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●ニュース

本学関係者３名が2008年ノーベル賞を受賞！

カンボジアで日本法教育研究センター開所式を挙行

全学同窓会カンボジア支部設立総会を開催

平野総長が中国科学院アインシュタイン・プロフェッサーとして講演

競争的資金制度に関する講演会を開催

平成20年度教育著作権セミナーを開催

人事評価制度第２次試行に係る評価者研修を実施

平成20年度技術職員研修を実施

平成20年度課長補佐研修を開催

●知の先端

世界最高エネルギー加速器実験で挑む新しい素粒子の発見 

－ LHC-ATLAS 実験いよいよ始まる－

戸本　誠（大学院理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター准教授／

高等研究院教員）

●キャンパスクローズアップ

工学部３号館

●部局ニュース

白川方明日本銀行総裁講演会を開催

第17回公開セミナー「天文学の最前線～元素から生命へ～」を開催

理数系教員指導力向上研修事業「高校教師のためのリカレント遺伝・ 

進化学講座」を開催

ライフトピア・敬老の日シンポジウムを開催

医学部保健学科本館改築に伴う銘板上掲式を挙行

中国・清華大学及びトヨタ自動車との合同シンポジウムを開催

メッセナゴヤ2008～環境チャレンジの祭典～に出展

第８回名古屋国際数学コンファレンスを開催

外国人留学生日本語研修コース及び日本語・日本文化研修コース修了式を挙行

第32回附属図書館研究開発室オープンレクチャーを開催

第13回附属図書館友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催

博物館コンサート「名大軽音楽部現役× OB ジャズセッション」を開催

第85回～第88回博物館特別講演会を開催

●環境への取り組み

東山キャンパス東地区廃液回収場の設置と運営状況

●名大を表敬訪問された方々

●受賞者一覧

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成20年８月16日～９月15日

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

ホームカミングデイ　―卒業生・地域住民との交流を求めて―

3
7
8
9
10
10
11
11
11

12

14

16
16
17

17
18
18
19
19
20
20
21
21
22

23
24
24
26
30

32

本
学
関
係
者
３
名
が
２
０
０
８
年
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
！

2 名大トピックス◦ No.185

名大トピックス
目次

No.185



　スウェーデンの王立科学アカデミーは、10月７日（火）、
2008年のノーベル物理学賞を本学の卒業生である益川敏英
名古屋大学特別招へい教授・京都産業大学理学部教授、
小林　誠高エネルギー加速器研究機構名誉教授ら３名に贈
ると発表しました。両氏の受賞理由は「クオークが自然
界に少なくとも三世代以上ある事を予言する、対称性の破
れの起源の発見」です。両氏は1972年、物質を構成する基
本粒子「クオーク」が６種類あれば、「CP対称性の破れ」
が説明できるという「小林・益川理論」を発表し、1995年
に６番目のクオーク「トップクオーク」が発見されたこと
で、この理論の正しさが証明されました。「CP 対称性の
破れ」の説明を試みる数多くの理論の中で、小林・益川理
論は、最も美しく無駄のない理論とされ、今日の「標準理

論」の基礎となっています。

　益川博士は、昭和37年に本学理学部を卒業、昭和42年に
本学大学院理学研究科博士課程を修了した後、理学部助
手、東京大学原子核研究所教授、京都大学基礎物理学研究
所教授等を経て、平成15年から京都産業大学理学部教授、
平成19年10月からは本学特別招へい教授に就任いただいて
います。
　小林博士は、昭和42年に本学理学部を卒業、昭和47年に
本学大学院理学研究科博士課程を修了した後、京都大学理
学部助手、高エネルギー物理学研究所教授、高エネルギー
加速器研究機構素粒子原子核研究所長等を経て、平成18年
に同機構名誉教授になられています。
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小林　誠博士

下村　脩博士

益川　敏英博士

ノーベル物理学賞　　益川　敏英博士、小林　誠博士
ノーベル化学賞　　　下村　脩博士
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　当日、午後７時15分頃、インターネット上に受賞決定が
発表されると、報道関係者が待機していた広報室は騒然と
なり、両博士を輩出した理学研究科では教職員から一斉に
大きな拍手と歓声が沸き上がりました。両博士にゆかりの
ある山脇幸一理学研究科教授の研究室には、多数の報道関
係者が集まり、取材が行われました。また、関係する研究
者や学生らが集まって、受賞の喜びを分かち合っていまし
た。また、平野総長からお祝いのコメントが出されました。
　翌８日には、両博士の受賞を受けて、理学研究科 C館
においてお祝いの垂れ幕が掲げられ、午後４時から、豊田
講堂第１会議室において、近藤理学研究科長及び山脇教授
の同席のもと、総長の記者会見が行われ、今回の両博士の
受賞についての喜びを語りました。
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益川・小林両博士の署名入り色紙（右下）を前に受賞を喜ぶ学生たち（10月７日）

大学院時代の益川博士と小林博士

1967年（？）理学部 E研（素粒子論研究室）が行った２中間子論25周年記念の職員会館でのパーティー
（左から坂田、益川、二宮、湯川）

小林博士

益川博士
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小林博士及び益川博士のノーベル物理学賞受賞についての
総長のコメント
　この度、本学の学部及び大学院で勉学された小林　誠博
士及び益川敏英博士がノーベル物理学賞を受賞される栄誉
に輝かれましたことは、誠におめでたいことであります。
　ことに、両博士が坂田昌一博士以来伝統のある本学理学
部で素粒子物理学を学ばれ、それを基礎に小林・益川模型
を完成させ、今回の受賞となられたことは、2001年のノー
ベル化学賞を受賞された野依良治特別教授に続き本学関係
者が受賞されたことに心から喜ばしく思います。
　両博士のご研究は、「CP対称性の破れ」の問題と呼ばれ、
宇宙はなぜ反粒子に比べて粒子が多いのかを解明するもの
で、この研究は、世界の素粒子物理学の理論研究の発展に
多大な影響を与えたものです。
　益川博士におかれましては、昨年10月１日より本学特別
招へい教授としてご就任いただいたところであり、この偉
大な功績の軌跡といったものを本学の学生にお伝えいただ
けたらと思います。
　この度の受賞により、本学の研究教育活動が大いに奨励
され、併せて我が国における学術研究が更に一層強力に推
進されることを信じて期待しております。

平成20年10月７日
名古屋大学総長　平　野　眞　一

　さらに、同アカデミーは８日（水）、2008年ノーベル化学
賞を本学理学部の元助教授である下村　脩　米・ボストン
大学名誉教授ら３名に贈ると発表しました。受賞理由は、
「緑色蛍光タンパク質GFPの発見と開発」です。下村博士
は、発光するクラゲの中から緑色の蛍光タンパク質（GFP）
を世界で初めて発見、精製することに成功しました。この
GFP を目印にして、生きた細胞中のタンパク質の振る舞
いを直接観察することが可能になり、分子生物学や生命科
学の発展に大きく貢献したことが高く評価されました。

　下村博士は、本学理学部の研究生として２年半を過ごさ
れ、昭和35年に本学において理学博士の学位を取得した後、
同年、米・プリンストン大学にフルブライト留学、昭和38
年から本学理学部助教授として２年間在籍されていました。

　当日、午後６時50分頃、インターネット上に受賞決定が
発表されると、前日に続く本学関係者の受賞に、大学全体
が大きな興奮に包まれました。下村博士が理学博士の学位
を取得し、また助教授として在職した理学研究科には、多
数の報道関係者が集まり、午後８時には、総長が同研究科
に駆けつけ、近藤研究科長及び遠藤斗志也教授の同席のも
と、緊急の記者会見が開かれました。
　同日午後10時30分には、吉報を受けた上村大輔本学名誉
教授が横浜から駆けつけ、同名誉教授の同席のもと、改め
て総長の記者会見が行われました。関係者が見守る中、40
名以上の報道陣が出席し、会見後にも多数の質問が寄せら
れるなど、深夜まで祝福に包まれていました。
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益川・小林両博士の受賞を喜ぶ山脇幸一理学研究科教授
（10月７日）

第３回平田記念レクチャーにて 中央が下村博士、左が上村名誉教授、
右が田中尚男愛知教育大学名誉教授（2007年２月６日）



下村博士のノーベル化学賞受賞についての
総長のコメント
　この度、本学において研究生として勉学され、また、助
教授として在職された下村　脩博士がノーベル化学賞を受
賞される栄誉に輝かれましたことは、誠におめでたいこと
であります。
　ことに、平田義正博士以来伝統のある本学理学部で生物
有機化学を学ばれ、ウミホタルの発光物質の結晶化に世界
で初めて成功されたことによって、今回の受賞のもとを築かれ
たことは、昨日の物理学賞受賞の益川、小林両先生に続き、
本学関係者の大いなる喜びであり、励ましになります。
　この度の受賞により、本学の研究教育活動が大いに奨励
され、併せて我が国における学術研究が更に一層強力に推
進されることを信じて期待しております。

平成20年10月８日
名古屋大学総長　平　野　眞　一
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記者会見場の様子（10月８日）下村博士の受賞を受けて喜びの記者会見 
左から平野総長、上村大輔名誉教授（10月８日）
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　名古屋大学日本法教育研究センター開所式が、９月５日
（金）、カンボジアの首都プノンペンにあるカンボジア王立
法経大学において行われました。
　今回の同センターの開設は、2005年のウズベキスタン・
タシケント国立法科大学、2006年のモンゴル国立大学、
2007年のベトナム・ハノイ法科大学に続き４か所目となり
ます。
　同センターは、王立法経大学法学部生を対象に、日本語
により日本法の教育を行うことを通じて日本法に精通した
法曹を育成し、将来カンボジアの法整備に貢献することを
目的としています。毎年度20名の学部学生を選考後、最初
の２年間は、宮島良子法学研究科特任講師による日本語教
育を行い、３年次以降は日本法を教授し、そのうち優秀な
学生を大学院レベルで留学生として本学に受け入れる計画
です。
　開所式は、王立法経大学の講堂において開催され、日本
側から玉井日出夫文部科学省文部科学審議官、小川真由美
文部科学省大臣官房国際課国際協力政策室地域第一・第二
係長をはじめ、平野総長、佐分理事、伊藤図書館長、杉浦
法学研究科長、鮎京法政国際教育協力研究センター長ら
が、また、現地からは、篠原勝弘在カンボジア日本国大使、
アン・ヴォン・ワッタナ司法大臣、イム・セッティ教育・

青少年・スポーツ省次官、ユーク・ゴイ王立法経大学学長
ら約200人が出席しました。
　総長から「本学法学研究科と王立法経大学との過去10年
に渡る学術交流の実績を基に同センターが設置されること
は大変意義深く、本事業の成功のために本学として責任を
果たして参りたい。」とのあいさつがあり、玉井文部科学
審議官より「同センターがカンボジアの法曹人材の育成に
寄与し、カンボジアと日本の法政分野での架け橋となるこ
とを希望する。」との祝辞が述べられました。次に、カン
ボジア側の来賓より同センターの活動に対し強く期待する
旨のあいさつがあり、その後、杉浦法学研究科長及びゴイ
学長との間で、センター設立の覚書が取り交わされまし
た。引き続き、大学内に新しく建設されたばかりの日本法
教育研究センターの教室において、テープカットを行った
後、教室内に設置されたテレビ会議システムを使って、名
古屋大学、ウズベキスタン、ベトナムの各センターと繋い
で遠隔授業のプレゼンテーションが披露されました。
　また、開所式終了後、会場を移して開所記念レセプショ
ンが開かれ、多数の各界関係者が集まり、本学及び同セン
ターの前途を祝しました。現地の日本人による太鼓演奏や
カンボジア民族舞踊等の華も添えられ、盛会となりました。
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覚書に署名する杉浦研究科長とゴイ学長

テープカットをする玉井文部科学審議官 あいさつする平野総長 あいさつする杉浦研究科長

前列左から篠原大使、玉井文部科学審議官、ワッタナ司法大臣、セッティー教育省次官
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カンボジアで日本法教育研究センター開所式を挙行



　名古屋大学全学同窓会カンボジア支部の設立総会が、９
月５日（金）、カンボジアの首都プノンペン市内のインター
コンチネンタルホテルにおいて行われました。これは、本
学がカンボジア王立法経大学に日本法教育研究センターを
開設するのに合わせて行ったものです。
　出席者は、平野総長、佐分理事、杉浦法学研究科長、鯨
京同センター長、伊藤全学同窓会代表幹事、中野富夫同連
携委員会委員長をはじめ、カンボジア人の元留学生約20名
を含めて約45名に上りました。
　総会は中野委員長の司会のもと、元留学生による日本語
とクメール語の通訳を介して行われ、まず総長からあいさ
つがあり、カンボジア支部が他の６つの海外支部に引き続
いて設立されたことに対しての謝意と、今後の本学の国際
交流の拠点の１つとなってほしいとの要望が述べられま
した。続いて、伊藤代表幹事より、同支部の設立について
豊田章一郎全学同窓会会長からの喜びのメッセージが紹介
され、さらに、全学同窓会の設立の経緯や理念及び電子名
簿についての説明と、今後の同支部の活発な活動への期待
を込めたあいさつがありました。

　その後、総長からカンボジア支部の支部長であるホー・
ペン教授に、同窓会のカンボジア支部旗と支部認定書が渡
され、ホー支部長から、「今回のカンボジア支部設立を同
窓生は大変うれしく思っており、今後、名古屋大学全学同
窓会の理念に従って、大学や全学同窓会の情報を共有し、
名古屋大学の情報発信や国際交流に貢献したい」とあいさ
つがありました。
　設立総会終了後には、参加した卒業生・修了生が総長と
ホー支部長を囲んで、支部旗とともに記念撮影を行う様子
が見られました。参加者は引き続き、日本法教育研究セン
ター開所祝賀会に出席して、楽しい交流のひとときを過ご
しました。
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ホー支部長に支部旗を授与した平野総長（左）

記念撮影
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全学同窓会カンボジア支部設立総会を開催



　平野眞一総長が、中国における自然科学の最高研究機関
である中国科学院から、「アインシュタイン・プロフェッ
サー」として招かれ、８月29日（金）及び９月18日（木）、講
演等を行いました。
　「アインシュタイン・プロフェッサー」計画は、2004年
から中国科学院により実施されており、毎年10名程度の世
界最先端の科学者を中国の関係機関に招き、学術交流を行
うもので、各研究機関と国際的にハイレベルな科学者及び
研究機関との連携や学術交流を強化し、リーダーとなる人
材の育成に力を入れ、技術革新能力を高めることを目的と
しています。今回、世界各国から選ばれた12名のうち、平
野総長は日本人としてはただ一人、また、材料科学分野で
は初の受賞者となりました。
　８月29日には、中国科学院珪酸塩研究所を訪問し、
羅　宏杰所長及び陳　立東副所長と会談を行い、セラミッ
クス材料開発の方向性や研究協力等について意見交換を行
いました。その後、同研究所の研究者や大学院学生等を対
象に、「自然から学び、高機能材料へ挑戦する」と題した
講演を行い、自然から啓発を受けて新材料の開発が促進さ
れること、そして、自然物質のミクロの仕組みを利用して開発
された様々な新しいセラミックスが非常に優れた性能を発揮

していることについて、わかりやすく説明がされました。
　９月18日には、北京の中国科学院大学院を訪問し、アイ
ンシュタイン・プロフェッサーの称号を授与された後、講
演を行いました。最初に、施　尓畏副院長が歓迎のあいさ
つ及び平野総長の研究業績紹介を行い、それを受けて総長
は、日中両国の科学技術交流のため、さらに貢献すること
を心から願うと述べました。続いて、施副院長から総長に、

「アインシュタイン・プロフェッサー」の称号証書が授与
されました。引き続いて、総長が、「自然の知恵を学び、
新材料の研究開発へ挑む」と題して、およそ300名の教員・
学生を前に講演を行い、セラミックス粉末、薄膜及び無機
－有機複合材料の生体模倣合成プロセス及び性能等につい
て紹介し、科学技術研究者は謙虚に自然から学び、学んだ
原理を材料の研究開発に応用し、新しい時代における新し
い技術、新材料のニーズに対応できるよう図るべきである
ことを、わかりやすく述べました。この講演には、邱　華
盛国際協力局副局長、陳　立東上海珪酸塩研究所副所長等
も出席しました。
　総長は、受賞にあたり、「今年初め、選考されたことを
伺い、大変光栄であると喜びました。そして、今回実際に
中国各地を訪問し、この賞が中国において大変名誉なもの
であることが、最初に報に接した時以上に認識されまし
た。今後とも、中国と我が国との連携強化に一役担いたい
と考えております。」と話しました。
　なお、総長は、300部以上の論文を発表し、国際セラミッ
クアカデミー会員、アメリカセラミック学会フェロー、日
本結晶成長学会名誉会員であり、アメリカセラミック学会
ディスティンギッシュド ライフメンバーシップ賞、リチャード・
M・フルラス賞、日本化学会学術賞、日本セラミックス協
会学術賞、日本ファインセラミックス協会国際賞など、国
内外の多くの賞を受賞しており、学会役員としては、国際
セラミック連盟会長、アジア・オセアニアセラミック連盟
会長、日本セラミックス協会会長などを歴任しています。
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講演会場の様子
アインシュタイン・プロフェッサーの称号証書を
授与された平野総長講演を行う平野総長

平野総長に授与された称号証書

ニ
ュ
ー
ス

平野総長が中国科学院アインシュタイン・プロフェッサーとして講演



　９月２日（火）、平成20年度教育著作権セミナーが、本学
と独立行政法人メディア教育開発センターの共催により、
経済学部第２講義室において実施されました。
　同セミナーは、ICT（通信情報技術）活用教育を進める
うえで必要な著作権の基礎知識を修得するとともに、実践
的な能力を身につけることを目的としたものであり、杉山

理事をはじめ、本学及び愛知県内外の大学等の教職員約70
名が参加しました。
　セミナーの講師として、尾崎史郎独立行政法人メディア
教育開発センター教授（元文化庁著作権課マルチメディア
著作権室長）が招かれ、大学内で開発された教育用コンテ
ンツの権利帰属のあり方や、試験問題に係る著作権のあり
方など、大学の実状に合わせたわかりやすい講演が行われ
ました。
　講演終了後には、各大学等における ICT 活用教育の現
状と今後の対応について、フロアとの活発な意見交換が行
われ、有意義なセミナーとなりました。

　競争的資金制度に関する講演会が、９月８日（月）、豊田
講堂第１会議室において開催されました。講師として日本
学術振興会より宮嶌和男審議役を招き、平野総長をはじめ
理事、部局長等約50名が出席しました。
　同講演会は総長の発案により実現したもので、日本有数
の公的研究費の配分機関である日本学術振興会の事業につ

いて理解を深め、各事業について更なる積極的な申請を促
進することを目的として開催されました。
　当日は、山本理事のあいさつの後、宮嶌審議役による「科
学研究費補助金をはじめとする日本学術振興会の事業につ
いて」と題した講演が行われました。科学研究費補助金の
説明では、概算要求の内容、審査に関すること、今年から
の改善事項、繰越制度の活用促進等について詳細に述べら
れ、国内最大の競争的研究資金であるだけに出席者の関心
も高く、熱心にメモをとる姿が見受けられました。
　加えて、日本学術振興会賞、特別研究員事業、学術国際
交流関係事業、研究成果公開促進費等、同振興会の様々な
事業について説明がありました。
　各事業概要の説明の後、審査の早期化のための同振興会
の努力等、これまでの講演会とは違った踏み込んだ話があ
り、また、出席者との質疑応答がなされるなど、非常にわ
かりやすく有意義な講演会となりました。
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セミナーの様子

講演会の様子
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平成20年度教育著作権セミナーを開催

競争的資金制度に関する講演会を開催



　平成20年度課長補佐研修が、９月４日（木）、５日（金）の
２日間にわたり、豊田講堂第一会議室において実施されま
した。
　この研修は、本学の課長補佐、事務長補佐及び専門員に
新たに昇格した職員に対し、業務遂行・組織運営に必要な
管理能力についての基本的な考え方を習得するとともに、
マネジメント能力、ロジカル・コミュニケーションの重要
性について、理解を深めることを目的として実施している
もので、今回は11名が受講しました。
　研修は、２日間にわたって、外部講師による「課長補佐
としての役割と行動の認識」、「職場運営のあるべき姿とそ
れを実現するためのコミュニケーション・コーチング」、

「業務改善・組織目標設定に関するスキルの修得」等につ
いて、グループワークを中心とした実習・討議の中で、積
極的な意見交換がなされました。

　平成20年度技術職員研修（生物・安全管理コース）が、
８月27日（水）から29日（金）の３日間にわたり、シンポジオ
ンホール等において実施されました。この研修は、本学の
技術職員に対し、職務に必要な専門的知識及び技術を修得
させ、技術職員の資質の向上と応用能力の開発及び養成を
図ることを目的として、全学技術センターが主体となり企
画・実施しているもので、今回は10名が受講しました。
　初日には、織田銑一生命農学研究科教授による「野生動
物の飼育動物化と標本化」及び加藤施設管理部施設管理課
長・熊澤正幸工学技術系技術班長による「省エネルギーを
巡る背景・名古屋大学の取り組み概要」と題した講義があ
りました。２日目からは生物及び安全管理のコースに分か
れて専門講義及び実習があり、実践的なプログラムにより
昨今重視されている技術を学びました。
　本研修で得た個々の技術の向上をきっかけに、受講者一
人ひとりの今後ますますの活躍が期待されます。

　人事評価制度第２次試行に係る評価者研修（目標設定）
が、８月18日（月）、25日（月）、９月１日（月）から３日（水）
までの５日間にわたり、豊田講堂第一会議室において実施
されました。
　この研修は、本学での同制度第１次試行の際のアンケー
トに「目標設定がわかりにくい」等の意見があったことか
ら、第２次試行にあたり、掛長以上の評価者を対象として、
目標設定・管理のスキルアップを目的として実施されたも
ので、部局長等の管理職を含め270名が受講しました。
　研修では、外部講師を迎え、目標管理の目的や管理監督
者としての役割を確認するとともに、第１次試行で実際に
職員が設定した目標を題材にしたグループでのブラッシュ
アップ演習や、目標設定面談の進め方についてビデオ教材
を用いた演習が行われました。
　なお、次回の評価者研修は、人事評価のスキルアップを
目的として本年12月に実施される予定です。
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グループ討議の結果を発表する受講生

実習風景（環境測定）

研修の様子
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平成20年度課長補佐研修を開催

平成20年度技術職員研修を実施

人事評価制度第２次試行に係る評価者
研修を実施



　スイス　ジュネーブ近郊の CERN 研究所には、
名古屋市営地下鉄名城線と同じ周長の LHC 加速
器（Large Hadron Collider）があります。2008
年９月10日、そこに約250の報道機関を集め、陽
子を LHC 加速器に周回させることに成功しまし
た。現代素粒子物理学の謎に迫る世界的規模な実
験が今まさに開始したとの報道を、皆さんはご覧
になったでしょうか？　本学理学研究科の高エネ
ルギー素粒子物理研究室（N 研究室）は、この
LHC 実験のひとつである ATLAS 実験の研究を

進め、素粒子物理学の革命的発見を自分たちの手
で達成しようとしています。
　素粒子への関心は、この LHC 実験の開始に始
まったわけではありません。古代ギリシア時代の
人々は、四大元素「空気、水、土、火」によって、
自然界の全ての物質が構成されると考えていたよ
うです。この四大元素の考えは、素粒子というよ
りは、気体（＝空気）・液体（＝水）・固体（＝土）
の状態を表すものに近いようですが、人類は、古
くから自然界の物質の根源とそこに働く自然法則
とを、永遠のテーマとして試行錯誤してきました。
　では、現在の私たちが考える素粒子とは何で
しょうか？　現在の「標準模型」では、６種類の
クォークと６種類のレプトン、そして、電磁気
力、強い力、弱い力を伝える光子、グルーオン、
W／Zボゾンが素粒子となります。「標準模型」は、
100GeV（=1兆電子ボルト）のエネルギー領域ま
での素粒子法則を記述し、N 研究室が活躍する
高エネルギー加速器実験の緻密な裏付けにより大
成功をおさめている理論です。唯一の未完成な点
は、素粒子に質量を与える重要な役割を担うヒッ
グス粒子だけが実験的に未発見であることです。
では、一体100GeV とはどんなエネルギーの世界
なのでしょうか？
　現在の我々の世界、宇宙は膨大なエネルギーの
小さな塊、ビッグバンからすべてが始まりまし
た。その後、宇宙は膨張し、そして冷えていくの
ですが、ビックバンの10－10秒後の世界が、この
高エネルギーな100GeV の世界、つまり「標準模
型」の素粒子で満ち溢れた世界です。大きさで表
せば、10－18メートルの世界が100GeV の世界とな
ります。私たちは、加速器でこうした世界を地球
上で作りだし、素粒子の研究をしているのです！　
最大規模の宇宙創成が最小規模の素粒子世界の物
理法則で解明できるとはなんと面白いことではな
いでしょうか！
　 稼 働 を 始 め た 周 長27km の LHC 加 速 器 は、
7TeV まで加速した陽子を衝突させ、100GeV を
さらに一桁上回る1000GeV（=1TeV）の人類未
踏のエネルギー状態、つまり、宇宙創成時の世
界を作り出すわけです。この世界では、「標準模
型」唯一の未発見ヒッグス粒子を捉えることがで
きます。さらに、宇宙創成時直後には超対称性粒
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図１　�CERN 研究所にある周長27kmの LHC 加速器。7�TeV の陽
子を ATLAS 実験室で衝突させ、宇宙創成時の世界を人工
的に作りだし、素粒子の研究をします。先日、この加速器
内に陽子を周回させることに成功しました。

図２　�「標準模型」の素粒子達とその背後に潜む新しい素粒子の
概略図。物質を細かくすると、６種類のクォーク（赤）と
６種類のレプトン（青）に到達し、それらの間で力の媒介
粒子（緑）を交換することで力が働きます。LHC実験は、
「標準模型」で未発見のヒッグス粒子（右下ボール）や、
「標準模型」を超える超対称性粒子（SUSY）などを発見す
ることが研究対象です。

知
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世界最高エネルギー加速器実験で挑む新しい素粒子の発見
－ LHC-ATLAS 実験いよいよ始まる－

戸本　誠　大学院理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター准教授／高等研究院教員



子や余剰次元に代表される、新粒子・現象があっ
たかもしれません。それらの新粒子は、宇宙組成
の23% を占める暗黒物質の有力候補であり、そ
の解明にも期待できます。そもそも、クォークや
レプトンを構成する究極粒子が宇宙を支配してい
たかもしれません。こうした究極の素粒子を発見
し、さらには、宇宙創成の謎まで解明しようとす
る実験が LHC 実験なのです。
　これらの新しい素粒子や現象を捉える鍵を握
るのが、直径22m、長さ43m、総重量7000トンの
ATLAS 検出器です。新しい素粒子の崩壊する様
子を、総読み出し１億６千万チャンネルの検出器
で捉えます。N 研究室では、ヒッグス粒子や超対
称性粒子の崩壊で放出するミュー粒子を確実に捉

えるミュー粒子検出器に着目した研究を進めてい
ます。CERN 研究所の現場で研究員や大学院生
と共に、2000人規模の国際共同研究を楽しんでい
ます。
　2008年９月、遂に LHC 加速器が稼働し始めま
した。加速器内に陽子が周回し、検出器はその通
過を捉え、加速器・検出器とも順調に調整が進ん
でいます。まもなく陽子と陽子が衝突します。私
たちが、これまで検出器の建設を縦横無尽に走り
回りながら進めてきたのも、新しい素粒子を発見
したいがためです。古代ギリシア時代からの永
遠のテーマである物質の根源を追求する研究の
スタート地点に立ちました。これから５年間の
LHC 実験は特に楽しみです。新聞・ニュースな
ど注目して、私達の活躍を見守って下さい。
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1971年、名古屋市生まれ。2001年名古屋大学大学院理学研究科
で博士を取得後、米国フェルミ研究所のリサーチアシスタントを
経て、2006年より現職となる。Bファクトリー実験で中性 B中間
子の混合現象の世界最高精度の測定を行った後、ヒッグス粒子の
発見を夢に、米国に渡りフェルミ研究所の Tevatron 実験に参加。
Tevatron 実験で果たせなかったヒッグス粒子の発見は、ATLAS 実
験で実現する。趣味は映画鑑賞。

ともと　まこと

図３　�加速器内に陽子を周回させた際の ATLAS 検出器内の様子
を示したイベントディスプレイ。陽子が検出器内を通る
際に起こった反応を検出器が捉えました。

図５　�CERN 研究所の実験現場で活躍する N研究室のメンバー
達。教官、研究員、学生の強力な研究組織を現場で作り、
国際共同研究を楽しんでいます。

図４　�N研究室が建設を進めた、TGC（Thin�Gap�Chamber）ミュー
粒子検出器。直径22メートルの大型検出器の建設から稼
働させるまで、国際共同研究の下、私たちが主導的に研究
をしてきました。



■工学部３号館について
　工学部３号館は東山キャンパスの中でも西端に
位置し、北は鏡ヶ池に、南はグリーンベルトにそ
れぞれ面しています。建物は昭和37年から昭和45
年にかけて増築を繰り返し、最終的に工学部の

「工」の字のようなかたちとなりました。工の字
を構成する３つの棟はそれぞれ北棟、中棟、南棟
と称しています。このような建物の形は、旧工学
部１号館や工学部２号館と同じ形です。旧１号館
は平成10年に取り壊され、その後 IB 電子情報館

として生まれ変わりましたが、２号館は３号館同
様耐震改修され以前の形を残しています。現在、
これら３つの建物はグリーンベルト沿いに東西に
建ち並び、一体的な景観を形成しています。

■耐震改修計画
　建物を建設する場合、建築基準法という法律に
適合するよう設計します。この建築基準法の、特
に耐震に関わる部分は昭和56年に大きく改正され
ました。その結果、昭和56年以前に建設された建
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物は、それ以降に建設された建物に比較して耐震
性能が低いものとなり、既存不適格建物と呼ばれ
ます。工学部３号館もこの既存不適格建物であっ
たことから、耐震性能を向上させ、現行の建築基
準法に適合するよう耐震改修工事を行いました。
　本建物の３棟のうち、北棟については平成19年
度に改修済みであり、平成20年３月に残りの中棟
と南棟の改修工事が完了しました。
　既存建物の耐震性能を向上させる方法はいくつ
かありますが、南棟は隣接する２号館と外観を揃
え、外付けフレーム耐震補強工法を採用しまし
た。これは既存建物の外壁の外側に、地震動に抵
抗する耐震フレームを新たに付け足すもので、意
匠性に優れた工法です。特に３号館南棟における
耐震フレームは、プレキャストコンクリートと呼
ばれる工場製作の部材で構成されており、通常の
現場で作成されるものと比較して、より高い品質
と耐震性能を実現しています。
　中棟にはピタコラムと呼ばれる、鋼板を内蔵さ
せた鉄筋コンクリート製の直付けブレース工法を
採用しました。この工法は、学内の建物において
多くの実績があり、外付けフレーム耐震補強工法
に比較してコストを押さえられるのが特徴です。
また、ブレース設置箇所をバランスよく配置する
ことで、外観に違和感のないよう配慮しました。

■平面計画
　南棟は５階建てで、１階には主に大型の実験装
置を設置するための実験室があり、２階以上の階
は南側に居室、北側に実験室、中央部分にトイレ
やリフレッシュスペースを配置しています。各階

に設けられたリフレッシュスペースは改修前には
なかった空間であり、学生の憩いの場、意見交換
の場になることが期待されます。
　中棟は４階建てで、１階に南棟と同様実験室を、
２階から４階には講義室等を配置しています。
　改修前は廊下に外の光が届きにくく大変暗い印
象であった為、壁の色は白を基調とし、できるだ
け外光を取り入れることに配慮しました。トイレ
についても狭く暗いものであった為、大きく面積
を増やし、これも白を基調とした清潔感のあるイ
ンテリアに生まれ変わりました。
　その他、エントランスの外部スロープや身障者
用トイレ、エレベーターなどを新たに設置し、誰
もが利用しやすい施設を目指しています。

■省エネルギーへの取り組み
　現在、地球温暖化を防止するために二酸化炭素
排出量の削減が大きな課題となっています。本改
修においても二酸化炭素排出量削減につながる空
調負荷低減のために様々な試みを行っています。
具体的には、外壁面及び屋根面の断熱材を通常よ
り厚くすること、窓ガラスをペアガラスにするこ
と、屋根面に遮熱性能を持たせ熱取得を低減する
こと等を実施しています。
　また、改修前は IB 電子情報館から続くケヤキ
並木が、３号館南棟の玄関辺りで途切れていたた
め、新たにケヤキを植栽しました。この今はまだ
若いケヤキが将来心地よい木陰を作ってくれる事
を期待しています。
 （施設管理部）
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１　完成外観
２　エントランスホール
３　ピタコラム
４　トイレ
５　新たに植栽されたケヤキ

１

２ ３ ４ ５



　大学院理学研究科は、８月23日（土）から25日（月）の３日
間、第17回公開セミナー「天文学の最前線～元素から生命
へ～」を、本学の宇宙研究グループと名古屋市科学館の共
催により開催しました。
　同セミナーは、スタッフや大学生が手作りで運営する夏
休み恒例の企画で、１、２日目は名古屋市科学館サイエン
スホール及び本学 IB 電子情報館大講義室で行われ、295
名の参加があり、半数近くが教員、大学生、高校生でした。
　今年は「元素から生命へ」というテーマで、元素の生成

を軸とした宇宙・星・惑星や月の誕生の研究の成果につい
て紹介しました。他機関からの招へい講師を含めた８名の
最先端研究者による講演、座談会、科学館のプラネタリウ
ム上映など、盛り沢山な内容で、講演に関して参加者から
いくつも質問が出されるなど、大いに盛り上がりました。
　最終日には、野依記念学術交流館において、本学の宇宙
研究グループの７研究室が紹介され、63名の参加者が10名
前後のグループに分かれて、各研究室のブースを見学して
廻りました。参加者からは多くの質問が飛び交い、非常に

有意義な研究室紹介となり
ました。

　大学院経済学研究科は、９月２日（火）、白川方明日本銀
行総裁講演会を、日本銀行との共催により、経済学研究科
カンファレンスホールにおいて開催しました。
　講演は、「技術革新と中央銀行」をテーマに行われまし
た。白川総裁は、まず中央銀行の機能と仕事について話
し、それらの業務が官庁ではなく銀行という組織によって
担われていることの意味を示しました。次いで、近年の情
報技術革新が中央銀行の仕事にどのような影響をもたら
しているかに話を進め、日本銀行が導入を進めている次世

代 RTGS（即時グロス決済）について、また、技術革新と
金融政策手段の開発について、それぞれ詳しく説明しまし
た。そして最後に、研究者と政策担当者あるいは理論と実
践が、互いの役割を尊重しつつ様々な機会を捉えて意見交
換を図ることが双方にとって重要であると結ばれました。
　図表を用いた分かり易い説明が続き、また講演後には質
疑応答も行われ、約260名の聴衆及び20名余の報道関係者
は熱心に耳を傾けていました。
　なお、講演会に先立って、白川総裁は早川英男日本銀行

名古屋支店長とともに、金
井経済学研究科長の案内で
平野総長を訪問し、懇談を
行いました。
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講演を行う白川総裁

名古屋市科学館サイエンスホールでの講演の様子

会場の様子

研究室紹介の様子
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第17回公開セミナー「天文学の最前線～元素から生命へ～」を開催
●大学院理学研究科

白川方明日本銀行総裁講演会を開催
●大学院経済学研究科



　遺伝子実験施設は、８月26日（火）及び27日（水）、理数系
教員指導力向上研修事業「高校教師のためのリカレント遺
伝・進化学講座」を開催しました。これは、高校理科教員
に生命科学の進展を知ってもらうことを目的に、「遺伝・
進化学」をテーマに本年度初めて行われたもので、愛知県
内外の高等学校から40名の教員が参加しました。

　講座は講義と体験実習からなっており、初日には、野依
記念学術交流館において、井原邦夫遺伝子実験施設助教が

「生命の起源、アーキア、環境 DNA」について、杉山康雄
同施設准教授が「ミトコンドリアの遺伝と進化」について
講義を行いました。続いて、理学部 G 館生命理学学生実
習室へ場所を移し、髪の毛から DNA を単離する実験、そ
の DNA を使った PCR 実験、そして、大腸菌へ PCR 産物
をクローニングする実験を体験しました。
　翌27日には、杉田護同施設教授が「葉緑体の遺伝と進化」
について講義を行い、次に、実験指導を担当した大学院生
から実験結果の解説を受けた後、石浦同施設長が「生物時
計の遺伝と進化」について講義を行いました。引き続いて、
参加者を３班に分けて遺伝子実験施設の見学が行われ、研
究員から、生物発光自動測定装置と DNA 配列解析装置の
説明、さらに、現在行われている研究内容の紹介を受けま
した。
　最後に再び野依記念学術交流館へ移動し、意見交換を行
い、参加者から様々な感想、意見及び要望が述べられまし
た。両日共、それぞれの講義の後には多くの質問があるな
ど、大変有意義な研修機会となりました。

　医学部は、９月15日（月・祝）、ライフトピア・敬老の日
シンポジウム「後期高齢者医療考：現実とこれから～求め
られる老年学～」を、NHK 文化センターおよび NHK 厚
生文化事業団中部支局の後援を受け、保健学科東館におい
て開催しました。「ライフトピア」構想は、新しい保健医
療生活モデルを提案する拠点として、高齢市民らを対象に

した公開講座開催を重ねており、この日は190名が参加し、
そのうち８割強が60歳以上でした。
　シンポジウムの前半は、伊苅弘之医療法人さわらび会福
祉村病院副院長から、終末期医療や認知症など高齢者医療
の現実が紹介された後、増田樹郎愛知教育大学教授から、
医療福祉の現状と課題などが論じられました。後半は、柳
川喜郎前御嵩町長がシンポジストとして加わり、高齢者医
療に関し議論が交わされ、市民の社会参加の重要性が訴え
られました。
　会場からは、高齢者の医療制度への批判の声が上がった
ほか、社会参加の具体的方法に関する質問等がなされまし
た。また、同日のアンケートでは、病気の予防、高齢者が
参加できる企画が少ない等の社会的疎外感、情報収集の難
しさ、生きがい開発支援、老年学への期待など、参加者か
らさまざまな内容でリクエストが寄せられました。高齢者
の活力が高まっている一方、高齢化に対する社会の適応に
ついて未だに課題が残る現状が認識されるシンポジウムと
なりました。
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実習体験する高校教師

シンポジウムの様子
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理数系教員指導力向上研修事業「高校教師のためのリカレント遺伝・
進化学講座」を開催
●遺伝子実験施設

ライフトピア・敬老の日シンポジウムを開催
●医学部



　大学院工学研究科は、９月10日（水）から12日（金）までの
３日間、野依記念学術交流館において、中国・清華大学 

（大学間学術交流協定校）及びトヨタ自動車との３者合同
シンポジウムを開催しました。
　「21世紀の材料科学とナノテクノロジー」をテーマとし
たこのシンポジウムでは、はじめに平野総長から開会のあ
いさつがあり、その後、本学工学研究科及びエコトピア科
学研究所の教員６名、清華大学材料科学工程系の教員６
名、トヨタ自動車の役員・研究者３名が、１日半にわたっ

て基調講演・招待講演を行いました。同時に、本学教員・
大学院学生13名と清華大学の大学院学生４名がポスター発
表を行い、材料科学・ナノテクノロジー分野における最新
の研究成果について、情報交換・討議を通じて今後の進む
べき方向を探りました。最終日の午後にはトヨタ自動車の
見学を行い、最新の自動車技術の一端を見る機会が得られ
ました。
　同シンポジウムは、総長の発案により開催されたもの
で、教員・学生・民間企業研究者が一堂に会して熱心にディ

スカッションが行われまし
た。次回は来年、清華大学
がホストとなり、北京にお
いてシンポジウムの開催を
予定しており、今後学術交
流の輪が広がり、さらに実
質的な連携関係が発展する
ことが期待されます。

　医学部保健学科は、９月10日（水）、本館改築に伴う銘板
上掲式を、新本館玄関前において挙行しました。
　旧本館は、昭和13年に三菱重工業株式会社の社屋として
建てられたもので、老朽化により耐震性能（Is 値）が低
くなって危険であったため改築されたものです。
　上掲式には、杉浦理事、濵口医学系研究科長、山口施設

管理部長をはじめ、同学部保健学科の関係者約60名の参加
がありました。
　はじめに、河村保健学科長からあいさつがあり、旧本館
には天皇陛下行幸のための玄関が別に設けられていること、
戦争中の空襲により大打撃を受けたこと、新しい建物が保
健学科構成員の悲願であったことが紹介され、また今回の
改築にあたっての関係者への謝意等が述べられました。
　続いて、杉浦理事から、旧本館の歴史的経緯を鑑みなが
ら、その産学連携の拠点としての位置付けや、新しい建物
における保健学科の役割等について、期待を込めた祝辞が
贈られました。
　その後、杉浦理事、濵口研究科長、山口部長、河村学科
長により「名古屋大学大学院医学系研究科」及び「名古屋
大学医学部保健学科」の銘板が上掲され、式典はつつがな
く終了しました。
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左から山口部長、杉浦理事、濵口研究科長、河村学科長

講演の様子 参加者の集合写真
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中国・清華大学及びトヨタ自動車との合同シンポジウムを開催
●大学院工学研究科

医学部保健学科本館改築に伴う銘板上掲式を挙行
●医学部



　大学院多元数理科学研究科は、９月１日（月）から５日
（金）までの５日間、理学部１号館509講義室において、第
８回名古屋国際数学コンファレンス「Combinatorics and 
Representation Theory」を開催しました。
　これは、同研究科が平成13年度以来さまざまなテーマで
毎年開催しているもので、今回は組合せ論と表現論の相互
作用をメインテーマに、組合せ論、表現論だけでなく、関
連する確率論、数理物理学、幾何学などにおける最新の研
究成果の発表とともに、国内外の研究者の国際交流を目的
として行われました。

　会議には100名を超える研究者が参加し、そのうち国外
からは、アメリカ、フランス、オーストラリア、イギリス、
デンマーク、ポーランド、イタリアなどから、講演者を含
め約20名が参加しました。また、大学院生を含め若手研究
者も数多く参加しました。
　会議では、古典群、ヘッケ代数、量子群などの表現論
やそこに現れる組合せ論、平面分割などの数え上げ問題
などの話題を中心に、日本人講演者10名、外国人講演者
14名による講演が行われました。アルン・ラム  ウィス
コンシン大学マディソン校教授／メルボルン大学教授

に よ る 講 演「Two boundary 
Hecke algebras and tantalizer 
algebra」 に 始 ま り、 最 後 の
ジョン・ステムブリッジ  ミシガ
ン大学教授の講演「Ad mis si ble 
W-graphs」に至るまで、熱の
こもった講演と大勢の参加者に
よる活発な討議が繰り広げられ
ました。

　大学院環境学研究科、エコトピア科学研究所、地球水循
環研究センター及びエネルギーマネジメント研究・検討会
は、９月11日（木）から14日（日）の４日間、ポートメッセな
ごや（名古屋港金城ふ頭）において開催されたメッセナゴ
ヤ2008～環境チャレンジの祭典～に出展しました。
　『メッセナゴヤ2008』は、環境・エネルギーをテーマに

開催され、「資源の有効利用」、「自然環境の保護・修復」、
「環境浄化」、「環境との共生」、「環境への取り組み」の
５つのゾーンに340を超える企業や団体が出展し、延べ
45,500名以上が参加しました。
　本学は「環境への取り組み」ゾーンに３つのブースを出
展し、低炭素社会の実現に向けた最先端の研究成果や支援
事業及び学内での省エネルギー等の取り組みと応用事例を
紹介しました。展示内容は、①エコトピア科学研究所…プ
ロジェクター・パネル展示による、高性能電子顕微鏡群を
用いたナノ・バイオサイエンス支援事業の紹介、②環境学
研究科・地球水循環研究センター…ディスプレー展示（ヒ
マラヤ氷河画像）・マイクロ水力発電模型展示・パネル展
示による環境への取り組みの紹介、③エネルギーマネジメ
ント研究・検討会…平成19年度省エネルギー優秀事例全国
大会経済産業大臣賞、2008愛知環境賞優秀賞を中心に、省
エネ機器装置や説明パネル展示による本学の省エネルギー
事例の取り組みの紹介、でした。
　本学のブースには４日間で延べ500名以上が訪れ、多く
の方から質問がされたほか、産学連携等による地域におけ
る本学の役割等に期待・要望が多数寄せられました。

19NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.185

本学の展示ブース

講演の様子 懇親会にて

部
局
ニ
ュ
ー
ス

第８回名古屋国際数学コンファレンスを開催
●大学院多元数理科学研究科

メッセナゴヤ2008～環境チャレンジの祭典～に出展
●大学院環境学研究科、エコトピア科学研究所、地球水循環研究センター



　附属図書館研究開発室は、９月８日（月）、同館５階多目
的室において、第32回オープンレクチャーを開催しまし
た。今回は、秋山晶則岐阜聖徳学園大学教育学部教授に
より、「地域の歴史情報資源の活用－エコ・コレクション
DB を事例として－」と題する講演が行われました。
　講演で秋山教授は、附属図書館で構築中のエコ・コレク

ション DB について、情報流通をめぐる環境変化に積極的
に対応した試みであることを指摘しつつ、電子化など高度
活用の大前提となる歴史情報資源の整理・保存・修復の重
要性も常に意識する必要があると述べました。次いで、こ
れまでの同 DB 構築の経緯を整理し、学術ナレッジファク
トリー等、大学による学術情報発信と連動した実績につい
て触れられる一方、同 DB は現時点では未完成であり、他
の公的機関において、例えばデジタル岡山大百科、国立史
料館プロジェクト、文化遺産オンライン、国立美術館：
Art Commons、人間文化研究機構・共有化システムなど
の先進的な情報発信の取り組みが進んでいる事実が紹介さ
れました。
　エコ・コレクション DB のような膨大な歴史情報資源の
電子化を中核とした情報の発信、統合、共有化の取り組み
は、社会的、学術的な要請に応える重要な事業であること
が再確認できたオープンレクチャーとなりました。

　留学生センターは、９月９日（火）、国際開発研究科８階
オーディトリアムにおいて、外国人留学生第58期日本語研
修コース及び第27期日本語・日本文化研修コース修了式を
挙行しました。
　修了式は、開式の辞、研修生への修了証書授与に続い
て、石田留学生センター長のあいさつがあり、本学にお

いて研修生として日本語を学んだ意義について話されま
した。引き続いて宮田理事から祝辞があり、日本のサポー
ターとして今後の活躍を期待するとの激励のことばが贈
られました。最後に、研修生を代表して日本語研修コー
スのケメ コバール ルイス フェルナンドさん（グアテマ
ラ出身）、日本語・日本文化研修コースのディクシート 
チャイタンニャ  ガジャナンさん（インド出身）及び
ポーティスィッティポン ティッパーヤーラットさん（タ
イ出身）が、瞬く間の１年あるいは半年であったこと、多
くの友人を得たこと、貴重な体験ができたことなどについ
て謝辞を述べ、修了式は閉式しました。
　修了式の後、懇談会が行われ、研修生全員が一言ずつあ
いさつを行い、研修を担当した講師・留学生センターのス
タッフへの感謝、研修を一緒に受けた仲間との思い出など
が語られました。
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オープンレクチャーの様子

修了生と関係者の記念撮影
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第32回附属図書館研究開発室オープンレクチャーを開催
●附属図書館

外国人留学生日本語研修コース及び日本語・日本文化研修コース
修了式を挙行
●留学生センター



　博物館は、９月６日（土）、第23回名古屋大学博物館コン
サート「名大軽音楽部現役× OB ジャズセッション」を開
催しました。今回のコンサートは、トランペット、テナー
サックス、フルート、ギター、ベース、ピアノ、ドラムス
での演奏が披露されました。
　最初に、現役の名大軽音楽部の学生が３曲を演奏し、聞

き覚えのあるニュース番組のオープニングテーマが流れる
と、聴衆も曲に合わせてスイングしていました。その後、
OB が３曲を演奏し、馴染みのある映画音楽をアレンジし
た曲など、現役学生とは違う経験を積んだ音色を響かせま
した。
　最後に、軽音楽部の現役学生と OB の計10人で合奏が行
われました。普段、現役学生と OB が同じステージで演奏
する機会はほとんどなく、現役の学生にとっては大先輩と
の共演は大変貴重な場となりました。まだ暑さの残る休日
午後の昼下がり、現役学生と OB との交流は、アットホー
ムな空気に包まれ、約70名の聴衆は和やかな音に癒される
ひとときを過ごしました。

　附属図書館友の会は、９月９日（火）、同館５階多目的室
において、第13回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
しました。
　今回は、水田　洋名誉教授を語り手に迎え、「近代英語
の成立－ジョンソン、スウィフト、アダム・スミス－」と
題した講演が行われ、44名が参加者しました。

　講演ではまず、イギリスとフランスでは、17世紀から18
世紀にかけて、国語、とくに標準語が生まれ、それが同時
に近代国家の運営にとっても必要なコミュニケーション媒
体であったことが説明されました。そして、17世紀半ばに
できたイギリスの王立学会がその先駆けの一つであったこ
と、ガリヴァー旅行記の著者スウィフトも、ロビンソン・
クルーソーの著者デフォーも、この運動に参加したこ
と、また、18世紀半ばに英語辞典を出したサミュエル・
ジョンソンは、労働者の用語は、英語が洗練されるにつれ
て消滅するだろうと書いたことが紹介され、さらに、一般
には経済学者として知られるアダム・スミスは、修辞学・
文学講義のなかで、率直平明な散文がビジネス用語として
重要なのだといって、譬えにあげられるごまかしを退けた
ことと、市民革命と産業革命の激流のなかで、ジョンソン
の予想とは逆に民衆の国語が鍛え上げられたことが紹介さ
れました。会場では、水田名誉教授が持参したジョンソン
の『王立学会史』（1702年）をはじめ、附属図書館が所蔵
する関連資料など、貴重な本も回覧されました。
　講演後の質疑応答では、イギリスの古書店事情など、さ
まざまな質問があり、なごやかな講演会となりました。
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コンサートの様子

「ふみよむゆふべ」の様子
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博物館コンサート「名大軽音楽部現役×OBジャズセッション」を開催
●博物館

第13回附属図書館友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
●附属図書館



　博物館は、８月23日（土）、30日（土）、９月６日（土）及び
13日（土）、第85回～第88回特別講演会を開催しました。こ
れは、第14回博物館企画展「計算機シミュレーションで解
き明かされる世界―計算科学の最前線―」の会期中の毎週
土曜日に、企画展の内容に沿って開催されたもので、学内
外のシミュレーションに関わる研究者が講演を行いまし
た。また、各講演会の前後には、博物館に設置されたテレ
ビ電話から講演者に直接質問する機会が設けられました。
　８月23日（第85回）には、石井克哉情報連携基盤セン
ター教授による「さまざまな流れのシミュレーション」及
び姫野龍太郎理化学研究所情報基盤センター長による「コ
ンピュータシミュレーションで魔球をつくる」の２つの講
演が行われ、約40名が参加しました。石井教授は、空気の
流れの研究を紹介し、シミュレーションの要諦は「大胆な
仮定と正確な計算」と結論づけました。姫野氏は、野球の
ボールを普通に投げればフォークになり直球はむしろ変化
球であることや、松坂大輔選手の「ジャイロボール」がい
かに画期的なものであるかを、実演も交えてわかりやすく
語り、参加した小学生も熱心に聞き入っていました。
　８月30日（第86回）には、荻野瀧樹太陽地球環境研究所
教授による「太陽、地球、惑星のシミュレーション」と題
した講演が行われ、約60名が参加しました。「宇宙天気予
報」（短波帯の通信障害などを予測）から土星や木星のオー
ロラまで、太陽風をうけて刻々と変化する磁力線のシミュ
レーションのおもしろさが実感されました。

　９月６日（第87回）には、吉川大弘工学研究科准教授に
よる「遺伝的アルゴリズムと看護師勤務表自動作成」と題
した講演が行われ、約40名が参加しました。勤務表自動作
成の原理と必要性が詳しく紹介され、医療関係者との質疑
応答で内容が更に深められました。
　９月13日（第88回）には、大峯理事（理学研究科教授）
による「水、水、水；水の不思議」と題した講演が行わ
れ、約70名が参加しました。水分子の結合の特殊性から水
が凍るシミュレーションの成功の舞台裏まで、広い教養を
ベースにユーモアとウイットに富んだ紹介があり、参加者
の一人は、水を見る目が今日から変わる、と感想を述べて
いました。この講演後には、三矢保永名誉教授によるコン
ピュータの記憶装置開発をめぐるギャラリートークが催さ
れ、約40名が参加しました。
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講演する荻野教授（第86回）

ギャラリートークをする三矢名誉教授講演する吉川准教授（第87回）

講演する石井教授（第85回） 講演する大峯理事（第88回）

講演する姫野氏（第85回）
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第85回～第88回博物館特別講演会を開催
●博物館



　名古屋大学環境安全衛生管理室では、学内の化学物質関
連の廃棄物を、有機廃液、無機廃液・廃試薬、写真廃液、
廃試薬容器に分類して、それぞれの指定日に回収していま
す。回収した廃棄物は、外部に委託して処理を行っていま
す。また、廃棄物は特別管理産業廃棄物および一般管理産
業廃棄物の各項目に分類されますが、それぞれが適切に処
理されたことをマニフェストシステム（産業廃棄物の名称、
数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物
の流れを自ら把握・管理する仕組み）により確認し、その
内容を名古屋市に報告しています。
　上述の廃棄物の中で、有機廃液が最も排出量が多く、一
回収日に数百リットルの廃液を排出する研究室も少なくあ
りません。平成19年度まで、東山キャンパスでの有機廃液
回収は、鏡ヶ池横回収場の一ヶ所のみで行っていました。
そのため、東山キャンパス中央の公道を挟んで東地区の研
究室（主に理学部と農学部）からは、道路を横断して多量
の廃液を運搬せざるを得ず、大変不便であったことに加え
て、有害な物質の運搬に伴う危険性が心配されていまし
た。このような状況を改善するため、平成20年度からは、
東山キャンパスの東地区に回収場所を一ヶ所増設しました

（図１）。それに伴い、有機廃液回収方法を一部変更しまし
た（表）。
　図２に、平成20年度の有機廃液回収実績を示します。研
究室数と排出量は、東山キャンパスの東地区と西地区でほ
ぼ同じであり、廃液回収場の増設によって、利便性および
安全性が大いに向上したといえます。環境安全衛生管理室
は、今後とも安全な廃棄物の回収を目指していきますの
で、排出者の方はご協力よろしくお願いいたします。

廃液回収に関する詳細（回収日、ルール等）は、
環境安全衛生管理室 HP を参照下さい。

http://www.esmc.nagoya-u.ac.jp/

表　平成 20 年度からの有機廃液回収方法（■：変更）

回収場 東地区回収場 鏡ヶ池横回収場

対象
山手通りの東側の敷地

から排出する方
山手通りの西側の敷地

から排出する方

回収時間 9：30－11：30 13：30－15：30

廃液の移し替え 不可 可

回収場 鶴舞地区 大幸地区

対象 鶴舞地区の方 大幸地区の方

回収時間 16:00 別途問合せ

廃液の移し替え 不可 不可

名古屋大学はチーム・マイナス６％に参加しています
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図１　東山キャンパス東地区回収場

図２　平成20年度（４月～８月、６回収日）の有機廃液回収実績
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東山キャンパス東地区廃液回収場の設置と運営状況



  7.10 台湾・国立清華大学学長等
　台湾・国立清華大学学長等が、我が国の主要大学訪問の一環として本学を
表敬訪問され、教員・学生の交流、共同研究、学術交流協定締結等について
意見交換を行うとともに、文学研究科、理学研究科及び工学研究科の各グ
ローバル COE プログラム関係施設を視察されました。

  7.22 トビリシ国立大学学長等
　トリビシ国立大学学長等が、法政国際教育協力研究センターにおいて「グ
ルジア共和国における法整備支援に関する共同研究」を目的として招へいさ
れた機会に、表敬訪問されました。

  8.  4 ケムニッツ工科大学副学長
　ケムニッツ工科大学副学長が、AC21の活動を含めた国際交流、産学官連
携について意見交換するとともに、表敬訪問されました。

教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.� 2.10 Hot�Article�Award,�Analytical�Sciences� 大学院工学研究科教授 馬場　嘉信 他６名と連名

H20.� 2.10 Hot�Article�Award,�Analytical�Sciences� 大学院工学研究科研究員 小野島大介 馬場嘉信（大学院工学研究科教授）、�
渡慶次学（大学院工学研究科准教授）、�
加地範匡（大学院工学研究科助教）と連名

H20.� 3.10 Hot�Article�Award,�Analytical�Sciences� 大学院工学研究科教授 馬場　嘉信 渡慶次学（大学院工学研究科准教授）、�
加地範匡（大学院工学研究科助教）他６名
と連名

H20.� 3.18 SPIE�Defence�Security��
2008年ナノエンジニアリング賞　

大学院工学研究科教授 福田　敏男

H20.� 3.21 日本植物生理学会奨励賞 大学院生命農学研究科�
准教授

松林　嘉克

H20.� 3.26 Award�for�Excellence�to�Authors�Publishing��
in�Bioscience,�Biotechnology,�and�Biochemistry�
in�2007（日本農芸化学会論文賞）

大学院生命農学研究科�
准教授

加藤　雅士 東　信宏（大学院生命農学研究科M2）、
金丸京子（大学院生命農学研究科助教）、
松鹿昭則（大学院生命農学研究科研究員）、
山篠貴史（大学院生命農学研究科助教）、
水野　猛（大学院生命農学研究科教授）、
小林哲夫（大学院生命農学研究科教授）と
連名

H20.� 4.30 第54回構造工学シンポジウム論文賞 大学院環境学研究科助教 石川　敏之

H20.� 5.31 日本光合成研究会シンポジウムポスター賞 大学院生命農学研究科・�
博士研究員

西村　崇史 高橋由香里（平成17年度本学修了生）、�
山口　修（平成13年度本学修了生）、�
鈴木　大（平成16年度本学修了生）、�
前田真一（大学院生命農学研究科助教）、
小俣達男（大学院生命農学研究科教授）と
連名
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受賞者一覧名大を表敬訪問された方々［平成20年６月16日～９月15日］

受賞者一覧



受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.� 5.31 日本光合成研究会シンポジウムポスター賞 大学院生命農学研究科・�
博士研究員

野亦　次郎 江端　梢（平成19年度本学卒業生）、�
村木則文（東京大学大学院総合文化研究科
D1）、志波智生（東京大学大学院総合文化
研究科助教）、栗栖源嗣（東京大学大学院
総合文化研究科准教授）、藤田祐一（大学
院生命農学研究科准教授）と連名

H20.� 6.17 日本データベース学会論文賞 情報連携基盤センター教授 石川　佳治

H20.� 6.18 Interfinish�2008　最優秀基調講演賞 エコトピア科学研究所教授 高井　　治

H20.� 6.18 Interfinish�2008　最優秀貢献賞（金賞） エコトピア科学研究所教授 高井　　治

H20.� 6.20 第61回日本酸化ストレス学会学術集会
学術奨励賞

大学院生命農学研究科助教 柴田　貴広

H20.� 6.20 第２回博報「ことばと文化・教育」�
研究助成優秀賞

教育発達科学研究科准教授 藤村　宣之

H20.� 6.24 日本産業衛生学会学会賞 大学院医学系研究科教授 那須　民江

H20.� 6.25 ニュージーランド・メリット勲章メンバー
（MNZM）

名誉教授 村木　　綏

H20.� 7.12 International�Symposium�on�Creation�and�
Control�of�Advanced�Selective�Catalysis　�
Best�Poster�Award

大学院工学研究科准教授 吉田　朋子 武藤俊介（大学院工学研究科教授）と連名

H20.� 7.29 アメリカ航空宇宙学会エネルギーシステム賞 エコトピア科学研究所教授 北川　邦行

H20.� 8.� 1 日本工学教育協会賞�業績賞 大学院工学研究科教授 綱島　　滋

H20.� 8.21 計測自動制御学会　論文賞・武田賞 大学院工学研究科准教授 坂本　　登

H20.� 8.27 日本生物工学会　第16回生物工学論文賞 大学院工学研究科教授 本多　裕之

H20.� 9.� 2 応用物理学会　フェロー表彰証 大学院工学研究科教授 齋藤　弥八

H20.� 9.� 4 鈴木学術財団特別賞 大学院文学研究科教授 和田　壽弘

H20.� 9.� 4 第50回（平成19年度）日本印度学仏教学会賞 大学院文学研究科准教授 畝部　俊也

H20.� 9.� 4 第23回日本行動計量学会　優秀賞 大学院経済学研究科准教授 星野　崇宏

H20.� 9.� 6 日本動物学会奨励賞 大学院理学研究科助教 原田　淑人

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20.� 1.30 日本社会心理学会　H19年度若手研究者奨励費 心理発達科学専攻D2 原田　知佳

H20.� 3.27 FIT2007　第６回情報科学技術フォーラム�
ヤングリサーチャー賞　　

大学院情報科学研究科D3 立岩佑一郎

H20.� 4.� 6 第64回日本放射線技術学会総会学術大会学術
展示賞銅賞

医学系研究科医療技術学専
攻前期課程２年　

藤田　尚利

H20.� 4.28�
-30

The�First�Prize�for�the�Best�Presentation�among�
Young�Participants

大学院工学研究科Ｄ1 今倉　　暁

H20.5 日本化学会　第88回春季年会優秀講演賞�
（産業）

大学院工学研究科Ｍ2 衣松　徹哉

H20.� 5.22 日本伝熱学会　優秀プレゼンテーション賞 大学院工学研究科Ｄ1 鈴木　博貴

H20.� 6.12 電子情報通信学会　�
第３回フォトニックネットワーク若手研究賞

大学院工学研究科Ｄ1 石井　紀代

H20.� 6.20 第61回日本酸化ストレス学会学術集会
優秀演題賞

大学院生命農学研究科D2 下津　裕樹

H20.� 6.20 第61回日本酸化ストレス学会学術集会
優秀演題賞

大学院生命農学研究科M1 前島　卓哉

H20.� 7.6-11 IFAC　�
The�IFAC�Congress�Applications�Paper�Prize

大学院工学研究科Ｄ1 神保　智彦 早川義一（大学院工学研究科教授）と連名

H20.� 7.� 7 社会安全研究財団研究助成報告書最優秀論文賞 心理発達科学専攻D2 原田　知佳

H20.� 7.11 第36回東海若手セラミスト懇話会�
2008年夏期セミナー　�
東海若手セラミスト懇話会優秀発表賞

大学院工学研究科Ｍ1 丸山　雄大 楠美智子（エコトピア科学研究所・教授）、�
乗松　航（エコトピア科学研究所・助教）、�
吉田健太（（財）ファインセラミックスセンター）
と連名
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20.� 7.11 第36回東海若手セラミスト懇話会�
2008年夏期セミナー
東海若手セラミスト懇話会優秀発表賞

大学院工学研究科Ｍ1 松本　千誉 伊藤秀章（エコトピア科学研究所・特任教授）、�
笹井　亮（大学院工学研究科・講師）、�
板倉　剛（エコトピア科学研究所・特任助教）
と連名

H20.� 7.11 日本コンクリート工学協会　�
第30回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞

大学院工学研究科Ｄ3 アハメド・カマル

H20.� 7.15 第62回セメント技術大会優秀講演者賞 大学院環境学研究科M2 寺本　篤史

H20.� 7.16 平成20年度情報処理学会　�
コンピュータサイエンス領域奨励賞

大学院情報科学研究科M2 高瀬　英希

H20.� 7.18 Hans�Gros�New�Investigator�Award�（Winner）　 大学院教育発達科学研究科
D3

新海　宏成 布目寛幸（総合保健体育科学センター准教授）、�
池上康男（総合保健体育科学センター教授）
と連名

H20.� 7.20 RoboCup�2008�Second�Place�Agent�
Competition�Rescue�Simulation�League

大学院情報科学研究科M2 原　　大曜 鳥海不二夫（情報科学研究科助教）と連名

H20.� 7.25 19回国際ロールシャッハ学会ポスター賞 大学院教育発達科学研究科
D1

白井　博美 松本真理子（発達心理精神科学教育研究セ
ンター教授）、森田美弥子（教育発達科学
研究科教授）、畠垣智恵（発達心理精神科
学教育研究センター特任研究員）他２名と
連名

H20.� 8.� 7 電気学会　電気学会優秀論文発表賞 大学院工学研究科Ｍ2 久田　真史

H20.� 8.� 9 日本植物病理学会　平成20年度　植物感染生
理談話会　優秀ポスター賞

大学院生命農学研究科D3 浅井　秀太 間瀬圭介（大学院生命農学研究科D1）、吉
岡博文（大学院生命農学研究科准教授）と
連名

H20.� 8.19 第27回分析化学中部夏期セミナー　�
ポスター発表優秀賞

大学院工学研究科Ｍ2 野田　和孝 北川邦行（エコトピア科学研究所・教授）、�
森田成昭（エコトピア科学研究所・助教）
と連名

H20.� 8.22 日本熱電学会学術講演奨励賞（口頭発表の部） 大学院工学研究科Ｍ1 有田　正吾 竹内恒博（エコトピア科学研究所・准教授）、�
久野修平（日本ガイシ株式会社、平成19
年度本学博士課程修了生）と連名

H20.� 8.26 平成20年度情報処理学会　�
システム LSI 設計技術研究会優秀論文賞

大学院情報科学研究科M2 高瀬　英希

H20.� 8.26 平成20年度情報処理学会　�
システム LSI 設計技術研究会優秀発表学生賞

大学院情報科学研究科M2 高瀬　英希

H20.� 8.26 平成20年度情報処理学会　�
システム LSI 設計技術研究会優秀発表学生賞

大学院情報科学研究科D1 原　　祐子

H20.� 9.� 9 最優秀賞　日本体育学会第59回大会学生研究
コンペティション

大学院教育発達科学研究科
D2

渡邊　航平 秋間　広（総合保健体育科学センター准教授）
と連名

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時

記事 月日 新聞等名

1 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」　科学フォーラム名古屋「地球環境問題－ノーベル賞科学者
からのメッセージ」10月18日開催：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授らが講演　コーディネーターは
巽　和行・物質科学国際研究センター教授

� 8.16（土）
� 8.20（水）
� 9.� 3（水）
� 9.10（水）

読売

2 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　五輪後の中国に注目 � 8.17（日） 中日（朝刊）

3 レーザー：金岡雅浩・理学研究科助教　ライバルとの会話は腹の探り合い � 8.18（月） 日刊工業

4 第14回博物館企画展「計算機シミュレーションで解き明かされる世界－計算科学の最前線－」19日～９月27日開催 � 8.18（月） 中日（朝刊）

5 女子中高生理系進学推進セミナー26日開催：安藤妙子・工学研究科助教　「マイクロマシン～ミリ・マイクロ・ナ
ノ世界のためのものつくり～」、田代むつみ・工学研究科研究員　「女性も頑張ってます！～ “土木” の世界～」、川
村友美・多元数理科学研究科准教授　「これも数学！？結び目理論」

� 8.18（月） 中日（朝刊）

6 63年前に旧大阪帝国大学にあった原爆研究施設「二号研究阪大分室」の幕切れ　福井崇時・本学名誉教授 � 8.18（月） 日経（夕刊）
（関西版）

7 名大サロンの主役：近藤孝弘・教育発達科学研究科准教授　「教科書対話」で紛争抑止 � 8.19（火） 中日（朝刊）

8 私の視点：中村設子さん・本学大学院生　高学歴プア　中学・高校との連携強化で人材育成を � 8.19（火） 朝日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

9 エコデザイン市民社会フォーラムが、名古屋の中心部に地産地消のための市場を開設　市場を企画した剱持千歩・
環境学研究科研究員は、「この市場で生産者と会話をしながら、自らの食材選びが環境に配慮していることを実感し
て欲しい」と話す

  8.20（水） 朝日（朝刊）

10 中日文化センター：加藤靖恵・文学研究科准教授　「プルーストの『失われた時を求めて』を読み解く」、山本敏充・
医学系研究科准教授　「生命の設計図 “DNA” 解析最前線　あなたと私でDNAの何が違うの？」、町田健・文学研究
科教授　「続・町田健の『おもしろ言語学』」

  8.20（水）
  9.10（水）
  9.12（金）
  9.14（日）

中日（夕刊）

中日（朝刊）

11 石黒直樹・医学系研究科教授は、膝の痛みは我慢せず、違和感を感じたら早めに専門家に相談することを勧める   8.21（木） 朝日（朝刊）

12 楠　美智子・エコトピア科学研究所教授らの研究グループが、カーボンナノチューブを使った放熱材料を開発   8.22（金） 中日（朝刊）
他５社

13 本学と高輝度光科学研究センターは、カーボンナノチューブの内部に極細のナノワイヤを合成することに成功　
北浦良・理学研究科助教は「超精密な電子素子や配線の開発に役立てたい」と話す

  8.22（金）
  8.24（日）

朝日（朝刊）
読売

14 防災減災：福和伸夫・環境学研究科教授は、７月におきた「岩手北部地震」について「住宅に目立った被害が出な
かったのは、雪の多い地域で屋根が軽く壁の厚い構造の家が多かったため、また震源が地下108kmと深く、揺れが
短周期だったのが原因だろう」と分析する

  8.22（金） 読売

15 山 香奈さん・本学学生が名古屋市の広報課で就業体験　中央卸売市場の「親子体験ツアー」を取材   8.22（金） 読売

16 第18回日本外来小児科学会市民公開講座31日開催：村瀬聡美・教育発達科学研究科教授　「かかわりを持ちにくい
子どもたち：障害か、個性か？」

  8.23（土） 中日（朝刊）

17 朝日カルチャーセンター：渡邊誠一郎・環境学研究科教授　「＜夏休み特別講座＞惑星の誕生、生命の誕生」、小澤実・
グローバル COE 研究員　「ヴァイキングの故郷とその美術」

  8.23（土）
  8.26（火）

朝日（朝刊）
朝日（夕刊）

18 ナゾ謎かがく：川合伸幸・情報科学研究科准教授は、「人がヘビを怖がるのはサル時代からの本能らしい」と語る   8.24（日） 日経（朝刊）

19 全国主要大学説明会９月７日開催　本学など計15校が参加   8.25（月） 中日（朝刊）

20 市民フォーラム「がん克服の治療最前線2008～あなたやあなたの大切な人が『がん』になったら～」９月６日開
催：安藤雄一・医学部附属病院准教授　「化学療法の目覚ましい進歩について」

  8.25（月） 中日（朝刊）

21 終戦直後、GHQによって破壊される直前に撮影された、旧京都・旧大阪両帝国大学にあったサイクロトロンの写真
が、米国立公文書館から発見される　福井崇時・本学名誉教授は「京都・大阪両帝大の査察と破壊直前の写真は初
めてで、当時の状況を知る上で非常に貴重な資料だ」と話す

  8.25（月）

  8.26（火）

中日（夕刊）
毎日（夕刊）
日刊工業

22 財団法人大幸財団は、平成20年度の学術研究助成に石浦正寛・遺伝子実験施設教授、菅野浩明・多元数理科学研究
科教授、橋本寿史・生物機能開発利用研究センター助教など７件を選出

  8.26（火） 中日（朝刊）

23 財団法人明治安田こころの健康財団は、平成20年度の研究助成に、高橋由紀・医学部保健学科助教の「出産直後のカ
ンガルーケアが母子に与える影響についての研究－愛着形成を促進する周産期の関わりについて－」など29件を
選出

  8.26（火） 中日（朝刊）

24 市民公開講座「サクセスフル・エイジング　健康で豊かに年を重ねるために」10月４日開催：玉腰浩司・医学部保
健学科教授　「生活習慣病とその予防」、會田信子・同准教授　「江戸時代の翁媼に学ぶ能老入の生活」、榊原久孝・
同教授　「介護予防とサクセスフル・エイジング」

  8.26（火） 中日（朝刊）

25 気になる数字：本学が母体となったベンチャー企業の総数は31社   8.26（火） 日経（朝刊）

26 飯嶋徹・理学研究科准教授らの実験グループは、高エネルギー加速器研究機構の大型加速器「Bファクトリー」を
使った実験で、３種類の「エキゾチック粒子」と呼ばれる新種の粒子を発見　

  8.26（火） 中日（夕刊）

27 あいち健康プラザ　健康公開講座10月18日開催：津田均・総合保健体育科学センター准教授　「高齢者の心と自殺
予防」

  8.26（火） 日経（夕刊）

28 増子記念病院ますこ健康開発センター「いきいき健康リフォーム運動教室」公開講座28日開催：島岡清・総合保健
体育科学センター教授　「健康は足腰から～ウォーキングの重要性と実践」

  8.26（火） 朝日（夕刊）

29 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」高校生講座　「野依教室」を８日理化学研究所で開催：参加し
た高校生は、理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授のノーベル賞受賞業績に関係する科学実験を行い、交
流を楽しむ

  8.27（水） 読売

30 「親子で考える環境問題公開講座 in 名古屋大学」：竹内恒夫・環境学研究科教授　「エネルギーと環境」   8.28（木） 日経（朝刊）

31 天白区平針に残る「里山」で大規模な宅地開発計画が浮上　地元自治会と「平針の里山を守る会」（代表・宗宮弘明・
生命農学研究科教授）が勉強会を開く

  8.28（木） 中日（朝刊）

32 愛知地方最低賃金審議会（会長・皆川正・経済学研究科教授）は、県内の最低賃金を時給731円とするよう中沖剛・
愛知労働局長に答申する

  8.28（木） 中日（朝刊）

33 医学部進学特集：本学と名古屋市立大学の医学部の学生が、医学の道を志すきっかけや、受験勉強のアドバイスな
ど語る

  8.28（木） 朝日（朝刊）

34 法学研究科とカンボジア・王立プノンペン法経大学が、交流協定を締結して10周年を迎えるのを記念して、「名古
屋大学日本法教育研究センター」をプノンペン法経大学に設置　９月５日に開所式が行われる

  8.29（金）
  9.  6（土）
  9.  7（日）

読売

中日（朝刊）

35 岩手・宮城地震　本学などの掘削調査により、3000年に１回ほどの頻度で地震を繰り返していたことが判明   8.29（金） 朝日（朝刊）

36 大学の特許出願　07年度の本学の特許による収入は１億157万円で１位（文部科学省の資料より）   8.29（金） 朝日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

37 名古屋大学・東海テレビ連携　東山の杜（もり）が思索を深める！「名古屋大学　学びの秋講座」９､10月に８回
開講

  8.29（金） 中日（朝刊）

38 坪木和久・地球水循環研究センター准教授は、今回の東海地方の集中豪雨について「降雨域が南北に延び、その東
側から風が流れ込んだため」と指摘する

  8.29（金） 中日（夕刊）

39 福和伸夫・環境学研究科教授は「緊急地震速報は、もともと技術的に完璧ではないので、あたったらラッキーとい
う程度でいなければならない。自分だったらどう動くか考える癖をつけておくことが必要」と話す

  8.30（土） 中日（朝刊）

40 家森信善・経済学研究科教授　米国経済の低迷が日本経済にも影響　減税による一時の消費刺激効果に疑問   8.30（土） 中日（朝刊）

41 名駅など11ヵ所で９月21日から３日間、名古屋市が行う「レンタサイクル」の社会実験に、「名チャリ」を行った
竹内恒夫・環境学研究科教授研究室の学生らが協力

  8.31（日） 中日（朝刊）

42 生物多様性学習会（第一回）…ダーウィンに聴く会…28日開催：佐野充・環境学研究科教授　「気候変動の文明史
から見た生物多様性の確保」

  8.31（日） 中日（朝刊）

43 朝日カルチャーセンター：諏訪兼位・本学名誉教授　「科学者も短歌をよむ～澄んだ視点、光る歌」、杉山直・理学
研究科教授　「極小の世界と極大の世界－素粒子から宇宙を見る」、三矢保永・本学名誉教授　「サイエンスサロン雲
のかたちと空の色Ⅱ」、伊藤大輔・文学研究科准教授　「日本美術の諸相－自然の形象のことばとともに」

  8.31（日）
  9.12（金）

朝日（朝刊）

44 福和伸夫・環境学研究科教授は「東海地方の地震対策は、耐震化率も全国的に見れば高いが、それでも対策が足りな
いという意識を、行政も個人も持つ必要がある」と話す

  9.  1（月） 毎日（朝刊）

45 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　ノーベル賞　無上の喜び   9.  1（月） 日経（朝刊）

46 探究人：福井康雄・理学研究科教授　宇宙を身近に感じさせる   9.  1（月） 朝日（朝刊）

47 辻本哲郎・工学研究科教授は「今回の東海地方の集中豪雨は、市民にとってどこでも起こりうるという危機感を持
たせたと思う。天気予報などでも警戒に役立つような、よりわかりやすい情報の出し方が望まれる」と話す

  9.  1（月） 朝日（朝刊）

48 濵口道成・医学系研究科教授は、各地で広がる中学・高校生向けの医療セミナーについて、「早い時期から地域医療
を支える仕事に感心を持ってもらえれば、一定の効果があるのではないか。医学部進学後の教育の重要性が一層高
まってくる」と話す

  9.  1（月） 中日（朝刊）

49 厚生行政セミナー食の安全に関するシンポジウム－食の安全確保に向けて－８日開催：吉田佳督・医学系研究科准
教授　「食の安全に関する取り組み」

  9.  2（火）
  9.  9（火）

中日（朝刊）
読売

50 学生街ダンス：政府開発援助（ODA）の民間モニターとして、鈴木まり子さん・本学学生がケニヤを視察   9.  2（火） 中日（朝刊）

51 町田泰則・理学研究科教授らの研究グループは、植物が葉の形をつくる際に二種類の遺伝子が働いていることを解
明　応用により病気に強い穀物や野菜などの生産が期待できる

  9.  1（月）
  9.  2（火）
  9.  5（金）
  9.  8（月）

日経産業新聞
中日（夕刊）
毎日（朝刊）
朝日（朝刊）

52 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　必ず全員そろって夕食   9.  3（水） 日経（朝刊）

53 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　化学のすごさに感動   9.  4（木） 日経（朝刊）

54 市民公開講座「C型肝炎　その最新治療を学ぶ」10月19日開催：片野義明・医学部附属病院講師   9.  4（木）
  9.14（日）

中日（朝刊）

55 名古屋大学ライフトピア・敬老の日企画　市民公開シンポジウム「後期高齢者医療考：現実とこれから～求められ
る老年学～」15日開催

  9.  4（木）
  9.  9（火）

朝日（朝刊）
日経（夕刊）

56 上田実・医学系研究科教授　一刻も早い医療の海外依存脱却を   9.  4（木） 中日（夕刊）

57 総合研究大学院大学教授・池内了・本学名誉教授に聞く　常に試みていることは、科学と人を近づけること   9.  4（木） 日経（夕刊）

58 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　恩師に「一からご教示を」   9.  5（金） 日経（朝刊）

59 テクノ・フェア名大2008－創造する・開発する・進化する－25日開催：工学研究科が産学官共同研究の開発技術
シーズを公開

  9.  5（金）
  9.  9（火）

中日（朝刊）
日刊工業

60 親子で楽しむ運動教室13､27日開催：島岡清・総合保健体育科学センター教授が、５～８歳の子どもと保護者を対
象に総合指導を行う

  9.  5（金） 中日（朝刊）

61 平成20年度「こども＋おとなサイエンス・カフェ」第１回ロボットの科学10月５､19､26日開催：末松良一・本学名
誉教授

  9.  6（土） 中日（朝刊）

62 「知ろう！測ろう！GH（成長ホルモン）」～気づこう生活習慣病に潜むアクロメガリー（先端巨大症）～27日開催：
大磯ユタカ・医学系研究科教授 

  9.  6（土）
  9.  9（火）

中日（朝刊）
中日（夕刊）

63 財団法人科学技術交流財団は健康長寿関連製品開発の委託事業で、医学部保健学科と東名ブレース株式会社の進め
る物理療法機器づくりなど３件を採択

  9.  6（土） 中日（朝刊）

64 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　実験中に爆発、大けが   9.  6（土） 日経（朝刊）

65 坪木和久・地球水循環研究センター准教授らの研究グループは、８月28～30日にかけて東海地方を襲った記録的豪
雨を、特殊なレーダーを使って分析　　

  9.  6（土） 中日（夕刊）

66 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　京・阪大の若手人材集う   9.  7（日） 日経（朝刊）

67 名古屋市内の外国人児童が在籍する半数の学校で、専門の日本語講師がいないことについて、今津孝次郎・教育発達科
学研究科教授は、「今のままでは外国人が日本人社会に溶け込めず、十年後の地域社会は不安定になる」と指摘する

  9.  7（日） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

68 「難民映画祭2008名古屋」愛知芸術文化センターで20、21、23日開催：中西久枝・国際開発研究科教授が20日のシ
ンポジウムにパネラー出演する

� 9.� 7（日） 中日（朝刊）

69 ニュースを問う：鈴木康弘・環境学研究科附属地震火山・防災研究センター教授らが、日本原子力発電株式会社の
「浦底断層」の報告資料を分析した結果、断層の地質年代が実際より古く見積もられていることを発見　原電は新耐
震指針に沿って地質を再評価し、「浦底断層」が活断層であることを認める

� 9.� 7（日） 中日（朝刊）

70 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　「不斉触媒」の端緒つかむ � 9.� 8（月） 日経（朝刊）

71 科学技術振興機構は、地球規模課題対応国際科学技術協力事業における2008年度の新規採択研究課題に、西村浩一・
環境学研究科教授の「ブータンヒマラヤにおける氷河期決壊洪水に関する研究」など127件を採択

� 9.� 8（月） 日刊工業

72 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　偽善エコ　２ � 9.� 8（月） 中日（朝刊）

73 第４回名古屋大学ホームカミングデイ「地域と大学で考える『人と地球環境』」10月18日開催：主要行事は、ノー
ベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」　科学フォーラム名古屋「地球環境問題－ノーベル賞科学者から
のメッセージ」

� 9.� 9（火） 読売

74 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　「ただ者でない」教授陣 � 9.� 9（火） 日経（朝刊）

75 福田敏男・工学研究科教授らの研究グループは、複数の移動形態を自動で切り替えるゴリラ型の「マルチロコモー
ションロボット」に、垂直はしご登り機能を追加　09年３月をめどにすべての動作の連動化を目指す

� 9.� 9（火）　日刊工業

76 名古屋大学鶴舞公開講座「君が老いれば、僕も老いる　高齢化の波を乗り越えろ」10月４日開催：堀内美喜子・医
学部附属病院看護師　「きいて納得！！ここが違う床ずれのケアの昔と今」、平山正昭・医学部附属病院講師　「パー
キンソン病の最新の治療」

� 9.� 9（火） 日経（夕刊）

77 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　博士研究員、月給10倍に � 9.10（水） 日経（朝刊）

78 ノルウェー政府が創設した「カブリ賞」の授賞式が首都オスロで開催される　飯島澄男・本学特別招へい教授らに、
同国のホーコン皇太子から第１回カブリ賞が授与される

� 9.10（水） 中日（朝刊）

79 時のおもり：総合研究大学院大学教授・池内了・本学名誉教授　サマータイムを考える � 9.10（水） 中日（朝刊）

80 「Cancer�Week�2008がんシンポジウム」ナディアパーク・デザインホールで21日開催：濵嶋信之・医学系研究科教授 � 9.11（木） 読売

81 本学・理化学研究所・東京理科大学が共同で、超新星が爆発した後にレアメタル（希少金属）が生成される様子を
「すざく」で観測することに成功

� 9.11（木）

� 9.14（日）

日経（朝刊）
朝日（朝刊）
毎日（朝刊）

82 本学、東京大学、高エネルギー加速器研究機構などの研究者が参加する、スイス・ジュネーブにある欧州合同原子
核研究所（CERN）の、「大型ハドロン衝突型加速器（LHC）」が10日に運転を開始

� 9.11（木） 中日（朝刊）
他３社

83 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　超一流たちとの出会い � 9.11（木） 日経（朝刊）

84 ～環境チャレンジの祭典～メッセナゴヤ2008　ポートメッセなごやで11～14日開催：本学のテーマは「名古屋大学
における環境研究、支援事業、省エネルギー等の取り組み」�

� 9.11（木） 中日（朝刊）

85 老年学：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名誉教授　病気の発症　個人差 � 9.11（木） 朝日（朝刊）

86 「惑星の誕生、アートの誕生」19日開催：渡邊誠一郎・環境学研究科教授と美術家・佐倉密氏が対談 � 9.11（木） 朝日（夕刊）

87 朝日カルチャーセンター：周藤芳幸・文学研究科教授　「ナイルのほとりのヘレニズム文明」 � 9.12（金） 朝日（朝刊）

88 2008年度の新司法試験の合格者2065人が発表される　本学の合格者は32人 � 9.12（金） 朝日（朝刊）
他４社

89 イラクで活動を続けていた航空自衛隊の年内撤収が決まる　愛敬浩二・法学研究科教授は「名古屋高等裁判所の判
決が出た時点ですぐに撤収すべきだった。今後はイラク派遣の政府の責任について説明する必要がある」と話す

� 9.12（金） 中日（朝刊）

90 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　学者一家のおっとり娘 � 9.12（金） 日経（朝刊）

91 竹谷裕之・生命農学研究科教授は汚染された事故米の不正転売について、「売却先を最終需要者に限定し、抜き打ち
で立ち入り調査をするような対策が必要」と指摘する。また吉田佳督・医学系研究科准教授は、「食材の原産地表示
などの情報開示を求めていく必要がある」と話す

� 9.12（金） 中日（夕刊）

92 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　矛盾含む「美しい悪女」 � 9.13（土） 日経（朝刊）

93 訃報：榎本太・本学名誉教授 � 9.13（土） 中日（朝刊）
他２社

94 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　MIT からの誘い断る � 9.14（日） 日経（朝刊）

95 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　もつれるテロの深層 � 9.14（日） 中日（朝刊）

96 探査機「かぐや」のプロジェクトで月の地質構造を研究している、山口靖・環境学研究科教授に月の素顔を聞く � 9.14（日） 中日（朝刊）

97 平成20年度・スポーツ公開講座「柔道寝技教室」13日から始まる　二村雄次・本学名誉教授らが指導 � 9.14（日） 中日（朝刊）

98 19､20日に行われる「第44回日本胆道学会学術集会」の開催目的などを、二村雄次・本学名誉教授と藤田保健衛生
大学教授・乾　和郎氏・本学卒業生に聞く

� 9.14（日） 朝日（朝刊）

99 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　息子２人は父と別の道 � 9.15（月） 日経（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月６日（月）～27日（月）
場　　所：中央図書館４階展示室
時　　間：9：30～17：00
（月～土の展示です。日・祝は展示室は閉室します）

［問い合わせ先］
附属図書館情報サービス課課長補佐
052-789-3684

附属図書館2008年秋季特別展
西洋近代思想と永井文庫　 
－最大多数の最大幸福を求めて－

10月７日（火）～11月８日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第15回博物館企画展
「伊吹おろしの若者たち～八高創立百年の歴史から」

10月15日（水）～11月26日（水）の毎週水曜日
場　　所：博物館講義室
時　　間：10：30～12：00
定　　員：�60名（名古屋市生涯学習�

推進センターにて申込）
参加無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

大学連携キャンパス講座「おもしろ博物学」（全７回）
講 演 者：西川輝昭（博物館長・教授）他
講演題目：「伊勢湾・三河湾から見た海の生物多様性」
名古屋市生涯学習推進センター主催（博物館専任教員７名によるリレー形式）

10月18日（土）
場　　所：�豊田講堂、野依記念学術交流館、

IB 電子情報館ほか
時　　間：10：00～

［問い合わせ先］
総務部秘書課　052-747-6459

第４回ホームカミングデイ
地域と大学で考える「人と地球環境」

10月24日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：10：30～

［問い合わせ先］
学務部学務企画課　052-789-2159

大学院秋季入学式

10月24日（金）
場　　所：環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
入場無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/

第43回防災アカデミー
講演題目：「世界に拡がる日本の火山監視技術
　　　　　 －火山防災のための国際協力の現場から－」
講 演 者：熊谷博之（防災科学技術研究所主任研究員）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月29日（水）
場　所：博物館講義室
時　間：13：30～15：00
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第91回博物館特別講演会
講演題目：「寸描－第八高等学校」
講 演 者：山口拓史（大学文書資料室助教）

11月１日（土）、15日（土）
場　　所：経済学研究科
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：10：00～12：00

［問い合わせ先］
経済学研究科エクステンション・サービス
（〒464-8601名古屋大学経済学研究科）
Fax：052-788-6197
URL：http://www-oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail：ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学オープンカレッジ
「自由奔放！サイエンス」
11月１日
講演内容：「電波望遠鏡で探る地球大気環境」
講 演 者：水野　亮（太陽地球環境研究所教授）

11月15日
講演内容：「宇宙を実感してみよう：元素の起源と分光観測」
講 演 者：田原　譲（エコトピア科学研究所教授）

11月７日（金）
場　　所：学術総合センター
　　　　　一橋記念講堂２階中会議室
時　　間：12：00～17：00
参加無料　※要事前登録

［問い合わせ先］
研究協力部研究支援課研究協力総務掛
052-789-5966�
ken-kyo@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

第６回東京フォーラム
新しい時代を切り開く人材の育成を目指して
－名古屋大学が育てる勇気ある知識人－

11月11日（火）～11月19日（水）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館友の会ボタニカルアート作品展

11月15日（土）
場　　所：文学部237講義室
時　　間：13：000～15：00
参加無料

［問い合わせ先］
附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

2008年附属図書館源氏物語千年紀記念事業
「源氏物語の書物と絵画」講演会
演　　題：「源氏物語と後宮文化」
講　　師：高橋　亨（文学研究科教授）
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表紙

・  2008年ノーベル賞を受賞
した本学関係者３名

・  学生会館で行われた名大
祭ライブ（芸音学部）

 （平成20年６月７日）

イベントカレンダー



１　表紙写真で第１回ホームカミングデイを報じる本誌No.150
２　�第２回ホームカミングデイ「交流サロン」あいさつする平野総長�
（本誌 No.162）

３　同「交流サロン」の様子（同上）
４　豊田講堂改修竣工記念ホームカミングデイ式典の様子（本誌No.178）

１
２

３

４

http://www.nagoya-u.ac.jp/

No.150
2005年11月名古屋大学ホームカミングデイを開催
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　近年、日本の大学では、海外の大学を参考にホームカミ
ングデイを開催する事例が増えています。国内における
ホームカミングデイの理念や開催形態は各大学によって異
なりますが、多くの場合は卒業生を主な対象に、同窓生間
の旧交を温めたり、母校の近況を知ってもらったりする機
会を提供する行事として行われており、すでに40回以上の
歴史をもつ私立大学もあります。
　本学では、2008（平成20）年10月18日に、第４回名古屋大
学ホームカミングデイが開催されます。今回のホームカミ
ングデイでは、地域と大学で考える「人と地球環境」をメ
インテーマとして、卒業・修了生、元教職員、学生の家族
をはじめ、地域住民が本学東山キャンパスに集って参加者
間の交流が深まるものと思われます。
　本学のホームカミングデイは、第１回が2005（平成17）
年10月23日に、第２回が2006（平成18）年９月30日に、第３
回が2008（平成20）年２月２日に、それぞれ本学の全学同窓

会との共催により開催されています。約2,000名の参加を
得た第１回ホームカミングデイでは、試行的に本部行事お
よび部局行事の二本立てで各種の催しが行われましたが、
この基本的なスタイルは現在に引き継がれています。第２
回では、メインテーマ「宇宙から地球へ」が設定され、こ
のテーマに即した講演会などの全学企画や各部局独自の
様々な企画が行われ、約4,000名の参加者が思い思いに楽
しむ姿がみられました。第３回は過去２回とは異なり、豊
田講堂改修・増築工事の竣工式に合わせて２月に開催され
ました。このときは厳冬期にもかかわらず約2,500名の参
加がありました。
　本学のホームカミングデイは、過去３回の実績によって
本学の定例行事として定着しつつあります。今後も本学
ホームカミングデイは、大学の構成員・卒業生やその家
族、地域住民が各々の立場で参画するスタイルを確立しな
がら、その歩みを重ねていくことでしょう。

ホームカミングデイ　―卒業生・地域住民との交流を求めて―
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