、こ

れらの点が本来なら、少なくとも１０年前から大学とし

て“内発的”に、かつ着実に進められるべきであった、

ということです。

　“内発的”に考えて自己改革することは、日本人、日

本社会、さらには企業を含む日本の組織全体が最も苦

手とする、かんばしくない性癖です。しかし、２１世紀、

つまり皆さんの時代の社会、特に世界においては、“外

発的”に物まねで切り抜けられる時代では決してあり

ません。いちいち例を挙げる時間はありませんが、そ

の兆候は経済問題一つとってもすでにあちこちに現れ

ています。是非、心に止めておいて下さい。

　「大学とそのユーザー」との関係としては、学生の場

合以外に、他に数多くの問題が考えられます。その中

からあと一つだけ挙げておくとすれば、それは「産官

学連携」問題でしょう。まだあまり興味がありません

か？しかしながら、職種や属する組織の大小を問わな

ければ、皆さんのほとんどはいずれ産官学のいずれか

に所属することになるでしょう。「産官学連携」という

用語が新聞紙上に現れない日はないほどの今日この頃

ですから、全く知らないと言う人はいない筈です。

　明治維新以降、特に第二次世界大戦敗戦後つい最近

まで、産官学の所属を問わず、私たちは欧米先進諸国

への「キャッチアップ」という用語を多用してまいり

ました。「キャッチアップ」は元々“追いつくこと”を

意味する言葉ですが、現実には主として“発展途上国

が先進諸国に追いつこうと努力する”意味で使われて

きました。日本はこの用語を一種の「キャッチフレー

ズ」として、がむしゃらに頑張ってきたのであります。

そしてやがてトップランナーの集団に入ったかに思え

ました。アジア諸国を左右にひかえた「雁行飛行」の

トップランナーとおだてられて、しばし有頂天になっ

ていたきらいがあります。すべて“外発的”だったこ

とを忘れてであります。そこへ１９８０年代にバブル崩壊

が始まり、１９９０年代は“失われた１０年”と呼ばれ、現

在これほど先行きが不透明な経済状況に陥っている国

は、先進諸国と呼ばれる国々の中で日本だけではない

でしょうか。

　そこで本題の「産官学連携」です。平たく言えば、
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“大学内にあるだろうシーズを活用して、新しい産業

を創成し、新しい雇用を生み出せ”ということで、現

在、“政策の大きな柱”の一つになっています。「ヴェ

ンチュア企業・大学発ヴェンチュア・ＴＬＯ・インキュ

ベーション・知的クラスター」等々の用語は、皆さん

の耳や目にも何度も入っているに違いない。もちろん、

私も「大学の社会的役割」の一つとして決して反対で

はありません。むしろ積極的に進めるべきであり、そ

のために「組織的な整備」と「教官の意識改革」を、

急いで進めているところであります。詳しく述べるつ

もりはありませんが、ごく簡単に説明しますと次のよ

うです。

　前者、つまり組織的な整備です。“点から面へ”をモッ

トーに、これまで、教官個人個人が、企業内の個人や

起業家との接触をもとにバラバラに進めていた連携を、

全学的に研究者とその研究内容の集合、すなわち面的

な形に整備することが第一です。そして研究内容の透

明度を高めると共に、リエゾン（連携）機能を含めて

外部への対応を容易にしようとするものであります。

　次に後者、つまり研究者の意識改革についてです。

大学の本来の目的は、自由で、個性的で、創造的な研

究成果を通じて学術の進展に寄与することと、優れた

人材の育成であります。換言すれば、広い意味での

「社会貢献」が必須であり、大学は「特許」を取るだ

けの所ではもちろんありません。とは言え、中・長期

的にみた「雇用」や「新産業創出」への認識が余りに

も乏しい、アカデミアを隠れ蓑に、認識がなさ過ぎる、

という国民の批判に謙虚に耳を傾け、マインドとして

常に頭のどこかに止めておく義務があることも、また、

現在の大学の在るべき姿です。ただし、あくまでも大

学本来の使命に資する「産官学連携」の立場を堅持し

た上でのことであります。

　同時に産官にも一言注文しなければなりません。大

学を見る時、教育と研究を区分して評価するべきです。

研究に限れば、大学のそれは本来個人の興味から発す

るものです。トップダウンでテーマと研究費さえつけ

れば何とでもなると思うのは大きな間違いであり、近

視眼的過ぎる。日本中を見渡した時、優れた研究者に

は限りがあり、優れた研究者ほど自己の研究に熱中す

る傾向がありますから、彼らには企業や、起業家のニー

ズを知る機会はほとんどない上、直接的な興味を示さ

ないのが普通です。一方、企業や、起業家を目指す人

は何万、何十万とおります。“大学に意欲がない”など

と泣き言を言う前に、目利きを養成し、「自前」に閉じ

こもらずに、それぞれが面的組織を整備して、自ら大

学のシーズを探して欲しい、と熱望しています。“シー

ズの存在”という意味では、名古屋大学は「宝の山」

であると信じているからです。

　さて、ここで皆さんにどうしても言っておかねばな

らない私の心配ごとがあります。すでに述べてきまし

たように、私は「産官学連携」は是非必要であるし、

大学の社会的責任の一つであることも十分認識してい

ます。ただし、これが再び、“外発的”思考に基づく、

先進国、特にアメリカの物まねにならないことを願っ

ているのです。それでは成功はおぼつかないし、日本

の将来は暗い、と言わざるを得ないからであります。

　ここで、新しいキャッチフレーズを提案したい。「ネ

オ・キャッチアップ」、つまり「新たなるキャッチアッ

プ－負の遺産を超えて－」であります。先に述べまし

たように、戦後の“キャッチアップの終焉”が言われ

て久しい。一時日本の経済は一流になりかけたがなり

きれず、政治は二流、三流と言われ、規制緩和・環境

問題など負の遺産への対応にまだまだ右往左往してい
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るのが現状であります。日本流の方法論を“内発的”

に考え、実行していかなければ、現在の停滞あるいは

下降状況から抜け出し、５０年、１００年先の日本を良くし、

世界に貢献しうる、文化的にも尊敬される国創りは難

しいのではないでしょうか。

　「ネオ・キャッチアップ」をキャッチフレーズに、大

学は自己改革に最大の努力をいたします。皆さん、大

学院へ進学する人は私たちと共に、また、社会で活躍

しようとする人はそれぞれの分野で、“内発的に考え

る”ことの重要性を忘れずに最善を尽くしていただき

たい。

　難しいことですが、「凛とした志」があれば出来るに

違いありません。柔軟な頭脳と若き肉体でもって、希

望に満ちた、明るい気持ちで、人生の新しいスタート

を切られることを切に望みます。

　以上をもって、卒業生への辞といたします。

▲シンポジオンホールで中継映像を見る保護者ら
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　名古屋大学運営諮問会議第６回会合が、３月２６日に

開催されました。

　会議では、始めに、松尾総長から、国立大学の法人

格取得の動き、本学のアカデミックプラン実現を図る

ための新しい組織（高等研究院、教養教育院）及びキャ

ンパスマスタープラン２００１等について説明がありまし

た。

　次いで、平成１２年１１月２８日開催の運営諮問会議で松

尾総長から諮問を受けていた本学の運営に関する重要

事項についての答申「名古屋大学の発展の基本的方向

について」（答申）が取りまとめられ、大﨑仁会長（国

立学校財務センター所長）から、松尾総長に手渡され

ました。

　答申は①基本的方向、②ユーザーの視点からの教育・

研究の推進、③学外との連携協力の強化、④自主・自

律の運営体制の確立とアカウンタビリティの向上につ

いての４項目からなっています。

　なお、答申の全文及び第５回会合の議事録は次のと

おりです。

名古屋大学運営諮問会議が答申をまとめる

▲大�会長（右）から答申を受け取る松尾総長
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名古屋大学の発展の基本的方向について（答申）

　　　１　基本的方向　　

　�　学術憲章に基づくアクション・プランの策定

　�　新時代の要請に応える人材の育成と研究の展開

　�　優秀な人材の誘致

　�　優秀な学生の確保

　�　世界水準のキャンパス・施設の整備

　　　２　ユーザーの視点からの教育・研究の推進

　�　ユーザー・ニーズの把握のためのシステムの構築

　�　産官学交流の場造り

　�　学生のニーズの組織的な把握と対応

　　　３　学外との連携協力の強化　

　�　地域に開かれた大学への取組み

　�　企業等との人的交流の促進

　�　産官学連携・協力の推進

　�　技術移転の推進

　　　４　自主・自律の運営体制の確立とアカウンタビリティの向上

　�　総長の権限強化に伴う企画・執行体制の確立

　�　総長の選考方法の改善

　�　自己点検評価体制の確立とアカウンタビリティの向上

　�　業績を反映する給与体系等の検討

・　運営諮問会議における審議経過

・　運営諮問会議委員名簿

 

 

運営諮問会議答申（平成１４年３月２６日）
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１　基本的方向

　名古屋大学では、平成１２年２月に「学術憲章」を定め、大学発展の基本的方向を明らかにされたところで

ある。当運営諮問会議としても、基本的にこれを支持するものであるが、その具体化に当たって、特に次の

諸点を考慮されることを希望する。

�　学術憲章に基づくアクション・プランの策定

　学術憲章の具体化については、大学におかれてもすでに取り組みを開始しておられるところであるが、具

体的な戦略に基づくアクション・プランを早期に策定することが必要である。その際、世界的な研究拠点を

目指す名古屋大学としては、具体的目標の設定に当たって、世界の代表的大学を比較の対象として、ベンチ

マーキングを行うことも一つの有効な方法であると考える。

�　新時代の要請に応える人材の育成と研究の展開

　急速に変化、発展する新しい時代の諸要請に応えるためには、複数の専門にトライできる十分な基本的能

力と変化に柔軟に対応できる総合的、複眼的視野を持つ人材の育成や既成の分野に囚われない多様な研究の

展開が肝要である。

　名古屋大学では、総合大学として、学問の諸分野にわたって高度な教育・研究を担ってこられたが、この

ような要請に応えて、教育・研究両面にわたり各分野間の交流・協力を促進する柔軟な組織・運営システム

を構築し、総合大学の長所を十分に発揮する必要がある。

�　優秀な人材の誘致

　大学の発展の基本は、優秀な人材の招致・確保にある。そのためには、教員の採用に当たって公募を原則

とし、広く国の内外から優れた人材を求めることが肝要である。また、大学として戦略的に重点を置く分野

については、知名度の高い人材を集める特別の努力も必要である。

　また、ポストドクトラル・フェローまたはその修了者で、独自の研究費を獲得している内外の若手独立研

究者に研究の場を提供し、多彩な人材を大学に引き寄せることも考慮すべきである。

�　優秀な学生の確保

　名古屋大学が目指す教育に適した優秀な学生を広く求めるため、名古屋大学の教育方針、内容、特色等と

大学が期待する学生像を、高校生、高校教員、父母等にわかりやすく示す必要がある。そのため、ホームペー

ジによる効果的な情報発信、高校生の体験入学、高校生対象の講義・セミナーの実施など様々な工夫が必要

である。また、期待する学生の能力・適性等を適切に判断するため、大学入試実施体制の充実を図る必要が

ある。さらには、優秀な留学生招致のため、帰国留学生を含む留学生への対応の質的レベル・アップを図る

ことが必要である。

�　世界水準のキャンパス・施設の整備

　大学の根幹となる教育研究施設は、世界水準をクリアーするレベルのものを整える必要がある。現在の施

設の状態は問題が多いが、今後の施設整備に当たっては、人の交流を促す空間の配置や真に効率的な空間の

使用を十分配慮すべきである。また、長期的展望の下に植樹を行うなど学生・教職員の憩いの空間造りや、

深夜まで研究に従事する学生・教職員のニーズに応じた、食堂等の生活施設の運営とキャンパス内の安全の

確保に十分留意する必要がある。
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２　ユーザーの視点からの教育・研究の推進

　大学は、アカデミック・スタッフの知的探求心に基づく自由な研究とその成果を活かした教育が活動の基

本であり、この特性を十分に尊重することが、他機関では得られない大きな成果につながるものである。同

時に、国民の意思に基づいて設置運営されるべき国立大学としては、教育・研究活動が、国民、社会のニー

ズに適切に応えるものになっているかを、常に点検し、国民の期待に応える責任がある。このような観点か

ら、次の諸点について適切な措置を講じられることが必要と考える。

�　ユーザー・ニーズの把握のためのシステムの構築

　各界の有識者で構成するニーズ検討会議（仮称）を設け、ユーザーの特定、ユーザー・ニーズの明確化、

ニーズ・オリエンテッドの教育・研究推進方策の検討等を組織的に進める必要がある。

�　産官学交流の場造り

　研究者自らがユーザーニーズを把握し、主体的研究を進めるようにするため、プロヴァイダー（大学）と

ユーザー間の意志疎通の「双方向性」を確保するための産官学交流の場造りが必要である。

�　学生のニーズの組織的な把握と対応

　教育については学生が最大のユーザーであるという観点も重要であり、学生の授業評価等を通じて、学生

のニーズの組織的な把握とそれへの対応が重要である。その一環として、都心部、海外等でのビジネス・ス

クール等の開設等も検討に値する。

３　学外との連携協力の強化

　ユーザー・ニーズの把握・対応に当たっては、学外との連携協力の強化が不可欠である。このため、広く

社会に開かれた大学の運営が望まれるが、特に次の諸点について、適切な措置が講じられる必要がある。

�　地域に開かれた大学への取組み

　中部地域の基幹大学として、地域の大学との協力体制の構築にリーダーシップを発揮されることを期待す

る。また、研究成果・情報の提供等による地方公共団体の政策形成機能向上への協力や地域住民のための教

育活動の強化など、地域社会に貢献し、信頼される大学となるための積極的取組みが望まれる。

�　企業等との人的交流の促進

　産業界をはじめユーザー・ニーズに適切に対応するためには、ユーザーの当面する課題と大学の教育・研

究のあり方について、産学双方が共通理解を深めることが基本である。そのためには、教官層における産学

間の人的交流が最も効果的であり、産学双方が任期制採用、非常勤職の兼業等種々の形態で人的交流を促進

することが望ましい。また、地方公共団体等地域社会との人的交流も同様に積極的に促進することが必要で

ある。

�　産官学連携・協力の推進

　全学的にリエゾン機能の強化・充実を図り、愛知県等地方公共団体や東海地域インターンシップ推進協議

会、（財）科学技術交流財団、（財）愛知県中小企業振興公社等コーディネーター関係機関との協力関係を深

め、産官学の連携・協力を推進する必要がある。



１６

�　技術移転の推進

　大学においてＴＬＯなどを積極的に活用することにより技術移転の推進に努める。また、起業を目指す研

究者を支援するなど、ベンチャー・ビジネスを起こせるような教育環境を整えることも考慮すべきである。

４　自主・自律の運営体制の確立とアカウンタビリティの向上

　法人化を視野に置いて上記の提言の実現を期すためには、教学・経営の両面にわたって、学内の管理運営

システムの抜本的改革が不可欠である。各部局の教授会を中心とするこれまでの大学自治のあり方は、短期

的利害に起因する外部からの干渉を排除し、教育・研究活動における個々の教員、個々の部局の主体性を保

障することにより、大学の使命達成に大きく貢献してきた。

　しかし一方、社会・経済の急激な変化、学術・科学技術の急速な進歩、国際化の進展等に伴う教育・研究

に対する新たな要請に対応する上で、現在のシステムが有効に機能し難いことも否定できない。ことに、法

人化された場合を考えると、独立の経営主体として、政府をはじめ学外諸機関、諸組織と協議・交渉する当

事者能力を強化しなければ、大学の主体性を保つことが困難であり、大学自治自体も危うくなるおそれが大

きい。

　この機会に、新しい時代の要請に応える新しい大学自治を構築する観点から大学の運営体制を抜本的に見

直し、自主・自律の運営体制を図るべきである。

　同時に、大学運営の透明性を確保し、的確な自己点検・自己評価に基づく情報公開を積極的に行い、国民、

政府をはじめ関係者に対するアカウンタビリティを強化する必要がある。

　その際、特に次の諸点に十分注意を払うことを要望する。

�　総長の権限強化に伴う企画・執行体制の確立

　現在構想されている法人化案では、学長は法人・大学の最高機関として強力な権限を有することになる。

大学の教育・研究の発展のためには、それら権限を基盤とする総長の適切なリーダーシップの発揮が強く望

まれる。そのためには、経営、教学それぞれについて総長を補佐して企画・執行に当たる運営組織を整備す

るとともに、経営・教学それぞれについて学内外の意見を適切に集約・反映し、総長の意志決定の基盤とな

る全学的審議機関を整備する必要がある。

�　総長の選考方法の改善

　強力な権限を有する総長に適任者を得ることが法人化後の大学運営の最重要課題である。そのためには、

選挙方式による場合でも選挙候補者の選考段階において、学内外の有識者による検討を行うなど適切な選出

方法を検討すべきである。

�　自己点検評価体制の確立とアカウンタビリティの向上

　自己点検評価の結果など大学の諸活動に関する情報を共有・活用することにより、評価結果を自己改革に結びつ

けることが重要である。また、これらの情報を広く積極的に公開し、アカウンタビリティの向上を図る必要がある。

�　業績を反映する給与体系等の検討

　教職員の意欲の向上や学内諸活動の活性を図り、また、外部から優秀な人材を招致するために、昇任・給

与体系等に教職員の成果・業績を反映するシステムを導入することを検討する必要がある。
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運営諮問会議における審議経過

○　第１回会合　　平成１２年７月５日（水）

・会長の選出（大﨑委員）、副会長の指名（岡崎委

員）を行った後、総長から「名古屋大学の現状及

び課題」を説明し、運営諮問会議の進め方につい

て審議。

○　第２回会合　　平成１２年１１月２８日（火）

・運営諮問会議の運営方針及び次の諮問事項を了承。

　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

　３　学外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

リティの向上

○　第３回会合　　平成１３年３月２７日（火）

・諮問事項について、各委員からあらかじめ提出さ

れた「諮問事項の各担当項目に係る概要又は検討

の方向等」に基づいて審議。

○　第４回会合　　平成１３年７月４日（水）

・諮問事項について、これまでの検討内容及び追加・

修正等の意見に基づき、事務局で整理した「諮問

事項に係る各委員の意見のまとめ（素案）」に沿っ

て審議。

○　第５回会合　　平成１３年１１月２７日（火）

・諮問事項について、これまでの審議結果を基に、

会長がとりまとめた「諮問事項に係る答申（素案）」

に沿って審議。

○　第６回会合　　平成１４年３月２６日（火）

・会長から答申（案）について報告があり了承後、

総長に答申。

名古屋大学運営諮問会議委員名簿
（任期；平成１２年４月１日～平成１４年３月３１日）

（五十音順　◎は会長、○は副会長）

◎大　﨑　　　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

　金　子　元　久

 東京大学大学総合教育研究センター長

　河　内　弘　明

 愛知県副知事

　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

 財団法人 国際高等研究所副所長

　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

計１０名
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日　時：平成１３年１１月２７日（火）

午前１０時３０分～午後０時４２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

金　子　元　久　　東京大学大学総合教育研究センター長

清　水　哲　太　　トヨタ自動車株式会社取締役副社長

中　川　久　定　　財団法人 国際高等研究所副所長

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

奥　野　信　宏　　副総長

伊　藤　正　之　　副総長

小　池　啓三郎　　事務局長

神　尾　美津雄　　文学研究科長

安　彦　忠　彦　　教育発達科学研究科長

小　野　耕　二　　法学研究科長

岸　田　民　樹　　経済学研究科長

田　中　喜美春　　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

神　谷　紀　生　　人間情報学研究科長

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

小　川　克　郎　　環境学研究科長

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

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

�　橋　俊　彦　　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

大　池　　　守　　学務部長

鑄　物　良　雄　　施設部長

はじめに

　議事に先立ち、大﨑会長から、各委員に対して第５

回会合への出席の謝意があった。

１　配付資料の説明

　　小池事務局長から、配付資料の説明があった。

２　前回の議事録の確認

　　大﨑会長から、配付資料の前回の議事録（案）に

ついて、事前に各委員へ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発言がありこれを了承

した。

３　総長説明

　　松尾総長から、小池事務局長及び神尾文学研究科

長の紹介後、名古屋大学をめぐる最近の動きについ

名古屋大学運営諮問会議
第５回会合議事録
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て、学外の動向並びに大学改革の進捗状況等次のと

おり説明があった。

　１）野依教授のノーベル化学賞受賞について

　　①　野依教授のノーベル化学賞受賞についてであ

るが、これは日本、中部地区、とりわけ本学に

とって大変な喜びであった。また、組織として

光栄に思ったところであり、名古屋大学の名を

広く周知させて、併せて本学の教職員の意欲、

本学への愛着とか誇りとか結束感を高める上で

多大のご貢献をしていただいたと思っている。

次々と志のある有為な若者が本学を目指すこと

を期待しているところである。

　　②　関連して教員定年規程の一部改正についてで

ある。昨年、野依教授は文化勲章を受賞された

が、文化勲章を受賞された後、何とか教育・研

究活動を継続していただきたいということを今

年のはじめのころから考えており、理学研究科

長とも相談した結果、理学研究科教授会の総意

として上申をいただき、部局長会・評議会に諮っ

て教員定年規程の一部改正を行い、文化勲章を

受賞した者の定年は６５歳とすることとした。

　　③　なお、教員の定年については、今後、任期制

とも関連をさせて更に検討を行うこととした。

　２）国立大学法人化の動きについて

　　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の検討結果が９月２７日に中

間報告として公表された。内容的には法人のつ

くりとか、学長の選考、教職員の人事、目標評

価、財務会計等数か月前に概略を説明したもの

と変わってはいない。「遠山プラン」に触れてい

るというのが少し新しいところである。

　　②　この中間報告については１２月中までパブリッ

ク・コメントが行われており、既に ２００件以上

のパブリック・コメントが寄せられていると聞

いている。これを受けて、文部科学省としては

年度内に最終報告を策定することとしている。

その後法人化についての具体的制度設計に入り、

平成１６年度から法人化を実施したいというスケ

ジュールであると聞いている。

　　③　国立大学協会の対応は理事会の中に将来構想

ワーキンググループをつくり、この中間報告に

対するものも含めて提言を提出した。この提言

は非常に重いと文部科学省の方でも受けとめて

おり、既にこの中間報告の中に生かされている

ものもある。

　　④　なお、この理事会の提言には大学の再編・統

合についても記述をしている。２か月ほど前に

再編・統合が急速に浮上し、各大学とも非常に

浮足立った時期があるので、それに対して理事

会で基本的な考え方をまとめて各学長に配付を

した。現在は、地に足をつけて各大学が再編・

統合を考えるようになってきた。

　　⑤　また、具体的にこの問題を検討してきた国立

大学協会設置形態特別委員会においては、総会

の承認を経て意見を文部科学省に提出した。

　３）国立大学の再編・統合について

　　①　平成１４年度概算要求として４大学の再編・統

合が図られると聞いている。文部科学省が示し

た基本的な考え方には、国立大学協会の理事会

の提言を尊重して取り入れられている。なお、

教員養成系大学・学部の在り方については、国

立大学協会の提言の中には含まれていなかった

問題であり、本学も附属の中・高等学校も含め

て大変大きな課題であると思っている。

　　②　今後のスケジュールについてであるが、文部

科学省としては平成１４年度中にこの再編・統合

の計画を策定するということで進められている。

　　③　愛知県の四つの国立大学長が９月２０日に懇談

会を持った。懇談会では緩やかな連携から非常

に強い連携までを含めて話し合っていくことと

し、お互いの大学の自主性を尊重しつつ今後更

に情報交換を進めることとした。

　　④　また、この地域には愛知学長懇話会がある。

国公私立の４５大学において単位互換の話が起
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こっており、「包括的な協定を４５大学で結ぼう、

自分のところから開放できる科目は開放して他

の大学からも単位がとれるようにしましょう」

ということで平成１４年度からスタートをするこ

ととしている。

　４）大学の構造改革「トップ３０」について

　文部科学省が２１１億円を重点的に充てるという

ことであり、国公私立大学を通じることが特徴で

ある。分野の方は初年度は５分野ということであ

るが、実際にどういう制度設計か審査の基準とか

分野の優先順位であるかも含めて、中央教育審議

会大学分科会／科学技術・学術審議会学術分科会

の大学改革連絡会で検討中である。

　５）学術憲章に基づくアカデミックプランの実現に

ついて

　本学では、昨年２月に学術憲章を制定しアカデ

ミックプランの大枠を発表した。その後、部局長

会を中心に一つ一つ実現に向けて努力をしてきて

いるところである。

　　①　高等研究院は研究専念機関であるが設立準備

委員会が立ち上がっている。

　　②　教養教育院は１２月１日に発足をする。相当な

強い権限を持った共通教育のヘッドクウオー

ターであり、共通教育は全学で担うという全国

初めての試み、それを実質のあるように企画・

立案、あるいは授業担当教官の指名までやって

いこうとするものである。学内措置としてス

タートするが来年度は省令化に向けて概算要求

を行いたい。

　　③　資格教育院（仮称）は検討委員会がスタート

をしたところである。これはロースクールとか

名古屋大学版のビジネススクール、あるいは技

術士スクール、医学部にもそれ相当のものが出

てくる可能性があるがこれらを大学として一つ

の理念でくくり、大枠を考えていこうというも

のであり名称も含めて検討中である。

　　④　キャンパスマスタープラン２００１は整備委員会、

部局長会で検討中である。

　６）総長補佐体制について

　この度総長補佐の発令を行い、既に活動を開始

しているところまでこぎつけた。９つの分野に関

して４０歳から５５歳までの力のある教授について、

部局のバランスも考えながら選考を行い、９名に

総長補佐をお願いした。

　７）名古屋大学国際フォーラムについて

　　①　２１世紀を期して名古屋大学として意義のある

しかも継続性のある試みとして、国際フォーラ

ムを発足させて定着させていきたいという気持

ちが動機であった。

　　②　学術交流協定は幾つもあるが、有効に動いて

いるかどうかという反省もあって、学術交流協

定校を中心に３０年は続くようなフォーラムを隔

年ごとに世界の各地の協定校で開いていくこと

とする。

　　③　そのために平成１４年１月にプレ会議を開いて

永続性のある共同声明、コミュニケの内容をど

うするかなど今後の具体的方策の詰め等を行う

こととしており、６月には学長を中心にした会

議と部局のシンポジウム等を併せて開催する予

定である。

　　④　次にシドニー大学でやるとすると、その時の

主催者はシドニー大学と名古屋大学というよう

に常に名古屋大学が主催する。そのためのファ

イナンシャルなサポートも一定のものを継続し

て用意していきたい、そういう趣旨でスタート

して今準備中である。

　８）名古屋大学芸術文化プラザ（仮称）建設計画と

ＰＦＩ事業の活用について

 　 ①　従来から私は芸術・文化というものを総合大学

の中に入れていきたいと思っている。それは市

民の方々との連携とかあるいは国際的なインタ

フェースになるものということで、博物館とか

コンサートホールのようなものである。

　　②　また、そこには国際交流施設や全学同窓会館
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が入ることも念頭に置いてつくっていきたいと

思っている。

　　③　これらの施設はＰＦＩ事業でやっていきたい。

これは全国で初めてのことであり、数社から既

に問い合わせが来ている。

　９）産学官連携について

　　①　新規事業への取り組みとして大学の中では３

本柱を考えている。一つはリエゾンの機能を充

実するということ、２番目はインキュベーショ

ンの機能を充実するということ、３番目はアン

トレプレナーの教育を充実する。この三つの柱

を充実させていきたい。

　　②　学内の体制の強化であるが産学官連携担当の

総長補佐を置いたので、まず学内の整備をきち

んとつくり上げていくこととしている。例えば

県の方に研究成果活用プラザというものができ

るが、県との協力体制、ソフトをどういうよう

にしていくか、それから大学と産業界をつなぐ

場で実際に新しいものが生まれていくような体

制づくりを急いでやっていきたいと考えている。

　　

　次に、奥野副総長から、次のとおり４項目につい

て説明があった。

　１）高等研究院について

　　①　高等研究院は独創性の高い研究を予算、人員、

設備等の面で大学が積極的に支援すること、数

年の限られた期間内に突出した研究成果を上げ

ることが期待されていること、研究専念組織で

あるということである。

　　②　研究対象は大きく四つを考えている。一つは、

大型研究であって世界をリードするようなＣＯ

Ｅ的なもの、２番目は萌芽的な研究と言ってい

るが新しい分野を創出するようなもの、３番目

は知の体系化・総合化を目指す研究と呼んでい

るが分散する知識や成果を体系化・総合化する

研究、タイプ４は戦略的なプロジェクト研究と

いうことであって将来どのような学術分野、技

術体系、社会体系が必要かあるいはその実現の

ための研究の枠組み、体制等を研究するという

ものである。

　　③　大学としての研究環境の整備については、学

内措置に基づく研究費を供与し、研究員等につ

いても便宜を図る。場所、施設、設備の供与を

行い、また、学術研究に専念できるように授業

担当及び管理運営に関わる実務を免除する。な

お、教育については博士後期課程の学生の研究

指導は実施していくことになると考えている。

　　④　高等研究院の教官は大きく分けて基幹教官、

流動教官、客員教官の三つであるが本学の教官

定員の２％以内４０人弱という規模だとお考えい

ただきたい。基幹教官は５名程度考えており、

これは高等研究院の運営、人事、プロジェクト

の選定等に当たる固有の教官である。流動教官

として２５名程度を考えているがこれはプロジェ

クトの遂行に専念する教官であって、時限がく

ると元の部局に戻るということであり、最長５

年ぐらいの期間を考えている。客員教官は国内

外から招聘された任期付きの教官である。

　　⑤　プロジェクトは公募で行い１０件程度を考えて

いるが、点検評価は中間評価も含めて厳密に行

うことが計画されている。

　　⑥　現在、学内議論に付されているところであり

４月までには組織の長を定め、組織としての立

ち上げを早い時期に実施する。それができた段

階で概算要求も考えていくという日程で進めて

いるところである。

　２）資格教育院（仮称）について

　　①　大学院重点化後の大学院教育について社会的

な要請に一層応えるということが大きな目的で

あり、ロースクール、名大型ビジネススクール、

技術士等プロフェッショナル・スクールが一つ

の対象範囲になり得るわけであるが、それを全

学的な形で支援していくということである。

　　②　委員会方式にするかヘッドクォーター方式に
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するか等について検討する全学の資格教育院

（仮称）検討委員会が立ち上がったところであ

る。

　３）　キャンパスマスタープラン２００１について

　　①　名古屋大学は「キャンパスマータープラン９７」

を持っている。これは平成９年１２月に策定され

たものであるが、施設の狭隘化、老朽化の改善

を中心テーマとしている。

　　②　それと前後して大学院の重点化が全部局で進

んできたこと、従来の文・教育・工・理という

領域型だけではなく融合型の教育・研究部局も

できており今後も計画があること、大学の活動

も教育・研究活動から社会貢献活動等も含めて

多岐にわたるようになっていること、そういう

ことに応えるキャンパスマスタープランが必要

になってきたため、現在「キャンパスマスター

プラン２００１」を鋭意検討中のところである。

　　③　特徴としては部局にとらわれない土地、施設

の弾力的な活用、部分的、個別的なプランでは

なくて全学的協力による一体的なプランである

という点が一つの大きな特徴になっている。２

番目としてキャンパスの活用についての調査、

点検評価を行ってそれを活用していくというこ

と、３番目に教育施設、インフラ、屋外環境等

の全学に共通した基盤を整備していくというこ

と、これらが今度の「キャンパスマスタープラ

ン２００１」の中心になっていると考えている。

　４）名古屋大学国際フォーラムについて

　　①　国 際 学 術 コ ン ソ ー シ ア ム（Academic 

Consortium ２１) 、これは「ＡＣ２１」と言ってい

るが国際大学連合をつくっていくということ、

特に、これまでの学生・教職員の交流というこ

とだけではなくて共通の教育プログラム、ある

いは学位指導のプログラムというものをつくっ

ていくということである。

　　②　「ＡＣ２１」は先ほど総長から名古屋大学国際

フォーラムを３０年ぐらい続けたいという話が

あったが、それを支えていく組織になっていく

というものである。それを立ち上げるために来

年６月２３日と２４日にフォーラムを実施すること

としており、現在、準備を進めているところで

ある。具体的には中国の清華大学、アメリカの

ミシガン大学、フランスのポンゼショセ大学、

オーストラリアのシドニー大学、韓国のソウル

大学、この５大学をフォーラムのコアになって

いただくということで１月に集まっていただき

プレ会議を開催することとしている。

　　③　「ＡＣ２１」のこれからの運営についてはこれら

の大学を含む１０大学ぐらいをコアの大学にお願

いして将来の運営に当たっていくということを

考えている。

　　④　来年６月のフォーラムには四十数大学、全学

間協定を結んでいる大学の学長等をお招きした

いと思っており、現在、既に二十数大学から回

答をいただいているところである。

　　次に、伊藤副総長から、次のとおり教養教育院に

ついて説明があった。

　　①　学術憲章に基づくアクションプランの一つと

して構想してきた教養教育院を学内措置ではあ

るが、１２月１日に設置することにした。本学の

学部間に共通する教養教育、専門基礎教育は全

国的に見ても一定の評価を受けていたが、全学

教育として更にグレードアップをしていこうと

考えている。

　　②　教養教育院は登録教官群とこれを統括する統

括部からなっている。登録教官群は本学の全教

官及び学外の有識者、有資格者が登録するもの

であって、ただ名前を登録するだけでなくてど

のような科目を担当できるかということについ

ても登録していただくこととしている。登録を

していただくとこれを強力に統括するヘッド

クォーターが必要であるので、教養教育院統括

部がこの役目を担うことになる。
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　　③　統括部は全学教育の企画・立案、登録教官群

から最もふさわしい実施体制の構築、特に重視

しているのはＦＤの企画と実施である。全学の

教官が全学教育に意欲的に取り組み、カリキュ

ラムの方向性、教授法等に理解を深めてもらう

ため、それらを組織的に支援する体制が極めて

重要であると考えている。

　　④　このＦＤを具体的に進めるに当たっては、そ

の基礎となるカリキュラム評価、授業評価を行

う必要がある。この基準づくりにもヘッドク

オーターとしての統括部に当たっていただくこ

とにしており教科書等の教材作成も考えている。

　　⑤　これらを技術的に支援する組織が必要である

が、本学には高等教育について多くの知見を持

つ高等教育研究センターがあり、全面的な支援

をあおぎたいと考えている。

　　⑥　このような教養教育院体制に移行するために

は、全学的な理解と現状の全学共通教育の総括

が必要である。現在まで全学教育委員会の下に

二つのワーキンググループ、教務関係委員長が

集まっているワーキンググループで活発に議論

をいただいている。これらの議論をすべて教養

教育院に引き継いで、更に全学教育の具体化に

努めていくこととしている。

　　⑦　教養教育院の構成は専任教官１０名、兼担教官

１５名を予定しているが、本年度の４か月間につ

いては専任教官６名、兼担教官２１名の配置をし

て４月から本格的に稼働させるための準備期間

としている。

　　⑧　この教養教育院は学内措置で発足することに

なるが、一定の成果を短期間のうちに上げて速

やかに省令化に向かいたい。

　　次に、小池事務局長から、「名古屋大学芸術文化プ

ラザ」（仮称）建設計画とＰＦＩ事業の活用について

説明があった。

　　①　この構想については、１０月１７日に行われたマ

スコミ各社に対する総長記者会見において表明

したものである。

　　②　市民と大学との接点を更に強固にするという

観点から、学術的な機能を更に高めるとともに

大学に必要な芸術文化、並びに国際性の機能を

併せ持つ複合型の施設として考えている。

　　③　具体的にはコンサートホール等を考えたとき

に、ＰＦＩ (Private Finance Initiative) 事業を活

用してはどうかと計画した。

　　④　ＰＦＩ事業は民間の資金とサービスを最大限

活用してより魅力的な公共施設を整備する方法

であって、土地は国が提供し建物及び運営につ

いては民間企業が行う。国は施設の運営費など

を約３０年間かけて支払い支払期間が終了すると

所有権が移ることも可能であり、初期投資が不

要だということが大きなメリットであると理解

している。

　　⑤　現在、建設会社を中心に７社から照会が来て

おり、引き続き検討を行うこととした。

　　以上の説明の後次のとおり質疑応答が行われた。

　　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。）

◎　野依教授のノーベル化学賞受賞は国民全体に対す

る朗報であると同時に学術、あるいは国立大学の振

興という観点からも大変大きな意義を持つことであ

り、また、このような研究を育まれたことは名古屋

大学にとっても大変な栄誉と思う。お喜び申し上げ

る。

◎　アカデミックプランに基づく高等研究院、教養教

育院は大きな意味を持つと思う。高等研究院につい

ては将来的に高等研究院で研究に専従する方の研究

活動を充実発展させる上で、既存の人材をどう活用

するかということ、併せて研究費で雇用できるシス

テムを構築するということが法人化も視野に入れる

とおそらく必要になってくるのではないかと思う。
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その意味で基幹教員、客員のあり方にもよるが外部

のプロジェクト等なら間接経費等が今後入ってくる

ので、研究費の中に人件費が含んでいるという認識・

観点から、研究人材の確保という点についても将来

的には何か工夫をいただくと強力なものになるので

はないかという感想を持った。

○　高等研究院の検討に当たっては当初１９４６年のＳＲ

Ｉ（スタンフォード・リサーチ・インスティチュー

ト）が大学内研究所を四、五十持っていて、その後

１９７０年に人件費も含めて独立体として大学から出て

今日自立できているという状況を見たりすると、高

等研究院がＳＲＩの初期の状況でゆくゆくは産学官

連携の中で自立研究体に分離独立するというような

視点も含めて初期の発足を検討していく方が良いの

ではないかという気がしている。

△　ありがとうございます。

　

４　答申（素案）の検討について

　　大﨑会長から、資料の答申（素案）は各委員から

書面もしくは会議の席でいただいた意見を私の方で

一つにとりまとめさせていただいたものである。こ

れは事務局の方で事前に各委員にお配りをして意見

をいただいたものが資料ということで整理されてい

る。なお、今日、基本的な成案をまとめるというこ

とを目標に答申（素案）の各大くくりごとに事務局

で朗読をいただいてそれに即して意見をいただき最

後に包括的な意見をいただくという方向で進めたい

と説明があった。

　　それでは、答申（素案）の１名古屋大学の発展の

基本的方向について事務局から朗読願いたい。

△（以下、１について朗読）

　１　名古屋大学の発展の基本的方向について

　名古屋大学では、平成１２年２月に「学術憲章」

を定め、大学発展の基本的方向を明らかにされた

ところである。当運営諮問会議としても、基本的

にこれを支持するものであるが、その具体化に当

たって、特に次の諸点を考慮されることを希望す

る。

　　１）学術憲章に基づくアクション・プランの策定

　学術憲章の具体化については、大学におかれ

ても既に取り組みを開始しておられるところで

あるが、具体的な戦略に基づくアクション・プ

ランを早期に策定することが必要である。その

際、世界的な研究大学を目指す名古屋大学とし

ては、具体的目標の設定に当たって、世界の代

表的大学を比較の対象として、ベンチマーキン

グを行うことも一つの有効な方法であると考え

る。

　　２）新時代の要請に応える人材の育成と研究の展

開

　急速に変化、発展する新しい時代の諸要請に

応えるためには、複数の専門にトライできる十

分な基本的能力と変化に柔軟に対応できる総合

的、複眼的視野を持つ人材の育成や既成の分野

に囚われない多様な研究の展開が肝要である。

　名古屋大学では、総合大学として、学問の諸

分野にわたって高度な教育・研究を担ってこら

れたが、このような要請に応えて、教育・研究

両面にわたり各分野間の交流・協力を促進する

柔軟な組織・運営システムを構築し、総合大学

の長所を十分に発揮する必要がある。

　　３）優秀な人材の誘致

　大学の発展の基本は、優秀な人材の招致・確

保にある。そのためには、教員の採用に当たっ

て公募を原則とし、広く国の内外から優れた人

材を求めることが肝要である。また、大学とし

て戦略的に重点を置く分野については、知名度

の高い人材を集める特別の努力も必要である。

　また、ポストドクトラル・フェローまたはそ

の修了者で、独自の研究費を獲得している内外

の若手独立研究者に研究の場を提供し、多彩な

人材を大学に引き寄せることも考慮すべきであ

る。

　　４）優秀な学生の確保
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　名古屋大学が目指す教育に適した優秀な学生

を広く求めるため、名古屋大学の教育方針、内

容、特色等と大学が期待する学生像を、高校生、

高校教員、父母等にわかりやすく示す必要があ

る。そのため、ホームページによる効果的な情

報発信、高校生の体験入学、高校対象の講義・

セミナーの実施など様々な工夫が必要である。

また、優秀な留学生招致のため、帰国留学生を

含む留学生への対応の質的レベル・アップを図

ることが必要である。

　　５）世界水準のキャンパス・施設の整備

　大学の根幹となる教育研究施設は、世界水準

をクリアーするレベルのものを整える必要があ

る。現在の施設の状態は問題が多いが、今後の

施設整備に当たっては、人の交流を促す空間の

配置や真に効率的な空間の使用を十分配慮すべ

きである。また、長期的展望の下に植樹を行う

など学生・教職員の憩いの空間造りや、深夜ま

で研究に従事する学生・教職員のニーズに応じ

た、食堂等の生活施設の運営に十分留意する必

要がある。

◎　この部分が総論的なご意見を集約した部分である

が、これについてまずご意見いただきたいと思う。

事前にお寄せいただいたご意見では、委員からキャ

ンパス施設の整備でご意見いただいているが。

○　よく聞くのは「夜、安全ではないキャンパスになっ

た」ということであり、主要な道は明るくするなど

配慮すべきであると思う。

◎　安全確保の問題であると思う。次に、優秀な学生

の確保についてご意見を寄せられているが。

○　名古屋大学説明会の開催とか引き続いてこういう

努力をいただいていることにまず感謝を申し上げた

いと思う。優秀な学生の確保という点は触れていた

だいているわけであるが優秀な学生の確保のために

も、また、高等学校の教育に与える絶大な影響力を

考えても、大学入試の実施体制の充実をお図りいた

だけたらありがたいと思う。

◎　入試のことに触れてなかったということは、これ

はとりまとめの際の手落ちでありもっともだと思う。

今の委員のご意見はそのままいただいてよろしいか。

それでは２ユーザーの視点からの教育・研究の推進

について、朗読願いたい。

△（以下、２について朗読）

　２　ユーザーの視点からの教育・研究の推進

　大学は、アカデミック・スタッフの知的探求心

に基づく自由な研究とその成果を活かした教育が

活動の基本であり、この特性を十分に尊重するこ

とが、他機関では得られない大きな成果につなが

るものである。同時に、国民の意思に基づいて設

置運営されるべき国立大学としては、教育・研究

活動が、国民、社会のニーズに適切に応えるもの

になっているかを、常に点検し、国民の期待に応

える責任がある。このような観点から、次の諸点

について適切な措置を講じられることが必要と考

える。

　　１）ユーザー・ニーズの把握のためのシステムの

構築

　各界の有識者で構成するニーズ検討会議（仮

称）を設け、ユーザーの特定、ユーザー・ニー

ズの明確化、ニーズ・オリエンテッドの教育・

研究推進方策の検討等を組織的に進める必要が

ある。

　　２）産官学交流の場造り

　プロヴァイダー（大学）とユーザー間の意志

疎通の「双方向性」を確保するための産官学交

流の場造りが必要である。

　　３）学生のニーズの組織的な把握と対応

　教育については学生が最大のユーザーである

という観点も重要であり、学生の授業評価等を

通じて、学生のニーズの組織的な把握とそれへ

の対応が重要である。その一環として、駅前、

海外等でのビジネス・スクール等の開設等も検

討に値する。

◎　この２は運営諮問会議の性格からいって大変重要
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な部分であるが、委員のご意見を体してまとめさせ

ていただいた。委員からご意見が寄せられているの

でどうぞ。

○　特に研究者自らがユーザー・ニーズの把握に努め

て、主体的な研究活動というこの「主体」という言

葉を何らかの形でこの項の中に追加していただけれ

ばと思う。

◎　要すれば、人から言われたからやるということで

はないということになれば本物になるということで

あると思う。結局、１のような試みで、一度大学の

教育・研究を見直していただく、こういう目で見直

していただくことの重要性というのを十分認識いた

だいて組織的な取り組みをいただければということ

が中心かと思う。委員のご意見は基本的なご意見で

あるので、ご趣旨を中に入れるようにさせていただ

く。それでは次に３学外との連携協力の強化につい

て、朗読願いたい。

△（以下、３について朗読）

　３　学外との連携協力の強化

　ユーザー・ニーズの把握・対応に当たっては、

学外との連携協力の強化が不可欠である。このた

め、広く社会に開かれた大学の運営が望まれるが、

特に次の諸点について、適切な措置が講じられる

必要がある。

　　１）地域に開かれた大学への取組み

　中部地域の基幹大学として、地域の大学との

協力体制の構築にリーダーシップを発揮される

ことを期待する。また、地方公共団体の政策形

成機能向上への協力や地域住民のための教育活

動の強化など、地域社会に貢献し、信頼される

大学となるための積極的取組みが望まれる。

　　２）企業等との人的交流の促進

　産業界をはじめユーザー・ニーズに適切に対

応するためには、ユーザーの当面する課題と大

学の教育・研究のあり方について、産学双方が

共通理解を深めることが基本である。そのため

には、教官層における産学間の人的交流が最も

効果的であり、産学双方が任期制採用、非常勤

職の兼業等種々の形態で人的交流を促進するこ

とが望ましい。また、地方公共団体等地域社会

との人的交流も同様に積極的に促進することが

必要である。

　　３）産官学連携・協力の推進

　先端技術共同研究センターのリエゾン機能の

充実を図り、愛知県等地方公共団体や東海地域

インターンシップ推進協議会、科学技術交流財

団、愛知県中小企業振興公社等コーディネー

ター関係機関との協力関係を深め、産官学の連

携協力を推進する必要がある。

　　４）技術移転の推進

　大学において起業を目指す研究者を支援する

とともに、ＴＬＯなどを活用し、ベンチャー・

ビジネスを起こせるような教育環境を整えるこ

とも考慮すべきである。

◎　この部分については、委員から形式的なご注意だ

と思うが財団法人である組織については、財団法人

であるということを明示をしてほしいというご意見

がある。また、委員から全般にわたってご意見をい

ただいているのでご説明いただきたい。

○　同じように３の１）以下で「地方公共団体」となっ

ているが、文章のニュアンスからすると一般的な公

共団体と広げないで行政に絞った「地方行政機関」

と直した方が良いのではないかということである。

これは専門ではないのでお任せするが後三つお願い

したい。まず３の１）にあるが、これから高等研究

院等も含めていろいろいろなことにもっと協力にと

どめないで政策提言にまで大学のあり方を経営とし

て考えていっていただきたいという意味で、「協力」

の後ろに「政策提言」という言葉を入れていただき

たい。それから３の３）でリエゾン機能というのが、

現状は工学研究科、先端技術共同研究センターに

なっているわけであるが高等研究院等をつくってい

くとかいろいろなことを考えれば、これは早急に全

学組織のリエゾン機能にしないと文理融合も含めて、



２７

いろいろな意味で齟齬を来していくような気がして

いるので「全学組織としてのリエゾン機能」という

ことでご努力をいただきたい。３の４）は技術移転

の現状はＴＬＯにあって、正確に言えば「技術移転

はＴＬＯなどを積極的に活用し」と、ベンチャー等

について文言は区切るべきではないかという意味で

言葉の修正をお願いしたい。

◎　「地方公共団体」と言うか「地方行政機関」と言う

かというのは、確かに「行政機関」と言った方がよ

り具体性がイメージされるという点があるが、一方

「行政機関」と言った場合の解釈の問題等もあるの

で、この点は専門家の意見を後ほど聴くこととする。

２番目の「政策提言」のところはこれは私の感じで

あるが、大学として「政策提言」をするというのは

大学の本来の使命からすると少しはみ出していると

思う。つまり大学が実質的な政策提言されるのは良

いわけであるが、研究成果としての提言であってそ

れを地方公共団体が政策にどう取り入れるかという、

そこのプロセスが大学と地方自治体とのいろいろな

意味での連携強化という中で構成されるという感じ

もするので、ストレートに「政策提言」と言うこと

については若干ためらいが正直言ってある。

△　今、会長が言われたようにしていただければあり

がたいと思っている。というのは大学というのは一

つのアカデミーである。情報の提供については最大

の努力をするが政策に提言まで踏み込むのは若干や

り過ぎではないかと思っている。

◎　原文では「地方公共団体の政策機能向上への協力」

という表現になっているが、委員のご趣旨をより体

すればご説明のように研究成果なり情報の提供とか

具体的な例示も含めて、また表現を少し考えさせて

いただく。３）のリエゾン機能は、全学組織として

のリエゾン機能であるべきだというのはもっともで

あって、おそらく大学としてもあるいは先端技術共

同研究センターの理念としても、そういうつもりで

おつくりになったのだろうと思うが、委員のご指摘

のような実態にとどまっているということだと思う

ので単に「先端技術共同研究センターのリエゾン機

能の充実を図り」ということではなくて、全学的な

教育・研究の観点からのリエゾン機能だということ

を何らかの形で明確にする。ただこれは先端技術と

いうことでどうしても守備範囲に制約が出てくるの

はやむを得ない。先端技術共同研究センター以外で

社会との全面的な接点、リエゾンというのをどう図

るかというのは、別の工夫がおそらく必要になって

きて、前にあるユーザー・ニーズの把握のためのシ

ステムというあたりで吸収して考えるということか

もしれない。つまり先端技術共同研究センターが先

端技術という点についての全学的なリエゾン機能を

十分果たすようにしてもらうということをここでは

強調をさせていただいて、名古屋大学全学としての

社会とのリエゾン、接点というのは、またそれ自体

別に構築するというように分けて考えた方が良いよ

うな気がする。

○　７月４日の運営諮問会議で委員からもご紹介が

あったと思うが、いろいろな研究については国内の

大学よりもＭＩＴ等含めてアメリカの大学に頼む

ケースが多い。１１月１９日の全国のサミット会議でも

国内大学への研究費に比べると１桁違いの研究費が

アメリカの大学等と契約しているということが新聞

記事に載っていた。このままのこういう状態でやっ

ていると、日本の大学の相当数で研究の空洞化が既

に産業界から見ると起こり始めているということに

危機感を持っているわけである。そういう意味でも

工学研究科だけではなくて、むしろ文系も含めたそ

ういう機能が大学の受け皿としてないとユーザー側

から「このニーズでお願いしたい」といったときに

ついていけないのではないか、もうそこまできてい

るという感じがしている。文理融合で外からのニー

ズに応えられる検討がされ研究活動等もそれに応じ

てスムーズにやっていけるといった体制を早くにつ

くられるべきではないかと思う。東大等も産学連携

室をつくるとか他大学は相当はっきりした方向性を

お持ちなわけであるので、それをリエゾン機能とい
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う言葉で名古屋大学の場合は進化された方が、アメ

リカの例を見ると良いのではないかなという感じが

している。

◎　要するに産学共同を発展させるという視点が基本

的にあるので、現在、その窓口が先端技術共同セン

ターだけで良いのかと、あるいはその機能を充実す

るということだけで十分なのかという点がおそらく

委員のご心配の点だと思う。産学官連携という観点

に立って全学的なリエゾン機能の充実ということを

ここでメンションするということについてはそのよ

うな方向で修文をさせていただく。それから技術移

転、起業の推進であるが、これについては法人化の

際には、むしろ大学自体が外部につくったＴＬＯと

いうよりは、大学自体がこういうことを積極的にや

るべきではないかという考えが片方にある。私もど

ちらかというと法人化するのであるなら、大学がそ

ういう部門をきちんとつくる、今のお話の趣旨にも

その方が沿うのかなという気もして「ＴＬＯなど」

ということで少しぼやかしている。これは委員と少

し意見を異にするのは学部段階で起業家教育をやる

ということは個人的にはあまり賛成ではなくて、つ

まり、ベンチャービジネスは失敗する確率がはるか

に高いからベンチャービジネスなのであって、大学

における学生の教育についてそれを意識した教育を

やるよりは、もっと基本の能力を十分付けさせてい

く方が本筋ではないかと思う。ベンチャーを起こす

というのは、むしろある程度研究者として独り立ち

した人に期待するというのが本筋で少なくとも学部

段階にそういうことを持ち込まない方が良いのでは

ないかといことを申し上げたことがあるが、そのと

きの反論は起業家教育といっても、例えば特許の管

理とかをやるだけで良いというようなことをその推

進者がお答えになったことがあった。それだったら

あえてベンチャービジネス、起業家教育などという

ことを言わなくても良いではないかというやり取り

をしたことがある。起業を目指す学生支援というの

が大学の重要使命であるということを明記した方が

良いのかどうかご意見を伺いたい。

○　立場から言うと、多分「そういうことをしっかり

やってください」という意見を言うのが一般的だろ

うと思うが、会長のご意見と全く同じであって、大

学の中でベンチャー・ヒジネスを起こせるような人

材を育成するとか能力をつけさせるというのは教育

の一般論としてあると思うが、制度としてそういう

ものを大学教育から生み出そうという話は少し違っ

ているのではないかなと思う。ベンチャーは大学で

ある知識を得ればできるものでは決してなくて、資

金の回り方だとかリスクをどういうようにだれがと

るとか、教育とはかなり違った分野が大きな要素を

占めていると思う。そういう意味で、ここはあまり

そういうことを強調しない方が良いのではないかと

思っている。

△　ご意見はそれぞれごもっともで、学内の全学的な

産学官というか、社会に向けての組織づくり、工学

研究科が最も進んでいてそれを先導しているのは先

端技術共同センターであるが、それを全学のものに

きちんとつくり上げていこうという努力をもう始め

ている。それから産学官連携についての説明ではイ

ンパクトとして書いておいた方が良いかと思ってア

ントレプレナー教育の充実と、これは実際には学部

の２年生に現在２単位でそういう科目があり、それ

から修士の２年生に総合工学科目として正規の科目

で単位をつけるというところを始めたわけである。

しかし、実際に起業の具体的なことをやっているわ

けでは決してない。むしろ世の中のものづくりとい

うのは、実際どういう努力とプロセスを踏んででき

上がっていくのかを中心にして教育を少し始めてい

るということである。外向けには社会人を対象にし

てフォーラムなどを開催しているが、学生自身に委

員が言われたように具体的に、知的所有権のとり方

がどうだとかそういうことを講義していくような予

定にはなっていない。

◎　この原案が「ＴＬＯなどを活用し……」というの

で流しているので、少しメリハリがきいてない点は



２９

確かにあろうかと思う。

○　決して大学において起業を積極的に進めるべきだ

という提言をしているつもりではない。アントレプ

レナーも含めて、そういう教育環境等々を積極的に

今後は展開していただきたいということである。一

方、ベンチャーを「ＴＬＯを活用し」というのは、

コーディネーターをやっている立場で申し上げると、

とてもできる体制ではないしできないと言った方が

良いので、中部はそういう問題を大学もやらない、

ＴＬＯもやらないとなると文部科学省が言っている

雇用創出 ５３０万人というのは中部はどうするのかと

いうことであって、文章表現は修正していただいて

結構である。

○　もう一つよろしいか。ここで技術移転の推進とい

う項目では、ベンチャーというか起業をどうするか

ということが書かれている。しかし起業がというこ

とでは、別な要因も土壌も大きなものが必要だと思

う。ただ、技術移転についてはこれはそれなりのルー

ルなりシステムできっちりとやるということが非常

に大切なことではないかと思うので、是非この項目

は内容を技術移転にもう少し触れていただく方が良

いのではないかと思う。それはベンチャーであって

も結構であるし学内の研究としてされるのも良いが、

既存の企業なり既存の何かがその移転を受けて製品

化したり工業化したりするということも大切な話だ

と思う。

○　全く同感である。そこが正確に議論してこなかっ

たことで、あいまいに使われている感じがした。

◎　わかりました。適切なご指摘をいただいたので大

学における技術移転への努力という観点から文章を

修正させていただく。実は私の個人的な感じでは、

要するにベンチャービジネスが大学からも出てくる

というのは、技術移転の一形態としてとらえるべき

だと思っていたので一緒に書いてある。その考えは

別に修正することはないと思うが肝心の本体の技術

移転の方の表現がおろそかになっているので、委員

のご趣旨に沿って修正をさせていただきたいと思う。

それではその個所はよろしいか。何かご注意はある

か。

○　今の点で技術移転の推進が主目的であってそれに

付随するのがベンチャーだという視点は崩さない方

が良いと思う。

◎　委員のご意見が一致しているのでその方向で修正

させていただく。それでは次の４自主・自律の運営

体制の確立とアカウンタビリティの向上について、

朗読願いたい。

△（以下、４について朗読）

　４　自主・自律の運営体制の確立とアカウンタビリ

ティの向上

　法人化を視野において上記の提言の実現を期す

ためには、教学・経営の両面にわたって、学内の

管理運営システムの抜本的改革が不可欠である。

各部局の教授会を中心とするこれまでの大学自治

のあり方は、短期的利害に起因する外部からの干

渉を排除し、教育・研究活動における個々の教員、

個々の部局の主体性を保障することにより、大学

の使命達成に大きく貢献してきた。

　しかし一方、社会・経済の急激な変化、学術・

科学技術の急速な進歩、国際化の進展等に伴う教

育・研究に対する新たな要請に対応する上で、現

在のシステムが有効に機能し難いことも否定でき

ない。ことに、法人化された場合を考えると、独

立の経営主体として、政府をはじめ学外諸機関、

諸組織と協議・交渉する当事者能力を強化しなけ

れば、大学の主体性を保つことが困難であり、大

学自治自体も危うくなるおそれが大きい。

　この機会に、新しい時代の要請に応える新しい

大学自治を構築する観点から大学の運営体制を抜

本的に見直し、自主・自律の運営体制を図るべき

である。

　同時に、大学運営の透明性を確保し、的確な自

己点検・自己評価に基づく情報公開を積極的に行

い、国民、政府をはじめ関係者に対するアカウン

タビリティを強化する必要がある。
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　その際、特に次の諸点に十分注意を払うことを

要望する。

　　１）総長の権限強化に伴う企画・執行体制の確立

　現在構想されている法人化案では、学長は法

人・大学の最高機関として強力な権限を有する

ことになる。大学の教育・研究の発展のために

は、それら権限を基盤とする総長の適切なリー

ダーシップの発揮が強く望まれる。そのために

は、経営、教学それぞれについて総長を補佐し

て企画・執行に当たる運営組織を整備するとと

もに、経営・教学それぞれについて学内外の意

見を適切に集約・反映し、総長の意志決定の基

盤となる全学的審議機関を整備する必要がある。

　　２）総長の選考方法の改善

　強力な権限を有する総長に適任者を得ること

が法人化後の大学運営の最重要課題である。そ

のためには、選挙方式による場合でも選挙候補

者の選考段階において、学内外の有識者による

検討を行うなど適切な選出方法を検討すべきで

ある。

　　３）自己点検評価体制の確立とアカウンタビリ

ティの向上

　自己点検評価体制を確立して各種外部評価に

主体的に対応し、評価結果を自己改革に結びつ

けるとともに、自己点検評価の結果など大学の

諸活動に関する情報を広く学内外に積極的に公

開する必要がある。

◎　これについて文書で委員から追加のご意見がある。

○　私ども企業はこの２０年間ぐらい本当に苦労しなが

らどうやって企業内の活性化を図るかということを

一生懸命に考えて、人事制度をかなり大きく変換を

してきたという経緯がある。そういうことが本当に

論議をされていくことが比較的近い将来必要になっ

てくるのではないかと思われる。それは何かと言う

と、総長の選出方法を改善するというようなことが

仮に機能してうまくいくようになったとしても、

もっとベーシックにあるおおもとの改革が裏打ちさ

れてこないと、結局はうまくいかないのではないか

と思う。これは企業の社長をどうやって選ぶかとい

うことと全く同じで難しい課題であるが本当に成果

主義というか、そのようなものが取り入れられた組

織運営なり、いろいろな制度、人事制度があって初

めてうまくいくように思うので意見として出させて

いただいた。

◎　非常に本質的な問題で事柄自体としてはおそらく

異論がないかと思うが、それを大学に当てはめてい

かに有効なシステムが構築できるかということが非

常に難しいために、今日まで正面からの議論があま

りなされてこなかったという感じはする。

○　そのとおりだと思うが、その方法自体が会長が言

われたように、かなり難しい側面を含んでいること

も事実であろうと思う。例えば欧米の大学で成績と

待遇がどのように関わっているかといえば、必ずし

も組織内の昇進自体に関わるというよりはむしろ組

織間の異動に関わってそういう評価が結びつくとい

うような形式がとられることが多いように思う。大

学というのはかなり専門家の集団で、その中での相

互の評価が直接に待遇に結びつくというのは、かな

り難しいのではないかと思う。そういう意味で具体

的にはどのような手だてが必要なのかは、待遇の差

別化がどのような形でできるのか他から招聘する場

合にどのような待遇のつけ方ができるのかを含めて、

もう少し考えるべきところがあるように思う。

○確かにいつも問題になりながら解決できないのは、

例えば評価しやすい研究では、論文がどういうのが

出たかに関して評価できるが、例えば語学教育でど

ういう工夫をし、それで試験をどういう工夫したか

に関してはなかなか評価の対象に上げられにくい。

教官の側の評価の基準を考えるときには相当多面的

な要素を考慮しないとかえって非常に不公平が生じ

るということがある。その点は留意していただきた

い気持ちを持っている。

○　やはりだれがどういうシステムで評価するかとい

うのはなかなか難しいと思う。大学で今すぐできる
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問題というのは人事を公募にするということと、そ

の公募を教授だけではなくていろいろな段階から公

募にする、そのことと期限付きにするということで

自然にある年月で評価ができ上がっていくことだと

思う。

◎　いずれにせよ人事の取り扱いに柔軟性を持たせる、

その柔軟性をもたせるときに業績なのか成果なのか、

成果主義という言葉は企業では熟している言葉か。

○　業績主義と同じぐらいのレベルだと思う。

◎　教職員の業績あるいは成果というものが処遇に反

映をするというシステムを検討するということで、

その中に昇任や給与も当然あると思うし、外国から

ノーベル賞級の教授をお迎えするなどといえば当然

何か別のことを考えないといけないから、今の委員

のご注意も踏まえながら問題提起をさせていただく

という方向にさせていただきたい。

○　知的クラスターの中部地区におけるテーマをナノ

テクノロジーではということで今、県も含めて検討

が進んでいるわけであるが、こうした場合大学内で

ナノテクについてどういう先生が何をやっているか

ということが出てくるかというと、そういうデー

ターが作られていない。また、日頃からそういうこ

とが学内で管理されてないような感じを受けている

ことが１点、それから私たち企業人から見ると大学

の場合は各教官の学問の自由のもとに、本当に連携

がとれていないというのを実感していて、学科、学

部を超えた連携強化という問題は文理融合を強く言

うのであれば、もっと足元から全教官がそうすべき

なのではないかなという気がしている。

◎　要するに評価結果を自己改革に結びつける際のプ

ロセスとして、情報の共有、あるいは積極的な活用

の姿勢が当然あるべきであるというのはご指摘のと

おりだと思うし、それをここでもメンションさせて

いただく方が当然よろしいかと思う。あるいは基本

的に他の個所でも適切なところがあれば取り入れさ

せていただくということで、委員のご趣旨は反映す

るようにさせていただきたい。全体にわたって振り

返ってみて、大体これまでのようなご意見を体して

修文をさせていただくということでよろしいか。大

学サイドとして注意があれば伺いたい。

△　大変的確にご指摘をしていただいている。大学と

してはこの会が始まったころからの議論を少しずつ

実行に移しているつもりであるが、答申（素案）を

受けて一挙に加速させて進めていきたいと思うので、

よろしくお願いしたい。

◎　それでは、ただいまいただいたご意見を基に修文

させていただくがこれは私にお任せをいただくとい

うことでよろしいか。ありがとうございました。で

は、これからの予定について事務局から説明願いた

い。

△　会長にご一任いただいたということで次回会合で

は最終答申（案）について説明、了承を得た後、総

長に答申をいただくという手順でお願いいたします。

◎　なお、最初の表書きのところは、大学の方と相談

して修文をさせていただきたいのでよろしくお願い

したい。

△　本当にありがとうございました。先ほども申し上

げましたができるだけ早く答申に従って進めていき

たいと思う。

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１４年３月２６日 ( 火 )（１５時３０分～１７時００分）

となった。

以　上　
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　名古屋大学全学同窓会の設立に向けた部局同窓会等

代表者懇談会（プレ発会式）が、本学の卒業生や部局

長等学内関係者約６０人の出席を得て、３月５日、シン

ポジオン「ユニバーサルクラブ」において、開催され

ました。

　このプレ発会式は、本学の卒業生等に大学全体の活

動を情報発信し、大学と社会の交流の核となる新しい

タイプの全学の同窓会設立に向けて、部局同窓会を始

め学内外の一層の理解、支援を願うために企画された

ものです。

　プレ発会式は、始めに松尾総長のあいさつ、続いて

来賓を代表して太田和宏　豊田紡織株式会社取締役会

長（工学部卒業生）のあいさつがあり、次に伊藤全学

同窓会設立委員会委員長（附属図書館長）から全学同

窓会の設立の理念（別紙）の説明や検討状況の報告が

ありました。

　会場では、同窓生らと全学同窓会設立についての意

見交換が終始なごやかに行われました。

部局同窓会等代表者懇談会
（全学同窓会プレ発会式）が開催される

▲司会の水谷設立委員会副委員長（社団法人キタン会常務理事）

▲太田氏によるあいさつ ▲伊藤委員長による説明
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　大学は大きな変革期を迎え，新しい大学のあり方が

模索されている。名古屋大学ではその一環として，名

古屋大学学術憲章を平成１２年に制定した。その中で，

名古屋大学は基幹的総合大学としての責務を持続的に

果たすために，活発な情報発信と人事交流が必要であ

るとしている。大学が社会へ向けて情報発信および研

究教育活動への参加や支援を求めるためには，大学構

成員の努力だけでなく同窓生などの支援協力が不可欠

であり，同窓会組織は重要な役割を果たす。

　従来は，部局同窓会が同窓生間の情報交換や親睦な

どの役割を果たしてきた。しかし，その活動はそれぞ

れの部局に限定され全学的な広がりを持つことは少な

かった。今後，大学の研究教育および同窓生などの社

会的な活動を広く情報共有し，大学と同窓生などとの

つながりを強める新しい形の同窓会活動が必要とされ

ている。

　社会に開かれた大学として名古屋大学が発展してい

くためには，大学と同窓会の緊密な連携が必要とされ

ており，大学と同窓会は連携して社会に一層の情報公

開を行い，社会から種々のニーズを汲み上げる必要が

ある。また，同窓生にとって，専門分野を越えての情

報交流は従来にもまして重要であり，名古屋大学に全

学同窓会組織を設立することが必要である。

　名古屋大学全学同窓会は，以下の活動を行う。

１）全学的な見地にたって，部局同窓会と連携しな

がら卒業生，学生，教職員の交流の場を提供する。

また，名古屋大学全体の種々の活動に関する情報

を同窓生などに発信する。

２）中部地域の基幹的総合大学として，名古屋大学

が地域社会や産業界と協力しながら進んでいく中

で，全学同窓会は部局同窓会などと協力しながら

その核となる。すなわち，名古屋大学全体の情報

発信や人的交流において，全学同窓会は中心的な

役割を果たし，名古屋大学が社会に開かれた大学

になるように大学と連携協力する。

３）全学的見地から，学術研究，教育および学生の

支援を行い，国内外で指導的役割を果たしえる人

材の養成を通じて，人類の福祉と文化の発展なら

びに産業に貢献するために，名古屋大学の声価を

高め優秀な人材を集めるように大学と連携協力す

る。

４）留学生を含む同窓生などの活動を把握し，大学

と連携協力をはかり情報交換と人的交流を促進す

る拠点を形成する。

５）各部局同窓会の相互の連携協力をはかるととも

に，部局を越えた横断的な同窓会活動や組織造り

を支援する。

名古屋大学全学同窓会設立の理念
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