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平成21年度入学式を挙行

2008年ノーベル化学賞受賞記念�名古屋大学レクチャーを開催

濵口総長の就任式を挙行

平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰者が決まる

中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果が出る

本学法科大学院が認証評価において「評価基準に適合」の認定を受ける

情報基盤センターの看板上掲式を挙行

退職者表彰式及び退職職員懇談会を開催

ハラスメント相談センターの看板上掲式を挙行

平成21年度春季全学留学生オリエンテーションを実施

●教育のデザインとプラクティス

学生の英語力強化のため、新カリキュラムを導入

●知の先端

法令の多言語「翻訳」と注釈に関する共同研究の展開

松浦　好治（大学院法学研究科附属法情報研究センター長）

●キャンパスクローズアップ

外国人研究者宿泊施設、総合運動場複合棟

●部局ニュース

日本近現代文化研究センター講演会を開催

第９回名古屋ビジネスセミナーを開催

医療行政管理セミナー（GCOE 英語コース）を開催

第７回ものづくり市民公開講座を開催

早稲田大学現代政治経済研究所との連携・協力に関する協定を締結

第13、14回「ミクロの探検隊」を開催

外部評価（研究評価）委員会を開催

理学研究科が光赤外天文計測学寄附講座を設置

ICCAE 第８回オープンセミナーを開催

学術資料寄贈における感謝状贈呈式を挙行

第35回オープンレクチャーを開催

「2008年ノーベル物理学賞・化学賞」受賞記念特別展を開催

●新任部局長等の紹介

●資　　料

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成21年３月16日～４月15日

● INFORMATION

第50回名大祭を６月４日（木）～７日（日）に開催

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

名帝大に設置された国産初の商用電子顕微鏡
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　平成21年度名古屋大学入学式が、４
月５日（日）、豊田講堂において、大学
院は午前10時から、学部は午前11時15
分からそれぞれ挙行されました。
　今年度の入学生は、大学院2,329名

（修士課程及び博士課程前期課程1,702
名、大学院法学研究科専門職学位課程

（法科大学院）91名、医学博士課程及
び博士課程後期課程536名）及び学部
2,218名の計4,547名です。
　名古屋大学交響楽団が演奏する

「ニュルンベルクのマイスタージン
ガー」前奏曲（ワグナー作曲）で始まっ
た式典では、濵口総長から、大学院入
学生及び学部入学生それぞれに対し、
祝辞が述べられました（詳しくは、総
長の辞をご覧ください）。
　続いて、各研究科長等の紹介があっ
た後、大学院法学研究科博士課程前期

課程入学生の竹内　徹さんと情報文化
学部入学生の百合草裕貴さんが、入学
生総代として、入学にあたって学生と
しての本分を全うすることを宣誓しま
した。
　また、来賓として、名古屋大学全学
同窓会副会長である宮池克人中部電力
株式会社代表取締役副社長執行役員か
ら、先輩として心のこもった祝辞をい
ただきました（詳しくは、来賓祝辞を
ご覧ください）。
　引き続いて、名古屋大学混声合唱団
が、歓迎の歌を合唱し、名古屋大学交
響楽団による「威風堂々」（エルガー
作曲）の演奏とともに、式典は幕を閉
じました。
　式典の後、学部入学生を対象として

「生協ガイダンス」及び学生によるサー
クル紹介「入学祭典」が行われました。

様々なサークルによる趣向を凝らした
ステージパフォーマンスに、会場は大
いに盛り上がりました。
　終了後は、豊田講堂の前庭に詰めか
けた大勢の学生から部活やサークルの
勧誘を受けたり、保護者などと晴れや
かな表情で記念撮影をしたりする入学
生の姿が見られました。
　入学式の様子は、豊田講堂内ホワイ
エ及び中２階、シンポジオンホール、
経済学部カンファレンスホール、IB
電子情報館大講義室、また、本学ホー
ムページ上においてライブ中継され、
多くの方々がこの晴れがましい式典に
臨みました。
　なお、入学式の模様は、現在、本学
のホームページ（http://www.nagoya- 
u.ac.jp/about-nu/publication/movie/
event.html）で視聴することができます。
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　皆さん。名古屋大学大学院へ入学おめでとうございます。
　名古屋大学大学院は、本日
　　修士課程及び博士課程前期課程　1,702名
　　専門職学位課程　91名
　　医学博士課程及び博士課程後期課程　536名
　総数　2,329名の大学院入学生を迎えました。
　研究を志し、大学院へ進まれた皆さんに、名古屋大学を
代表して心から祝福し、歓迎します。

　さて、皆さんの入学された名古屋大学は、明治４年に尾
張藩の仮医学校として出発してから138年、1939年に名古
屋帝国大学として総合大学になってから70年を迎える中部
地区で最も古い総合研究大学です。今年、節目の年を迎え
て、秋には創立70周年記念式典を準備しています。ぜひ
楽しみにしていてください。70周年の節目を迎え、昨年
は、皆さんもご存じのように、名古屋大学にとって大変喜
ばしいニュースがありました。名古屋大学の卒業生であ
る益川敏英先生と小林　誠先生がノーベル物理学賞を受
賞されました。また、名古屋大学の助教授を務められた
下村　脩（おさむ）先生がノーベル化学賞を受賞されま
した。皆さんもご存じのように、３人の方に先立ち、2001
年には野依良治先生がノーベル化学賞を受賞されておられ
ます。21世紀にノーベル賞を受賞した日本人は７名います
が、そのうち４名の方が名古屋大学関係者です。だから改
めて、研究を志し、本日大学院へ入学された皆さんの決意
を祝福します。ノーベル賞の名古屋大学へ、入学おめでと
う。今日ここにいる皆さんの中からも、将来歴史に残る仕
事をされる方が出ることを、私は期待しています。

　さて、昨年米国に発した経済危機は、世界のあらゆる面
にその影響を及ぼしつつあり、日本の産業の中核となって
いる中部地区にも甚大な被害をもたらしています。2005年
の統計では、日本の黒字の59％は名古屋港から輸出される

貨物で稼いでいました。つまり、言い換えると、我々の住
む中部地区は日本の産業の心臓部です。従って、この中部
地区の拠点・基幹大学として、人材育成、新たな産業技術
の創設を担う名古屋大学の役割は、きわめて重いものがあ
ります。

　経済恐慌の中で、20世紀後半から続いてきたアメリカを
中心とする世界の構造が、今大きく変わりつつあります。
今の時代をあとで振り返るとすれば、皆さんもきっと思い
ます。「そうだ。あの時、我々は、時代の転換点を目撃し
ていたんだ」と。流動しつつ多極化する時代の中で、法人
としての大学組織がいかに生き抜くのか、高等教育機関と
してどのような次世代の人材を育成していくのか、日本の
未来を切り拓く研究・開発をどう展開するのか。いま、我々
に投げかけられている問いは重いものがあります。言い換
えれば、今まさに、日本の基幹大学としての名古屋大学の
真価が問われている時代が来たといえます。だからこそ、
この状況を切り拓き、日本の未来に希望をもたらすために
は、君たち、今日ここに名古屋大学大学院に入学した諸君
の、新しい発想と、努力と、そして何よりも決意が必要な
のです。今、社会は君たち、若い諸君が存分に力を発揮し、
活躍されることを心から願い、期待しているのです。

　名古屋大学は、大学の学術憲章を定めています。その要
点は、
　自由闊達な学風の下、人間と社会と自然に関する研究と
教育を通じて、人々の幸福に貢献することを、その使命と
する。
　名古屋大学は、創造的な研究活動によって真理を探究
し、世界屈指の知的成果を産み出す。
　名古屋大学は、自発性を重視する教育実践によって、論
理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知識人を育てる。
であります。
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平成21年度大学院入学式祝辞

名古屋大学総長　濵口　道成



　自由闊達な学風の下、世界屈指の知的成果を産み出し、
新しい時代を切り開く勇気ある知識人を育てる。この名古
屋大学の伝統的な学風は、研究者の高い志を支えるととも
に、多くの画期的な成果を産み出してきました。先ほども
述べましたが、昨年に本学関係者の３名の先生方がノーベ
ル賞を受賞されたことは、名古屋大学の自由闊達な学風の
一つの成果であると私は確信します。この様な本学の伝統
を生かしつつ、知の拠点たる総合研究大学として、バラン
スのある研究の発展と人材育成を行っていく必要がありま
す。名古屋大学は、日本の産業を支える基幹大学であると
ともに、人類の英知を深化させる基礎研究の拠点としての
役割も担っています。応用研究や行政とともに、日本の基
礎科学の発展のためにも、今日ここに大学院に入学された
あなた方が存分に活躍されることが期待されています。

　昨年度、３名の先生方がノーベル賞を受賞されたことを
記念して、先生方に名古屋大学レクチャーで、講演をし
ていただきました。私たちは、１年に３回も我々の先輩
でノーベル賞学者である方々のお話を聞く機会を持てま
した。おそらく日本で初めての体験でしょう。益川先生、
小林先生、下村先生は、大科学者にふさわしい印象深い講
演をしてくださいました。また、３名の方は、どなたも大
変個性的な方でしたが、中でも、私は、下村先生のお話が、
自分の専門とも無縁ではないので、とりわけ深い印象が残
りました。下村先生は、皆さんもご存じのように、オワン
クラゲから、緑色蛍光たんぱく質（GFP）を世界で初めて
発見され、その単離と結晶化、および蛍光の仕組みを解明
されました。この GFP は、私たちの分野では、癌細胞が
体のあちこちへ転移していく姿を、生きたまま観察した
り、細胞骨格が細胞の形を変える姿を生きたまま観察した
りすることを可能にした画期的な物質です。下村先生は戦
前の昭和３年生まれ。中学生のとき長崎へ疎開し、転校初
日に学徒動員で軍需工場へ駆り出されました。長崎では、
原爆も体験されています。終戦後、中学の卒業証書がない
ため、すぐに進学できず、行くあてもなく二浪し、途方に
暮れていたそうです。人生で一番つらかったと言っておら
れました。たまたま原爆で破壊された長崎医科大付属薬学
専門部（現長崎大薬学部）が、近所に移転してきたので、
中学の先生に内申書を書いてもらい、薬学専門部に入学、
卒業しました。就職しようと、製薬企業の面接を受けたと
ころ、「君は会社には向かない」と忠告され、大学に残ら
れたそうです。分子生物を研究しようと夜行列車で名古屋
に来たところ、運悪く教授が出張中であったそうです。そ
こで隣の平田先生の教室に入ったそうです。下村先生の話
では、分子生物も、天然物有機化学も勉強したことがな
かったから同じだと思ったと。名古屋大学の研究生時代、
平田教授の薦めで甲殻類のウミホタルを研究したのがきっ
かけで蛍光物質の研究を始めました。その後、留学し、米
プリンストン大学が20年かけてもできなかった発光成分の
結晶化に成功し、有名になったのです。

　さて、先生が、緑色蛍光たんぱく質を精製するために使
われたオワンクラゲは、実に５トン、10年かかったとお話
しされていました。５トンのクラゲから100mg の蛍光物
質を精製されました。その後先生方がオワンクラゲを取っ
ていた地域からオワンクラゲがいなくなったとのお話。温
暖化のせいでクラゲがいなくなったかもしれないと、先生
は言い訳しておられましたが…すさまじい作業ですね。私
は深い感銘を受けました。実験がうまくいかないときには
どうするかとの質問に、先生の答えは「成功するまでやり
なさい」でした。「研究をやり始めたら、できるまでやめ
るな。一度ギブアップすると、くせになる」そうです。皆
さんはできますか。

　名案はどんな時に浮かぶかとの問いに、先生は「寝てい
る時だ」と答えていました。考えて、考えて、答えが見つ
からず、ウトウト眠ったときに、名案が浮かんだそうで
す。皆さんは、どう思われますか。私は、先生がこのお話
をされている時に、先生に後光が差しているように思いま
した。

　さて、皆さんはこれから研究の道への第１歩を踏みだし
ます。皆さんがこれから歩まれる道は、決して平坦ではあ
りません。沢山の苦労と、失敗と、嫌になるほどの後悔が、
毎日のように押し寄せてきます。山ほどの苦労があること
は、私が100％保証します。そんな苦労を望んで大学院に
入学した君たちに、熊谷守一先生の言葉を送り私の結論と
したいと思います。

　熊谷守一先生は、岐阜県の付知生まれの画家です。晩年
は、自宅から外出せず、庭に生きるアリや野の花などを独
特の色とタッチで描き続けました。生涯、文化勲章や勲章
を辞退した人で、「画壇の仙人」と呼ばれています。その
熊谷先生の言葉に「三風五雨（さんぷうごう）」というの
があります。３つの風と５つの雨という字です。どういう
意味か。
　人生を10日間と例えると、３日は風が吹き、５日は雨が
降る。晴れるのは２日しかないという意味です。 最初か
ら、10日全てが晴れると期待していると、風が吹く日や雨
が降る日には、うらみがましくなるものです。しかし、最
初から、晴れた日が少ないということを覚悟しておれば、
雨や風も驚くことではなく、晴れた日が本当の喜びになる
という意味だと思います。ここで一番大事なことは、晴れ
た日も、風の日も、土砂降りの雨の日でも、熊谷先生は黙々
と絵を描き続けました。そして勿論言うまでもなく、下村
先生は、何があっても、80歳を越えても、光る物質を追い
求め続けています。

　これからの皆さんの大学院生活が、生きる実感に満ちた
生活であることを心より願い、私の本日の祝辞といたし
ます。
　ご入学おめでとう。
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　皆さん。名古屋大学へ入学おめでとうございます。本日
ここに、2,218名の皆さんを名古屋大学へ迎えることとな
りました。厳しい受験勉強を経験した君たちの入学を、心
から祝います。私もちょうど40年前に、名古屋大学に入学
しました。そうして、この４月から総長として、君たちと
共に活動をしていきます。一緒に勉強をしていきましょう。

　さて、皆さんの入学された名古屋大学は、明治４年に尾
張藩の仮医学校として出発してから138年、1939年に名古
屋帝国大学として総合大学になってから70年を迎えます。
中部地区で最も古い総合研究大学です。節目の年を迎え、
今年秋には、創立70周年記念式典を準備していますので、
楽しみにしていてください。昨年皆さんもご存じのよう
に、名古屋大学にとって大変喜ばしいニュースがありまし
た。名古屋大学の卒業生である益川敏英先生と小林　誠先
生がノーベル物理学賞を受賞されました。また、名古屋大
学の助教授を務められた下村　脩先生がノーベル化学賞を
受賞されました。３人の方に先立ち、2001年には野依良治
教授がノーベル化学賞を受賞されておられます。21世紀に
ノーベル賞を受賞した日本人は７名いますが、そのうち４
名の方が名古屋大学関係者です。だから改めて皆さんの入
学を祝います。ノーベル賞の名古屋大学へ、入学おめでと
う。今日ここにいる皆さんの中からも、歴史に残る仕事を
される方が出ることを、私は期待しています。

　さて、ノーベル賞をさておき、皆さんの入学した名古屋
大学について、もう少し紹介します。名古屋大学は９学部、
13研究科からなる総合研究大学です。昨年度のデータによ
れば、教職員数は3,254人、学生数は学部生9,701人、大学
院生5,981人、総数15,682人の学生総数、総計で18,936人の
学生・教職員からなる大学です。また、平成19年度の総収
入は893億98百万円ありました。皆さんはこんな大きな組
織に入りこれからの４年または６年を過ごすことになります。

　ところで、皆さんが名古屋大学を目指し、入学試験の準
備をしていた頃のことです。私は、テレビのニュースを見
ていて大変印象深かった報道があります。何か。昨年米国
で始まった不況は、あっという間に日本に、この中部地区
にも波及し、沢山の方が今苦しんでおられます。厳しい経
済状況の中で、皆さんも進路について随分悩まれたことと
思います。昨年、テレビのニュースで、君たちの仲間が、
お父さんに負担をかけたくないから地元の国立大学に入り
たいと話しているのを聞きました。なんと親思いの子だろ
うと、私は深く感心しました。君たちの中にも、同じ考え
を持って今日の入学式を迎えている方が、きっと沢山いる
と思います。しかし、ここでもう少し考えてみましょう。
先ほど名古屋大学の総収入が893億98百万円、学生総数は
15,682人であると述べました。これを基に単純に計算する
と、学生１人当たり570万円のお金がかかることとなりま
す。一方皆さんが授業料として支払うお金は、年間約50万
円ですから、実に君たち１人当たり500万円を超えるお金
を毎年税金から補てんしていただいて、この大学が維持さ
れています。４年間では2000万円、６年間では3000万円で
す。このお金はどこから来るのか。言うまでもなく、毎日
苦しい思いをして働いている、あるいは大学に行けずに働
いている友人が払った税金からも補てんされています。さ
らに踏み込んでお話をします。私は先日まで医学部長を務
めていましたので、名大病院の患者さんの近くにいまし
た。名大病院には、今この瞬間にも、大学にも行けず、最
後の希望をかけて治療を受けている君たちと同じ世代の、
同じ年の青年が、沢山います。

　いま、君たちはとても幸福な状況にあることを、実感し
ていると思います。しかし考えていただきたい。この幸福
は、君たちのお父さん、お母さんは勿論、今この瞬間も
黙々と働いている人たちの、お蔭によるものなのです。ま
た、病気に苦しんでいる友人には得ることのできない幸福
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なのです。言い換えますと、今あなたの感じている幸福は、
あなたの実力だけで達成されたものではなく、実は多くの
人々に支えられた幸福なのです。だから、人は、幸福であ
ることへの責任があるといえます。自分の幸福を自分だけ
のものにしてはいけません。昔の表現に「ノブレス・オブ
リージュ」という言葉があります。今の言葉に翻訳すると

「選ばれた者の果たすべき責任」という言葉です。あなた方
は、選ばれたものとして、今日から果たすべき責任を負うの
です。

　だから、今日この入学式を迎えるにあたり私からお願い
があります。名古屋大学に入った今日を境に、あなた自身
の志を立てていただきたい。自分がどうしたら社会の役に
立てるか、どんな仕事を選んだら人々の幸福を支えること
ができるか。よく考えて、自分なりの志を立ててください。
大学で過ごす４年間の間に、志を立ててください。大学の
４年間は、短い期間ですが、自分がどんな人間になり、ど
んな生涯を描くかの設計図を作る、もっとも大切な時期で
す。30年たっても、40年たっても役に立つ勉強をして下さ
い。そうして、年を取ってから「そうだ、あの時自分は自
分なりの志を立てたんだ」といえる勉強をして下さい。

　ではどんな勉強をすればよいのか。大学の勉強は、高校
までの勉強と大きく変わります。何が変わるか。勿論、授
業に出席する、試験に通るということは、高校までの勉強
と同じです。では何が他に必要か。皆さんにまず心がけて
いただきたいことは、「自立すること」です。大学の間に、
自分で考え、学び、行動し、卒業後に社会のどのような分
野で活躍したいかをじっくり考え、準備をして下さい。ど
んな人間になっていくかを考える上でまず大事なことは、
幅広く深い教養を身につけることです。なぜか。現代は膨
大な情報の氾濫する社会であるといえます。IT の発達に
よって、我々は随分便利な生活ができるようになりまし
た。ある人に言わせると、有史以来 IT が確立されるまで
に蓄積された情報量と、IT によって蓄積された情報量は
ほぼ同じだと言われます。ただこの情報は、玉石混交、虚
実が入り混じっております。また、真実もその賞味期限が
随分と短くなったように思います。このような時代だから
こそ、皆さんはまず質の良い情報を学び、虚実を見極める
力を持つ必要があります。どうすればよいか。簡単です。
長い時代を生き抜いてきた古典をまず学んでいただきた
い。100年、1000年の時間を生き抜いてきた情報は、間違
いのない良質の情報です。私は工学を学ぶ、私は理学部で
分子生物を勉強するといま考えている人も、哲学、古典文
学、語学をしっかり学んでいただきたい。それが、私のお
願いです。名古屋大学には、恐らく卒業後は生涯、出会う
ことのできないような素晴らしい先生がいます。この先生
方から、生涯残る知恵を学んでいただきたい。若い時にこ
そ、自分の専門外の哲学、古典をしっかり学んでください。
その勉強は、単なる知識に終わらず、情報の真偽を見分け
ることのできる知恵を君たちにもたらします。

　２つ目のお願いがあります。しっかり語学を学んでくだ
さい。グローバリゼーションは、今後ますます加速すると
思われます。40年前、私が、名大生のころ、キャンパスに
留学生を見ることは希でした。25年前、私が、助教授のこ
ろ、アメリカに手紙を送り、返事をもらうにはひと月かか
りました。今は e-mail 連絡すると、会話しているような
ものですね。15年前、私が教授になってから、沢山の留学
生を受け入れました。そして今、日本は留学生を30万人迎
える準備をしています。大学と言う定点で観測して見て
も、日本はこの40年余りのうちに随分国際化しました。こ
の流れは、今後ますます加速するでしょう。あなた方が社
会で活動するようになったとき、語学特に英会話は必須の
能力となります。あなた方は、先ほども述べたように、選
ばれたものとして、国際的に通用する人材になっていただ
かなくてはなりません。今年から、名古屋大学の英語教育
は大きく変わります。しっかりと勉強して下さい。

　３番目のお願い。大学時代に、沢山の友人を作り、サー
クル活動、社会活動に参加して下さい。なぜ、授業以外の
活動を勧めるのか。それは、君たちの中に眠る潜在能力を
起こすため、君たちの持つ可能性を開花させるためです。
本を読むだけでなく、実践的な活動をすることで、自分の
可能性を探ってください。名古屋大学第３代学長で、素晴
らしい内科医であった勝沼精蔵先生が、印象的な言葉を残
しています。ちなみに、今皆さんが座っているこの豊田講
堂は、勝沼先生が、トヨタ自動車の石田社長に寄附をお願
いして1960年５月にできました。先生の銅像が、君たちの
入ってきた入口の左角に残っています。

　先生はこういっておられます。「われわれ人間には、ま
だまだ３分の２の潜在能力がある。それを掘り起こした者
が天才であり、眠らせて終るのが凡人だ。どう掘り起こ
す？　行動だよ。何もしないで、ある日突然潜在能力は現
われはしない。」

　さあ今日から行動してください。失敗を恐れずに行動し
てください。自分はこんなものだ、などと決めつけないで、
あなたの眠っている可能性を掘り起こしてください。そし
て、日本の未来を支える人材として、大きく育ってくださ
い。選ばれたものとしての責任を果たすために。

　皆さんの学生生活が、多くの出会いと、実り多い体験に
満ちることを願って今日の祝辞とさせていただきます。
　入学おめでとう。
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平成21年度大学院入学式
　御紹介いただきました名古屋大学全学同窓会副会長をい
たしております宮池でございます。名古屋大学全学同窓会
を代表いたしまして、皆さん方に一言お祝いを申し上げた
いと思います。
　名古屋大学大学院御入学おめでとうございます。大学院
に進学されて学問を通じてさらに自己研鑽を積まれんとす
る意気込み、まずは敬意を表するものでございます。
　さて、これから皆さん方は、目指される専門分野につい
て深く学び、研究を進めていかれるわけでございます。専
門分野の研究テーマを突き詰めていく途上で、あるときは
壁に突き当たり、悩み、試行錯誤を繰り返しながら未知の
世界を解明していくのでありますけれども、こうした過程
の中で皆さん方が鍛錬されまして、研究者としての経験を
会得されていくわけでございます。
　大学院でのこうした経験は、皆さんが将来社会へ出ら
れ、企業人として活躍されるようになったときにも大変に
役に立つものだと考えております。すなわち、そのとき与
えられたテーマが全く別分野の研究課題であったとして
も、あるいは研究ではなくて難解な業務課題であったとし
ても、大学院の課程で培った経験と自信が、皆さんに難題
に果敢に取り組む勇気を与え、また解決の道筋を示してく
れるものと考えております。
　別の言い方をすれば、自分はこれぐらいのことは解決し
てみせるという旺盛なチャレンジ精神を身につけること
が、皆さんの今後の人生を大きく発展させるものだと考え
ております。したがって、研究テーマは難易度の高いテー
マと向き合って、全力で格闘され、旺盛なチャレンジ精神
を身につけられんことを期待しております。
　話は変わりますが、今世界はリーマンブラザーズの経営
破綻に端を発する世界経済の大混乱と不況の中にありま
す。また一方では、地球温暖化を始めとする地球環境問題
に世界が揺れ動いているわけでございます。大学はこうし

たグローバルで視界不良の大きなうねりと無縁では決して
ないわけでございまして、むしろこういう時代であるから
こそ新しい研究、新しい発見が大いに進展していくのでは
ないかと思っております。
　名古屋大学は、先ほどもお話に出ておりましたけれど
も、名古屋帝国大学として設立されて以来、今年で70周年
の節目を迎えるわけでございます。この間にノーベル賞を
受賞された４人の先生方を始め、国内外で大変に優れた業
績や社会貢献を上げられた本学出身者は枚挙にいとまのな
いところであります。本学の大切にしてきた自由闊達な学
風のもと、伸び伸びと皆さんの可能性を伸ばし、勇気ある
知識人として、この混沌の時代を乗り切っていく道しるべ
を発信していただきたいものであります。
　さて、皆さんのうち名古屋大学の卒業生は既に名古屋大
学全学同窓会の会員になっておられます。また、他の大学
から入学された方は、今日から準会員となられます。名古
屋大学の各学部の同窓会は古くからございましたが、全学
同窓会はその各学部の同窓会と大学の協力を得まして、平
成14年10月、我々の大先輩であられる豊田章一郎さんを会
長に発足いたしております。全学同窓会の特徴は、国内及
び海外では、アジアを中心に支部を持っております。名古
屋大学がアジア地域と関係強化を図る際の拠点として利用
していただければと思っております。
　最後に、名古屋大学が世界の名古屋大学としてますます
発展されんことと、今日、入学された皆さんが実り多い大
学院生活を送られんことを祈念し、祝辞とさせていただき
ます。
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平成21年度学部入学式
　ただいま御紹介いただきました宮池でございます。名古
屋大学全学同窓会を代表いたしまして、一言皆さんにお祝
いの言葉を申し上げたいと思います。
　名古屋大学御入学おめでとうございます。皆さんは、見
事難関を突破されまして、こうして入学式をお迎えされた
わけでございますが、これはもちろん皆さんのたゆまぬ努
力の成果であることは当然のことでございますけれども、
皆さんをこれまで支えてくださった御家族、あるいは恩師
の方々、周囲の方々の支援があって初めてこういった結果
が出たということでもあると思います。このことをしっか
りと心に留めて学生生活をスタートさせていただきたいと
思っております。
　さて、これから始まりますおおよそ４年間の学部学生の
生活は、これからの長い人生の道のりにあってほんの短い
時間ではあります。しかし、この４年間は皆さんの学生生
活への取り組みの仕方次第で実に多くことを経験し、学
び、皆さんの人格形成に大変に大きな影響を与え、皆さん
の人生を豊かにする大切な期間であると思っております。
　その理由はいろいろと挙げられますが、一つには、皆さ
ん方が20歳前後であるという非常に感性の鋭い年代である
ということでもございますけれども、一方で大学という独
特の環境のなせるところも大きいのではないかと思いま
す。大学はさまざまな個性、才能、考え方、人格等々をお
持ちの教官の方々や学生の方々で満ち満ちているところで
あると思っております。そうした人々との交流を通して皆
さんの人格形成や将来の人生行路に大きな影響を与える機
会は極めて多いものと思っております。
　また、大学生活では自由裁量の時間が非常にたくさん得
られるはずです。また、皆さんのやりたいことが自由に選
択できるはずです。こういった機会は、社会へ出たらまず
ございません。これから始まる４年間の学生生活で皆さん
にそれぞれ目指す目標はありますか。こういうことを学び

たい、こういうことをやってみたい、サークル活動を通じ
て、あるいはほかの方法で、決して受験戦争、受験生活の
骨休みなどであってはならないと思います。この４年間が
これからの皆さんの人生を大きく左右するはずです。ぜひ
目標を掲げ、有意義な４年間を送られんことを切に望むも
のでございます。
　名古屋大学は、先ほども御紹介がございましたが、名古
屋帝国大学として設立されて以来、今年で70周年の節目を
迎えるわけでございます。この間にノーベル賞を受賞され
た４人の先生方を始めとして、国内外で大変優れた業績や
社会貢献を上げられた本学出身者は枚挙にいとまがないと
ころでございます。本学の大切してきた自由闊達といった
学風のもとに、よき指導者とともに伸び伸びと皆さんの可
能性を伸ばし、勇気ある知識人として育っていかれんこと
を切に望むものでございます。
　さて、皆さんは今日から名古屋大学全学同窓会の準会員
となられます。名古屋大学の各学部の同窓会は古くからご
ざいまして、全学同窓会はこれらの各学部の同窓会と大学
の協力を得て、平成14年10月、我々の大先輩であられます
豊田章一郎さんを会長に発足いたしております。全学同窓
会の特徴は国内及び海外、特にアジアを中心に支部を持っ
ておるということでございます。名古屋大学がアジア地域
との関係強化を図る際の拠点として活用していただければ
と思っております。
　最後に、名古屋大学が世界の名古屋大学としてますます
発展されんことと、今回、入学された皆さんが充実した学
生生活を送られんことを祈念いたしまして、祝辞とさせて
いただきます。
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　2008年ノーベル化学賞受賞記念 名古屋大学レクチャー
「オワンクラゲからのおくりもの」が、３月26日（木）、豊
田講堂において開催されました。
　本レクチャーは、本学が主催する最も重要な講演会の一
つであり、分野を問わず、世界的に高名な研究者の講演を
広く一般市民の皆様に公開し、現代世界の最高の「知」に
触れていただくために行われるもので、講演者には「名古
屋大学レクチャーシップ」の称号及び表彰楯が授与されま
す。
　４回目となった今回は、2008年ノーベル化学賞受賞の栄
誉に輝いた、米国 ウッズホール海洋生物学研究所特別上
席研究員である下村　脩本学特別教授を講演者に招き、現
在では、医学や生命科学などの研究に欠かせない緑色蛍光
タンパク質（GFP）の発見までの道のりや発光生物の魅
力についての講演が行われました。下村博士は、本学で
理学部の研究生として２年半を過ごされ、昭和30年には、
平田義正本学名誉教授（当時、教授）の下でウミホタルの
研究を始め、発光物質を取り出すことに成功しました。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

米国 プリンストン大学にフルブライト奨学生として留学、
帰国後の昭和38年から本学理学部助教授として２年在籍さ
れました。その後再び研究拠点を海外に移し、オワンクラ
ゲから GFP を発見、発光機構の解明に成功し、ノーベル
化学賞を受賞することとなりました。これは、平田名誉教
授以来、伝統ある本学理学部で先人たちから薫陶を受けた
ことによるものであり、本学の自由闊達な批判精神に富む学
風の中から生まれた世界に誇る研究成果の一つといえます。
　当日は、はじめに平野総長のあいさつがあった後、平田
名誉教授の門下生であり、本学名誉教授で現在、慶応義塾
大学理工学部の上村大輔教授が、「2008年ノーベル化学賞
に輝く下村　脩博士－時を超える『ひと』、『もの』、『ここ
ろ』－」と題し、下村博士の研究の源流について、生物発
光の原点でもある平田研究室での心温まるエピソードを交
えながら分かりやすく説明しました。
　引き続いて行われた名古屋大学レクチャーシップの称号
及び表彰楯の授与式では、総長から下村博士に「聖人が現
れ、平和で学問が尊重される世の中になる前兆」とされる

「麒麟」をモチーフにデザインされた名古屋大学レクチャー

10 名大トピックス◦ No.192

GFP を発光させる下村博士

特別教授称号授与式の様子質疑応答の様子

ニ
ュ
ー
ス

2008年ノーベル化学賞受賞記念 名古屋大学レクチャーを開催



シップの表彰楯が贈呈されました。
　レクチャーでは、下村博士が「発光生物研究の原点－名
古屋大学」と題し、戦後の混乱期に長崎大学へ入学してか
ら本学に移り、平田教授と運命的に出会い、その後、海外
に活躍の拠点を移し、50年以上も生物発光の研究に一途に
情熱を注いだ研究生活を振り返りました。講演の最後に
は、GFP が入った試験管に紫外線を当て、緑色に光る様
子を再現するなど、下村博士が生涯をかけて打込んだ研究
への情熱が伝わる講演となりました。
　講演後に設けられた参加者からの質疑応答では、「研究
の原動力は、結果を出そうとする執念である」、「夢をかな
えるためには、何でも好きなことを一生懸命やり、疑問が
あれば解決するまで努力して欲しい」と若い世代に対し
エールを送りました。また、本学の学内保育園の園児から
手作りのクラゲ型メダルが贈られ、下村博士が笑顔で対応
するなど、和やかな雰囲気でした。
　最後に、近藤高等研究院長から閉会のあいさつがあり、
大盛況のうちに終了しました。参加者からは、「素晴らし
かった」、「良い刺激になった」との感想が多数寄せられ、

大変有意義なものとなりました。
　豊田講堂ホワイエでは、名古屋港水族館の協力により、
オワンクラゲが展示され、講演会終了後、参加者が、紫外
線を受けて蛍光を発しているオワンクラゲを一目見ようと
長蛇の列を作っていました。
　今回のレクチャーでは、メイン会場となった豊田講堂に
加えて同時中継を行うサテライト会場が IB 電子情報館に
設けられ、中学生、高校生、一般の方々等多くの参加者が
詰めかけ、本レクチャーに対する関心と期待の大きさが伺
われました。
　また、本レクチャーに先立ち、午前中には、下村博士へ
の本学特別招へい教授の委嘱状交付式及び特別教授の称号
授与式、ノーベル賞メダルのレプリカの受渡式、記念植樹
が執り行われました。
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オワンクラゲの見学に列を作る参加者下村博士から借り受けたノーベル賞のメダル（レプリカ）

開会のあいさつをする平野総長 講演をする上村教授



　平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者が決
定し、本学から３名が受賞しました。
　この表彰は、科学技術に関する研究開発、理解増進等に
おいて顕著な成果を収めた者について、その功績を讃える
ことにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、我
が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的としてお
り、「科学技術賞（開発部門、研究部門、科学技術振興部門、
技術部門、理解増進部門）」、「若手科学者賞」、「創意工夫
功労者賞」、「創意工夫育成功労学校賞」の各賞に分かれて
います。
　なお、授賞式は、４月14日（火）、東京都内のホテルにお
いて、執り行われました。

　受賞者は以下のとおりです。

■科学技術賞（研究部門）
受賞者：金田　行雄　工学研究科教授
業績名：乱流の計算科学及び統計理論的研究

■若手科学者賞
受賞者：大木　靖弘　理学研究科准教授
業績名：�還元反応を司る金属酵素の活性部位構築と機能の

研究

受賞者：忍久保　洋　工学研究科教授
業績名：�遷移金属触媒反応を用いるポルフィリン合成法に

関する研究

受賞者：長田　孝二　工学研究科准教授
業績名：密度成層を伴う乱流場でのスカラ拡散の研究

　平成21年４月１日付けで、第13代名古屋大学総長に就任
した濵口道成総長の就任式が、４月１日（水）、シンポジオ
ンホールにおいて挙行されました。
　就任式であいさつに立った濵口総長は、昨今の厳しい経
済状況を鑑み、このような時代を乗り切り、若い学生が希
望を持てる未来を切り拓くために、構成員には忍耐、努力、
覚悟を持っていただきたい、と力強く訴え、人材しか資源

のない我が国が発展していくためには、自立性、国際的通
用性に富んだ人材の育成が重要であり、これを成し遂げる
ために全力を尽くす旨の決意を述べました。
　引き続き、本部第２会議室において、総長就任記者会見
が行われ、集まった教育担当記者に対し、本学の目指す方
向性や自身の考え等を説明し、本学から社会への情報発信
に協力いただきたい、と要請しました。
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平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰者が決まる

濵口総長の就任式を挙行



　３月26日（木）、文部科学省国立大学法人評価委員会（以
下、「法人評価委員会」という。）により、全国立大学法人
の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果が公表
されました。
　本学は、「教育」、「研究」、「社会連携・国際交流等」、「業
務運営」、「財務内容」、「自己点検・評価」、「その他業務運
営に関する重要目標」の７項目すべてにおいて、中期目標
の達成状況が「非常に優れている」または「良好である」
との高い評価を得ました。
　また、各法人の特色ある取り組みをまとめた「改革推進
状況」では、本学の６事例（学生の多様なニーズに対応
した支援の実施、「研究推進計画」の策定、医療過疎地域
での勤務を望む若手医師の研修の実施、「業務効率化プロ
ジェクト」の実施、国際諮問委員会の設置、省エネルギー
対策や環境に配慮した取組の実施）が紹介されています。
　国立大学法人には、平成16年度以降国立大学法人法等に
より、文部科学大臣が定める６年間の中期目標に基づき、
中期計画及び年度計画を策定することが義務付けられてい
ます。また、各年度及び中期目標期間の終了後に、計画の
実施状況等を記載した「業務の実績に関する報告書」を
法人評価委員会に提出し、評価を受けることとされてい
ます。
　平成20年度には、従来の年度評価に加えて、平成16年度
から平成19年度の実績を対象とした中期目標期間評価が実

施されました。同評価は、評価結果を次期の中期目標・中
期計画の検討に活用するだけでなく、次期中期目標期間の
運営費交付金の算定に反映させる観点から、中期目標期間
の終了（平成21年度末）に先立ち実施されたものです。
　中期目標期間評価では、年度評価で外形的な評価のみの
実施とされてきた教育・研究等についても、法人評価委員
会の要請を受けた独立行政法人大学評価・学位授与機構（以
下、「機構」）による専門的な評価が実施されました。
　本学は、平成20年６月末に法人評価委員会に「平成19事
業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実
績に関する報告書」を、機構に「中期目標の達成状況報告
書」及び「学部・研究科等の現況調査表」を提出しまし
た。この３種類の実績報告書に基づく書面調査に加え、８
月５日（火）の法人評価委員会によるヒアリング及び11月13
日（木）、14日（金）の機構による訪問調査等を経て、今回の
評価結果が公表されました。
　今後、平成20年度・21年度の実績を加味して中期目標期
間評価の結果が確定されます。また、現在、第二期中期目
標（原案）・中期計画の策定に取り組んでいるところでも
あり、次期中期目標期間に向けてより一層教育研究等の質
の向上及び業務運営等の改善に努めます。
　なお、本学の評価結果の詳細については、ホームページ
（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/objectives/）をご覧�
ください。
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中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果が出る



　情報基盤センターの看板上掲式が、４月２日（木）、同セ
ンター入口において、濵口総長、山本情報連携統括本部長、
伊藤義人情報戦略室長、阿草情報基盤センター長等、関係
職員の出席のもと執り行われました。
　４月１日付けで、情報連携基盤センターと情報メディア
教育センターを再編統合して設置された同センターは、全

国共同利用施設として、共同利用・共同研究を行うととも
に、本学の情報化の推進、教育における情報メディア活用
等に関し、実践的研究開発並びに情報技術支援及び教育・
教材開発支援を行うことを目的としています。
　上掲式では、はじめに総長からセンターへの期待を込め
たメッセージがあり、続いて、阿草センター長から設置へ
の経緯と役割についての報告がありました。
　その後、総長らは、職員の案内によりセンター内を視察
し、現行機種に比べ約30％の省エネが実現される５月18日
稼働予定の新スーパーコンピュータの説明を受けました。
このコンピュータは、利用者の継続性を維持しながら文部
科学省が進めている次世代スーパーコンピュータとの連携
がとれる構成となっており、学外からの利用も大いに期待
されています。また、キャンパスネットワーク機器、学生
教育用の情報教育基盤システムや全学統合サーバも視察し
ました。

　本学法科大学院は、独立行政法人大学評価・学位授与機
構（以下、「機構」）が実施した平成20年度実施法科大学院
認証評価において、「法科大学院評価基準に適合している」

と認定されました。
　国・公・私立大学
の法科大学院は、学
校教育法及び同施行
令の規定に基づき、
その教育研究水準の
向上に資するため、
設置の目的に照ら
し、教育課程、教員
組織その他教育研究
活動の状況に関し、
５年以内ごとに、文
部科学大臣が認証す
る評価機関（認証評

価機関）の実施する評価（認証評価）を受けることが義務
づけられています。
　各法科大学院は、この制度のもとで、複数の認証評価機
関の中から評価を受ける機関を選択し、その機関が定める
基準に従って自己評価を行うこととなっています。
　本学法科大学院は、機構を認証評価機関として選択し、
自己評価書には、機構が定める基準ごとに、その内容及び
解釈指針に従って、教育活動等の状況を分析・記述し、平
成20年６月27日（金）に提出しました。
　機構は、提出された自己評価書に基づいて書面調査及び
訪問調査を実施することとなっており、本学法科大学院の
訪問調査は平成20年12月８日（月）、９日（火）に実施されま
した。
　機構は、書面調査による分析結果に訪問調査で得られた
知見を加え、今年３月27日（金）、評価結果を公表し、本学
法科大学院は、「大学評価・学位授与機構が定める法科大
学院評価基準に適合している」と認定されました。
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情報基盤センターの看板上掲式を挙行

本学法科大学院が認証評価において「評価基準に適合」の認定を 
受ける



　平成21年度春季全学留学生オリエンテーションが、４月
９日（木）、シンポジオンホールにおいて開催されました。
このオリエンテーションは、４月に新しく入学した留学生
を対象に午前の部は日本語で、午後の部は英語で行われ、
合わせて180名を超える留学生が参加しました。
　当日は、はじめに、DVD による大学概要の紹介があっ
た後、石田留学生センター長から歓迎のあいさつがありま
した。
　引き続き、情報セキュリティ、図書館利用、生活相談、
異文化適応について、各担当の教員などから詳細な説明が
あり、留学生は真剣な表情で聞き入っていました。

　ハラスメント相談センターの看板上掲式が、４月２日
（木）、工学部７号館玄関前において、藤井理事、市橋総長
補佐、池田総長補佐、近藤ハラスメント相談センター長等、
関係者の出席のもと執り行われました。
　４月１日付けで、総長の下に設置された同センターは、
様々なハラスメントやこれに類する人権侵害並びにこれら
に起因する問題の苦情相談等を適切に実施することを目的
とし、既存の「名古屋大学セクシュアル・ハラスメント相
談所」とハラスメントに関する「苦情処理窓口」を統合し
たものです。
　同センターは、相談部門と処理部門を設け、それぞれに
臨床心理士及び弁護士の相談員を置き、セクシュアル・ハ
ラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラ
スメントあるいはこれらに起因する人事処遇上、職場環境
に関する苦情等に対し、相談、助言、救済等を行い、本学
構成員等の人格及び人権が尊重された良好な環境の維持発
展に務めることとしています。

　退職者表彰式が、３月27日（金）、豊田講堂第１会議室に
おいて挙行されました。
　これは、平成21年３月31日付けで退職する勤続30年以上
の職員を表彰するもので、表彰式には、被表彰者58名のう
ち48名の方が出席し、平野総長から被表彰者一人ひとりに
表彰状と記念品が手渡されました。続いて、総長から祝辞
があり、永年にわたる本学への尽力に対する感謝のことば
が述べられました。
　引き続いて、ユニバーサルクラブにおいて、退職職員懇
談会が開催され、上記被表彰者のほか、３月31日付けで定
年退職する職員をはじめ関係者が出席しました。佐分理事
のあいさつの後、退職者を代表して位田工学部・工学研究
科事務部長から謝辞が述べられました。退職者は、出席者
と今日までの思い出などを語り、別れを惜しんでいました。

15NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.192

オリエンテーションの様子

上掲式の様子

記念撮影

ニ
ュ
ー
ス

平成21年度春季全学留学生 
オリエンテーションを実施

ハラスメント相談センターの 
看板上掲式を挙行

退職者表彰式及び退職職員懇談会を
開催



　本学における英語教育の質を高め、学術憲章で
表明している「国内外で指導的役割を果たしうる
人材」を養成するため、学生の英語力の強化を目
的とし、平成21年度から全学教育科目の「英語」
に新カリキュラムを導入しました。
　平成21年度から、入学当初の１年生の学力底上
げを目指し、さらに、現状の習熟度に対応した履
修コース制度を採り、効果的な英語教育、自立的
学習体系を構築します。
　そのため、英語を履修するにあたって、コー
ス分けのための「英語プレイスメント・テスト
（TOEFL-ITP 試験）」を入学式前の４月３日（金）
に、全入学生（2,218名）を対象に午前と午後に
分け、全学教育棟本館で実施しました。
　また、４月11日（土）には、コンピュータ端末を
使い、与えられたテーマにそった小論文を書く試
験（Criterion）を全学教育棟本館の CALL 教室
やサブラボにおいて実施しました。

　新カリキュラムでは、入学者に対し、入学時に
TOEFL-ITP、Criterion（Writing）試験を行い、A、
B、Cの３つのコースに分けて習熟度別に授業を
行います。
　習熟度別コースによる１年次前期における学習
形態は、各コースとも、通常の対面授業では、週
に２時間の「英語（基礎）」（１単位）を学びます
が、Aコースの者は、よりレベルの高いAコー
ス向けの「英語（基礎）」を行い、Cコースの者
は、Bコースと同レベルの「英語（基礎）」に加え、
さらに「英語（サバイバル）」（１単位）を課すこ
とにより、週４時間の対面授業となります。これ

らの授業には、予習・復習併せて２時間の学習を
必要とします。
　主に課外学習で行う「ぎゅっと e」の eラーニ
ング学習では、各コースとも週2.5時間ほどライ
ティング、リーディング及びリスニングを行い、
Cコースの者は、さらに初級の文法及びリーディ
ングを併せて週3.5時間の学習となります。さら
に、習熟度が高い者には、通常の授業よりも高い
レベルの授業である「特別英語セミナー」を学ぶ
ことも可能としています。
　各コースの学習形態は以下のとおりです。

A コース
学習時間：6.5時間／週
履修授業：Aコース向け「英語（基礎）」
　　　　　（１単位）
・授業２時間及び予習・復習２時間
・課外学習2.5時間
　eラーニング（ぎゅっと e）中級：
　　ライティング，リーディング，リスニング
B コース
学習時間：6.5時間／週
履修授業：B，Cコース向け「英語（基礎）」
　　　　　（１単位）
・授業２時間及び予習・復習２時間
・課外学習2.5時間
　eラーニング（ぎゅっと e）中級：
　　ライティング，リーディング，リスニング
C コース
学習時間：9.5時間／週
履修授業：�B，Cコース向け「英語（基礎）」及び�

「英語（サバイバル）」（併せて２単位）
・授業４時間及び予習・復習２時間
・課外学習3.5時間
　eラーニング（ぎゅっと e）初級：
　　文法，リーディング
　eラーニング（ぎゅっと e）中級：
　　ライティング，リーディング，リスニング

　習熟度が低い者には英語力の底上げを、習熟度
が高い者には、より高いレベルへの誘導を図り、
全体的に学習量を増やすことによる積み上げ方式
を導入し、語学力の段階的な底上げを図る上、論
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学生の英語力強化のため、新カリキュラムを導入

教養教育院



理的文書作成技法であるパラグラフ・リーディン
グとパラグラフ・ライティングを取り入れ、学術
論文の読解力と論文執筆能力の補強を行います。
　また、通常の対面授業に加えて、eラーニングに
よる補完授業を併用するブレンディッド学習法を導
入する他、eラーニングでの学習履歴により、教育
効果や学習効果の分析とフィードバックを行います。

　「論理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知識
人」を育成するため、本学は今後も人材育成に力
をいれていきます。
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　本年４月１日に「日本法令外国語訳データベー
スシステム」（法務省所管）が公開されました。
このウェブサイトは、主要な日本の法令を日本語
と英語で発信するもので、国内外で好意的に受
けとめられています。このデータベースシステム
は、名古屋大学が（作業は、法情報研究センター
が情報科学研究科の外山勝彦研究室と共同で行い
ました）政府調達の一般競争入札に参加して落札
し、開発した先駆的な例でもあります。
　経済大国日本の法制度は、発展途上国が大いに
参考にしてきたことはよく知られていますが、先

進国においても、日本の法運営の仕方には、以前
から強い関心が見られました。しかし、日本法の
信頼できる英訳は少なく、しかも頻繁に行われる
法改正に応じた情報の更新も十分であったとはい
えなかったのです。新しいウェブサイトは、これ
らの課題に応えようとする政府の試みです。

　この政府のプロジェクトは、学問的にみると、
法学にとっても、情報科学にとっても、今後取り
組むべき多くの研究課題を明らかにするものでし
た。例えば、法文を理解するには、裁判所が法を
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法令の多言語「翻訳」と注釈に関する共同研究の展開

松浦　好治　大学院法学研究科附属法情報研究センター長



どのように運営しているかについての情報や日本
社会の現実についての多様な情報が必要です。こ
の多様な情報を一定の品質で、継続的に提供し、
更新するにはどうすればいいでしょうか。法の前
提になっている社会の違いを比較法的に明らかに
するにはどんな手法が適切でしょうか。これら
は、世界に日本法と日本を理解してもらうための
仕組みの学問的解明を求めているのです。

　翻訳という観点からいっても、法令を英訳すれ
ば十分というわけではありません。例えば、名古
屋大学で学んでいる留学生の多くは、中国、韓国、
台湾などの出身者です。これらの国々のエリート
の人たちとの交流は、英語でかなりのことができ
ます。しかし、アジアの人々とより深く、しかも
幅広く交わろうとすれば、英語ではなく、中国語
や韓国語、ロシア語などに日本法を翻訳し、活字
だけでなく、映像や音声なども使った情報を付け
加えることが必要です。この種のプロジェクトを
推進するには、法学や情報科学という二つの分野

の連携を超えた、より学問横断的な連携が不可欠
ですし、企業との共同研究も必要になります。

　法情報研究センターの目下の関心事は、多言語
で学問横断的な情報提供をしようとする場合の学
問基盤を開発することです。例えば、多言語翻訳
をどう実現するかですが、これについて一つのヒ
ントになるのは、世界に輸出される日本製品に付
けられる多言語マニュアルです。これは、製品を
世界商品にするには不可欠なものです。

　電化製品よりもはるかに複雑な仕組みをもつ日
本の法を世界に広く知ってもらい、使ってもらう
ためには、「法とそのマニュアル」を「輸出先」
の国の言葉に翻訳するのは当然のことでしょう。
ここで多言語マニュアル開発に実績のある企業の
ノウハウが役に立ちます。法情報研究センター
は、日本法の多言語「マニュアル」を開発するた
め、株式会社クレステックとの共同研究を昨年か
ら始めています。

　日本法の多言語化をめざす実験研究は、国際的
な研究協力によって高度化します。
法情報研究センターは、韓国政府のシンクタンク
である大韓民国法制研究院と共同で、日本法・韓
国法相互の機械翻訳の高度化、両国の法を結ぶ標
準翻訳辞書開発のプロジェクトを推進していま
す。多言語化は、さまざまな国の専門家との間で
共同研究を行う有益な機会を生み出していますの
で、学問横断的な形でこれらを一層発展させたい
と考えています。
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1976年大阪大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。
中京大学講師、同助教授、大阪大学助教授、同教授を経て、2001
年より名古屋大学大学院法学研究科教授。現在、名古屋大学大学院
法学研究科附属法情報研究センター長。
専門は、法情報学、法思想史。著書に、『法情報学－ネットワーク
時代の法学入門』（共著第２版補訂版2006年、有斐閣）、『法と比喩』
（1991年、弘文堂）がある。

まつうら　よしはる

図２　�明治時代の翻訳からの注釈情報の獲得プロジェクト
　　　�箕作麟祥訳、フランス民法（明治４年）、と同16年の訳の

対比。訳が大きく動いていることがわかる。元のフランス
語は、のちに債務と訳されるobligationである。日本の法
概念の由来についてのこの種の情報も国際発信できる。



　平成20年度においても数多くの施設整備が実施
されましたが、その中で外国人研究者と学生の利
便性を向上させるため、学内経費によって整備さ
れた大幸キャンパスの外国人研究者宿泊施設、東
山キャンパスの総合運動場複合棟の２件を紹介し
ます。

■外国人研究者宿泊施設
　外国人研究者宿泊施設（リサーチャーズビレッ
ジ大幸）は、今後の国際的な共同研究の進展に伴
う外国人研究者の増加を考慮し、従来から不足し
ている外国人研究者の宿泊施設を整備するため
に、大幸キャンパスにおいて看護師宿舎として建
設され、その後倉庫として使用していた建物を改
修し、平成20年10月末に14室の個室を備えた宿泊
施設として完成しました。

　改修前の建物は、昭和54年に建設された３階建
ての建物ですが、４階を増築出来るように設計さ
れていたこともあり、耐震性能に問題はありませ
んでした。また、新たに宿泊施設を建設する場合
に比べて経済的・効率的に整備することが可能で
あったため、改修して利用することになりまし
た。改修に当たっては、個室間の壁を取り払って
２室を１室とし、バス・トイレ及びキッチンを設
置して、１室28m２の快適な宿泊施設に整備しま
した。また、省エネルギー対策として、居室の窓
の断熱化（複層ガラス）と外断熱を行い、コンク
リート躯体を蓄熱体として利用することで、空調
ランニングコストの低減を図りました。これは、
結露防止によりカビ等を発生させない健康的な室
内環境の維持にも効果があります。
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28．外国人研究者宿泊施設、総合運動場複合棟



建物概要
　構　　造　鉄筋コンクリート造
　階　　数　地上３階建て
　建築面積　280m２

　延べ面積　720m２

■総合運動場複合棟
　総合運動場複合棟は、陸上競技場近辺に点在し
ていた更衣室や体育会運動部の部室等を新たに集
約して整備した施設で、陸上競技場、野球場やテ
ニスコートなどの運動施設に囲まれた場所に建設
されました。
　集約した更衣室や体育会運動部の部室等は１階
に配置し、２階には健康・スポーツ科学の講義や
実習で利用可能な講義室と防音仕様の音楽練習室
を併設した複合棟として平成21年１月末に完成し

ました。省エネルギー対策として、屋根に遮熱塗
装を施し空調ランニングコストの低減を図りまし
た。また、シャワー室には防犯対策として防犯カ
メラを設置しました。
　この建物には「GYMNO-MELOS」という愛称
がつけられています。これは、ギリシャ語で運動
競技を意味する GYMNO（ジムノ）と、歌・音
楽を意味する MELOS（メロス）とを組み合わせ
た愛称であり、学生にスポーツや音楽を通じて友
情や信頼を培ってほしいという願いが込められて
います。

建物概要
　構　　造　軽量鉄骨造
　階　　数　地上２階建て
　建築面積　350m２

　延べ面積　649m２

 （施設管理部）

21NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.192

１　改修後の外国人研究者宿泊施設
　　（リサーチャーズビレッジ大幸）
２　改修前の旧看護師宿舎
３　改修後の外国人研究者宿泊施設
　　（リサーチャーズビレッジ大幸）居室
４　改修前の旧看護師宿舎居室
５　改築後の総合運動場複合棟
６　改築前の総合運動場施設等
７　総合運動場複合棟音楽室

１ ２ ５ ６

３ ４ ７



　大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、
３月27日（金）、野依記念学術交流館において、社団法人キ
タン会と共催で、第９回名古屋ビジネスセミナーを開催し
ました。
　同セミナーは、大学の地域社会への貢献という時代的要
請に応えるため、本学関係者に限定しないオープンなセミ

ナーを開催することにより、経済に関する「知」の共有を
通じた地域社会活性化への貢献を目指すもので、毎回、重
要な経済問題をテーマに、一流の経済学者、経営者、専門
家を講師に迎えて開催しています。
　今回は、講師として駐中国・インドの日本大使を歴任し
た谷野作太郎日中友好会館副会長を招き、「これからの中
国とインドを読み解く」をテーマに開催しました。
　はじめに、金井同研究科長より、あいさつを兼ねて今回
のセミナーのポイントの指摘があり、続いて講演に入りま
した。谷野副会長からは、最近の世界同時不況が進行する
中での中国・インド経済の状況と両国経済の優位点や弱点
を含めた潜在力に関して、比較を交えつつ指摘があり、両
国で日本企業が活動を行う際の課題について、包括的かつ
詳細に説明がありました。現在のアジア経済で最も注目さ
れる両国の内部事情も踏まえた報告に対して会場からも活
発に意見や質問が出され、予定時間を大幅に超過して終了
しました。
　会場には、東海地域の第一線で活躍するビジネス関係者
をはじめ、産官学の多様な分野から定員一杯となる約100
名の参加者が集まりました。

　大学院文学研究科附属日本近現代文学研究センターは、
３月14日（土）、文系総合館カンファレンスホールにおい
て、日本近現代文化研究センター講演会を開催しました。
　鈴木貞美国際日本文化研究センター教授を講師に招き、

「日本近現代文化史再編のために－『文学』『芸術』概念を
中心に－」と題した講演が行われました。

鈴木教授は、日本における「文学」の概念編成史を研究課
題として日本文芸史・文化史の再編を精力的に行い、大正
生命主義の思潮の系譜の仮設を提唱して、次々と研究成果
を公刊し、近年は、中国などの海外研究機関との国際共同
プロジェクトも積極的に行ってきた人物です。
　同講演も、日本における「文学」の概念編成史に関する
ものであり、鈴木教授は、新たに近代日本の「美術」概念
の成立について最近の研究成果を踏まえ、同教授自身の著
書の見解を修正しながら、日本における今日的な意味での

「文学」という概念は、1910年頃に成立したと解説しました。
　続いて、近代日本語学を専門とする齋藤文俊同センター
教授及び同研究科博士課程後期課程に在籍し、日本近代文
学を専門とする松澤俊二さんが、それぞれの専門的立場か
ら質問を行い、活発な議論が展開されました。
　同講演会が、今後、日本近現代文学研究センターと国際
日本文化研究センターとの実り多い研究提携を推進してい
く上で、重要な端緒となることが期待されています。
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第９回名古屋ビジネスセミナーを開催
●大学院経済学研究科

日本近現代文化研究センター講演会を開催
●大学院文学研究科



　大学院工学研究科創造工学センターは、３月26日（木）、
IB 電子情報館10階にある同センター内において、第７回
ものづくり市民公開講座を開催しました。
　同公開講座は、学生を対象とする「ものづくり講座」の
一部を一般市民向けにアレンジして開催しているもので、
中・高校生に「ものづくり」の楽しさ、難しさを知っても

らうと同時に、一般市民の方に本学に親しんでもらうこと
を目的としています。
　午前のプログラムでは、山下博史工学研究科教授による

「熱エネルギーを仕事に変換するしくみ」に関するプレ講
義にはじまり、技術職員によるスターリングエンジンの歴
史、しくみ、設計の勘所及び製作方法の説明、さらに、様々
なタイプのスターリングエンジンやものづくり講座で作っ
た作品の展示を行いました。その後、高校生の参加者より、
部活動で作成した様々なスターリングエンジンの紹介があ
り、技術職員との活発な意見交換が行われました。午後に
は、実際にスターリングエンジンの組み立てや動作試験を
行いました。
　当日は、中・高校生、社会人など合計10名の参加があり、
参加動機は、部活動でスターリングエンジンを製作してお
り、その技術的問題を解決するため、名古屋大学を見て進
路の参考にするため等々、積極的なものでした。また、「自
分で作りたくなった」、「アドバイスがもらえて良かった」、

「摩擦の影響や機械を作動させるための調整の難しさを実
感した」等の声も聞かれ、盛況のうちに終了しました。

　大学院医学系研究科医療行政分野ヤング・リーダーズ・
プログラム（YLP）は、３月16日（月）から24日（火）の間の
休日を除く６日間、医学部修士講義室において、「医療行
政管理セミナー（GCOE 英語コース）」を開催しました。
同セミナーは、同研究科及び学部の協定校である米国 ジョ
ンズ・ホプキンス大学公衆衛生大学院から医療政策専門の

ジェラード・アンンダーソン教授を招いて行われました。
アンダーソン教授は長年、世界銀行や経済協力開発機構、
世界保健機構などの国際機関や米国政府機関で要職を担う
など、多くの国々の保健行政の枠組みづくりに貢献してき
た実績を持ち、現在も世界中で国際機関からの要請を受け
各国の保健行政への協力をしています。
　セミナーはすべて英語で行われ、疫学的視点からみた慢
性疾患の変化及び低中所得国での影響についてや医療界
での IT 活用現状等について、活発な意見交換とともに話
し合われました。現役の行政官で構成されるYLP 所属の
留学生のみならず、医学部を中心に多数の留学生や大学院学
生、教職員等の参加があり、特に、YLP 所属の留学生から、
自国の医療行政の問題点や現状についてアンダーソン教授に
助言を求めるなど、具体的な解決策に向けて模索するきっ
かけとなった、との声が聞かれました。
　また、アンダーソン教授による医療経済についてのミニ
セミナーが経済学部において実施され、好評のうちに幕を
閉じました。
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講義するアンダーソン教授
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第７回ものづくり市民公開講座を開催
●大学院工学研究科

医療行政管理セミナー（GCOE英語コース）を開催
●大学院医学系研究科



　博物館は、３月21日（土）と28日（土）の２週にわたって、
株式会社日立ハイテクノロジーズの協力のもと、大学院医
学系研究科附属医学教育研究支援センターとの共催で、第
13回及び14回「ミクロの探検隊～電子顕微鏡でミクロの世
界を体験しよう！～」を開催しました。
　これは、小学５年生以上の学生を中心に、光学顕微鏡や

電子顕微鏡を使って自然界の色々な物の形態を観察し、学
ぶ企画で、一昨年から毎年行っています。
　21日は、「虫の世界」と題し、昨年、本学を退職した
井上晶次氏を迎えて、ゾウムシの世界を覗いてみました。
井上氏の話は、象の鼻のような長い吻（口）を持つゾウム
シの体のつくりから始まり、その多様性にまで及びまし
た。実習では、参加者それぞれがいろいろなゾウムシを実
体顕微鏡で観察した後、走査型電子顕微鏡と透過型電子顕
微鏡を使い、体の細部に至るまで観察、撮影をしました。
　28日は、「植物の世界」と題し、同館野外観察園から採
集してきた花の中から好きな花を選び、大まかな花の特徴
を学んだ後、実体顕微鏡で花びら、がく、めしべ、おしべ
の形や数を観察し、各自で電子顕微鏡の試料を作りまし
た。参加者は、走査型電子顕微鏡で花粉を観察する中で、
粉のように見える花粉でも電子顕微鏡で観ると形はそれぞ
れ異なるものの、「科」という仲間によって花粉の形の特
徴が似ていることを学びました。
　アンケートには、「大変面白かった」、「また参加したい」
という意見が多く寄せられ、参加者には楽しい体験になっ
たようです。

　エコトピア科学研究所は、４月９日（木）、早稲田大学大
隈会館において、早稲田大学現代政治経済研究所との連
携・協力に関する協定書調印式を挙行しました。
　この協定は、地球環境負荷を低減した環境調和型理想社
会、エコトピアを実現すべく、その道程の具体化と現在の

社会がエコトピアの理想にどれだけ近づけたかを環境影響
評価等で客観的かつ定量的に評価するための尺度であるエ
コトピア指標の体系化に関する文理融合学際研究に連携協
力して取り組むことを目的としています。
　同研究所は、現代世界が直面している多様な課題を学際
的に研究している早稲田大学の政治・経済研究の中心であ
る現代政治経済研究所とともに、中部・関東地域、国立・
私立、自然科学と人文・社会科学の枠を超えた協力を展開
することにより、人間の豊かさを加味して環境負荷を考え
るというエコトピア指標の作成を行います。また、学術会
議や学術審議会等においても求められている新しい文理融
合学術体系や科学技術分野の構築、さらに研究者の交流や
人材育成を本格化させる予定です。
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第13回の様子

調印後握手をする（左から）谷藤早稲田大学現代政治研究所長、�
松井エコトピア科学研究所長
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第13、14回「ミクロの探検隊」を開催
●博物館

早稲田大学現代政治経済研究所との連携・協力に関する協定を締結
●エコトピア科学研究所



　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、３月24
日（火）、2008年度第８回オープンセミナーを開催しました。
　まず、エスタ・カハンギ ケニア ジョモケニヤッタ農工
大学（JKUAT）副学長が「ケニアの開発課題解決に向け
たジョモケニヤッタ農工大学の研究活動－日本の大学との
連携の可能性－」と題する講演を行い、ケニアの農業や社
会が抱える問題に対処するため、同大学が課題解決型研究
に先進的に取り組んでいることや、日本の大学との国際共
同研究の実現に大きな期待が寄せられていることを報告し
ました。続いて、ICCAE 客員教授である櫻井武司和光大
学経済経営学部教授が「アフリカ農業・農村開発のための
実践的戦略について：稲作を中心に」と題する講演を行い、
サブサハラ・アフリカの持続的な経済成長を実現し貧困解
消に成功するためには農業生産性の向上、特に輸入が急増
しているコメの生産性を向上することが重要であり、その
ためには技術開発を行う研究者の育成が必要であると具体
的データに基づき説明しました。
　参加者による活発な議論が行われ、熱のこもったセミ
ナーとなりました。

　大学院理学研究科は、４月１日（水）、同研究科内に同研
究科初の寄附講座となる光赤外天文計測学寄附講座を立ち
上げました。同講座は、大学における基礎的な天文学研究
及び創意工夫に溢れた計測装置の開発を行い、それらの成
果を広く社会に展開することを目的としており、構成員は
特任教授１名、特任助教１名、研究員１名の計３名で、期
間は２年間となっています。
　同講座の母体となった同研究科素粒子宇宙物理学専攻・
光赤外線天文学研究室は、ユニークな技術と人材とを生み
出し、我が国の関連分野における研究開発に大きな貢献を
してきました。今回の設立は、その活動の継続と発展を期
待された株式会社ナノオプトニクス研究所のご寄附によ
り、実現したものです。
　同研究科で最初の寄附講座ではありますが、我が国にお
いて、基礎科学を目的とした講座が民間によって設立され
るのは、極めて稀であり、研究の成果が期待されます。

　大学院経済学研究は、３月27日（金）、経済学部第１議室
において、外部評価（研究評価）委員会を開催しました。
同研究科外部評価委員会は、平成18年度まで毎年各界の有
識者と懇談会を催し、多方面からの意見を伺っていました
が、平成19年度からは、隔年で研究面に関して当該分野の
専門的研究者から評価を受ける外部評価（研究評価）委員
会と、主として研究以外の諸側面に関して多様な立場・観
点から評価を受ける外部評価（社会的評価）委員会を行う
こととしました。この方針に従って、平成20年度は特に経
済理論・政策の分野での研究面の評価を受けるための外部
評価（研究評価）委員会を開催しました。
　委員会では、経済学の理論・政策分野の専門的研究者を
外部評価委員会委員とし、同研究科の理論・政策分野の教
員の研究活動について、数々の貴重な意見をいただくとと
もに、評価を受けました。
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セミナーの様子

佐藤修二本学特任教授（前列右から２人目）揮毫による研究室の�看板とともに記念撮影

外部評価委員会の様子
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ICCAE第８回オープンセミナーを開催
●農学国際教育協力研究センター

理学研究科が光赤外天文計測学 
寄附講座を設置
●大学院理学研究科

外部評価（研究評価）委員会を開催
●大学院経済学研究科



　附属図書館研究開発室は、３月16日（月）、同館５階多目
的室において、第35回オープンレクチャーを開催しました。
　これは、同室が掲げる図書館のハイブリッド化に関する
研究開発及び学術情報流通についての今後の課題を主な
テーマとして、平成14年度から学内外の方を対象に開催し
ているもので、35回目の今回は、米澤　誠山形大学学術情

報基盤センター・ユニット長が、「ラーニング・コモンズ
（LC）の本質」と題して講演を行い、学内外から約40名の
参加者がありました。
　米沢ユニット長は、講演で、教育のオープン化という観
点から、ラーニング・コモンズの意義を、新たな教育の場、
学生の自主的学習の場、大学における生活の場にあること
を、中央大学付属高校、恵泉女学園中学校、神田外語大学、
山形大学、東京大学など、国内の大学などの多彩な事例を
交えながら、紹介しました。
　また、自身の情報リテラシー教育の授業実践から、コン
ピュータの使い方ではない、本来の意味での情報リテラ
シーを、図書館を取り込んで学習指導することが肝心であ
り、ラーニング・コモンズはオープン教育・情報リテラシー
教育を実現するための基盤であると説明されました。
　講演終了後は、大学と中学・高校での事例における共通
点・差異の有無、ラーニング・コモンズと地域貢献との関
係、ラーニング・コモンズを授業で使用する際の問題点な
どについて、質疑と活発な意見交換が行われ、充実したレ
クチャーとなりました。

　附属図書館は、３月17日（火）、同館小会議室において、
故後藤重郎名誉教授による学術資料の寄贈に対し、感謝状
贈呈式を挙行しました。
　寄贈いただいた学術資料は、「新古今和歌集」の写本等、
古筆切コレクションが約280点、和歌関係研究図書が約
4,000冊に及びました。

　贈呈式では、平野総長をはじめ、伊藤同館長、塩村　耕
文学研究科教授、「後藤文庫」の整理に係わった大学院文
学研究科の大学院学生等の出席のもと、総長から後藤名誉
教授夫人である後藤髜子様に感謝状が贈呈されました。続
いて、塩村教授から「後藤文庫」のデータベース紹介があ
り、その後「後藤文庫」が保存されている準貴重書室へご
遺族をご案内しました。
　また、同館への貴重な学術資料の寄贈に対して、３月10
日（火）に、江戸庶民の生活資料を寄贈された岡部昭二氏と
和算関係資料を寄贈された元本学職である藤本保紀氏へ、
また、３月18日（水）には、旧東ドイツ・東欧諸国の法制度
関係資料を寄贈された大川睦夫名誉教授へ、それぞれ伊藤
館長から感謝状が贈呈されました。
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オープンレクチャーの様子

贈呈式の様子
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第35回オープンレクチャーを開催
●附属図書館

学術資料寄贈における感謝状贈呈式を挙行
●附属図書館



　博物館は、11月25日（火）から３月28日（土）、同館３階
ミュージアムサロンにおいて、第11回博物館特別展示

「2008年ノーベル物理学賞・化学賞」受賞記念特別展を開
催しました。
　益川博士、小林博士及び下村博士の2008年ノーベル物理
学賞と化学賞のダブル受賞を記念して開催された同展は、
話題性もあって約４ヶ月の会期中に7000人弱の入館者があ
りました。会場には、ノーベル物理学賞コーナー及び化学
賞コーナーが設置され、両賞の受賞理由となった研究の説
明、３人の博士の本学在籍当時の写真等が展示され、来館
者は興味深そうに展示を見入っていました。
　今回の特別展では、一般の来館者とともに、本学学生や
理学部の関係者の姿も目立ちました。会場から、下村博士
が在籍していた理学部の平田研究室や益川博士、小林博士
が在籍していた坂田研究室のあった理学部 A 館や山手通
が見渡せることから、1954年に撮影された東山キャンパス
の写真と現在のキャンパスを見比べながら、大学の変貌ぶ
りに感じ入っている来館者も少なくありませんでした。
　また、陳　駿南京大学学長、清水　潔文部科学省生涯学

習政策局長、川口文夫中部電力株式会社会長、大沢　勝日
本福祉大学総長らも訪れ、1950-60年代の理学部の自由な
雰囲気を伝える写真やエピソード、ノーベル賞賞状のデザ
イン、ノーベル賞晩餐会の洋食器を前に話を弾ませていま
した。２月７日（土）には、2008年ノーベル物理学賞受賞記
念　名古屋大学レクチャーのために来学していた益川夫
人、小林夫人が展示会場を訪れ、坂田昌一先生の胸像や当
時の物理学教室のメンバーの写真を感慨深げに見入ってい
ました。
　同特別展は終了しましたが、今回の展示物は、これまで常
設展の一角にあった野依良治特別教授の2001年ノーベル化
学賞のパネル・展示品を加えて、４月から「名古屋大学にお
けるノーベル賞研究」と題し、リニューアル展示をしています。
展示コーナーには、小林博士、益川博士、下村博士のノー
ベル賞メダルのレプリカ（ノーベル財団製）のほか、本物の
ノーベル賞メダルと同じサイズ（直径6.6cm）、同じ重さ（203g）
のメダルを用意し、参加体験型の展示を行っています。
　４月５日（日）に行われた入学式後には、新入生や保護者
ら550人以上が同コーナーを訪れ、大盛況でした。
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ノーベル賞展示を見学する（左から）清水局長、大沢総長、川口文会長、平野総長

名古屋大学ノーベル賞コーナー足立博物館教授の説明を聞く（左から）小林夫人と益川夫人
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「2008年ノーベル物理学賞・化学賞」受賞記念特別展を開催
●博物館



専門分野：大気化学、環境科学、環境動態解析、
　　　　　物理化学

〈略歴〉
昭和53年４月 千葉県水道局栗山浄水場
昭和59年４月 日本真空技術株式会社技術開発部
昭和61年２月 財団法人工業開発研究所
昭和63年４月 北海道大学講師（応用電気研究所）
平成２年11月 北海道大学助教授（応用電気研究所）
平成９年２月 名古屋大学教授（太陽地球環境研究所）
平成12年４月 名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所長
平成13年４月 名古屋大学太陽地球環境研究所附属佐久島観測所長
平成20年４月 名古屋大学太陽地球環境研究所副所長
平成21年４月 名古屋大学太陽地球環境研究所長事務取扱

専門分野：神経内科学、分子病態学
〈略歴〉
昭和56年４月 名古屋大学医員（医学部附属病院）
昭和56年10月 愛知医科大学講師（内科学第四講座）
昭和57年７月 米国ペンシルベニア大学客員研究員
平成２年２月 愛知医科大学助教授（内科学第四講座）
平成７年４月 名古屋大学教授（医学部）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院医学研究科）
平成13年11月 名古屋大学総長補佐（鶴舞地区）（～平成19年３月31日）
平成14年４月 名古屋大学教授（大学院医学系研究科）
平成19年４月 名古屋大学大学院医学系研究科副研究科長
平成21年４月 名古屋大学大学院医学系研究科長・医学部長

専門分野：天文学、宇宙物理学
〈略歴〉
昭和54年１月 名古屋大学助手（理学部）
平成５年10月 名古屋大学助教授（理学部）
平成８年４月 名古屋大学助教授（大学院理学研究科）
平成11年９月 宇宙科学研究所教授（宇宙圏研究系）
平成17年４月 名古屋大学教授（大学院理学研究科）
平成20年４月 名古屋大学大学院理学研究科副研究科長
平成21年４月 名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長

専門分野：地球惑星科学、リモートセンシング
〈略歴〉
昭和55年４月 通商産業技官（工業技術院地質調査所）
昭和55年10月 新エネルギー総合開発機構主任（地熱調査部）
昭和57年４月 通商産業技官（工業技術院地質調査所）
昭和59年11月 米国スタンフォード大学客員研究員
昭和62年10月 主任研究官（工業技術院地質調査所）
平成８年４月 名古屋大学助教授（大学院理学研究科）
平成13年４月 名古屋大学教授（大学院環境学研究科）
平成20年４月 名古屋大学大学院環境学研究科副研究科長
 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成21年４月 名古屋大学大学院環境学研究科長

専門分野：近世北ヨーロッパ比較文化史、
　　　　　明治における西欧受容

〈略歴〉
昭和57年４月 名古屋大学講師（総合言語センター）
昭和61年２月 名古屋大学助教授（総合言語センター）
平成３年４月 名古屋大学助教授（言語文化部）
平成８年２月 名古屋大学教授（言語文化部）
平成15年４月 名古屋大学教授（大学院国際言語文化研究科）
平成19年４月 名古屋大学大学院国際言語文化研究科副研究科長
 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成21年４月 名古屋大学大学院国際言語文化研究科長

専門分野：法情報論、法哲学、法思想史
〈略歴〉
昭和51年４月 中京大学講師（法学部）
昭和54年４月 中京大学助教授（法学部）
昭和57年４月 大阪大学助教授（法学部）
平成３年１月 大阪大学教授（法学部）
平成５年８月 大阪大学評議員
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院法学研究科）
平成14年４月 名古屋大学教授（法政国際教育協力研究センター）
 名古屋大学総長補佐（法人化（法務）担当）
平成15年４月 名古屋大学総長補佐（法人化（組織・運営）担当）
 名古屋大学訟務室長
平成16年４月 名古屋大学教授（大学院法学研究科）
 名古屋大学法務室長
平成18年４月 名古屋大学大学院法学研究科長
平成20年４月 名古屋大学大学院法学研究科附属法情報研究センター長
平成21年４月 名古屋大学附属図書館長
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新任部局長等の紹介
●大学院理学研究科長・理学部長

國枝　秀世
（くにえだ　ひでよ）

●太陽地球環境研究所長事務取扱

松見　豊
（まつみ　ゆたか）

●大学院医学系研究科長・医学部長

祖父江　元
（そぶえ　げん）

●大学院環境学研究科長

山口　靖
（やまぐち　やすし）

●大学院国際言語文化研究科長

前野　みち子
（まえの　みちこ）

●附属図書館長

松浦　好治
（まつうら　よしはる）



〈略歴〉
昭和49年３月 京都工芸繊維大学施設課
昭和52年４月 文部省管理局教育施設部大阪工事事務所
昭和59年７月 文部省大臣官房文教施設部大阪工事事務所
昭和61年７月 文部省大臣官房文教施設部大阪工事事務所施設係主任
昭和62年５月 国際日本文化研究センター管理部総務課施設係長
昭和63年４月 文部省大臣官房文教施設部大阪工事事務所工営係長
平成９年４月 文部省大臣官房文教施設部大阪工事事務所専門職員
平成11年10月 名古屋工業大学施設課長
平成13年10月 岐阜大学施設部企画課長
平成16年４月 名古屋大学施設管理部施設整備課長
平成17年４月 東京大学施設整備課長
平成18年10月 宮崎大学施設環境部長
平成21年４月 名古屋大学施設管理部長

専門分野：生物物理学、遺伝、機能生物化学
〈略歴〉
昭和63年９月 名古屋大学講師（医学部）
平成４年７月 名古屋大学助教授（医学部）
平成４年９月 名古屋大学助教授（理学部）
平成９年11月 名古屋大学教授（大学院理学研究科）
平成21年４月 名古屋大学アイソトープ総合センター長

〈略歴〉
昭和49年８月 名古屋大学経理部経理課
平成元年６月 名古屋大学経理部主計課第二予算掛主任
平成４年４月 核融合科学研究所管理部会計課司計係長
平成６年４月 名古屋大学理学部経理掛長
平成７年10月 名古屋大学経理部主計課第二予算掛長
平成13年４月 名古屋大学経理部主計課専門員
平成15年１月 名古屋大学経理部主計課課長補佐
平成16年４月 名古屋大学財務部財務課課長補佐
平成17年４月 名古屋大学財務部財務課財務調整主幹
平成18年４月 名古屋大学エコトピア科学研究所事務長
平成18年10月 名古屋大学法学部・法学研究科事務長
平成19年４月 名古屋大学医学部・医学系研究科事務部次長
平成21年４月 名古屋大学医学部・医学系研究科事務部長

専門分野：応用分子細胞生物学、食品科学、
　　　　　応用生物化学

〈略歴〉
昭和56年６月 名古屋大学助手（農学部）
平成３年１月 名古屋大学助教授（農学部）
平成７年６月 名古屋大学教授（農学部）
平成11年４月 名古屋大学教授（大学院生命農学研究科）
平成14年４月 名古屋大学評議員
平成16年４月 名古屋大学大学院生命農学研究科長・農学部長
平成21年４月 名古屋大学生物機能開発利用研究センター長

〈略歴〉
昭和53年３月 東京学芸大学附属図書館整理課
昭和59年４月 東京学芸大学附属図書館閲覧課情報資料係長心得
昭和60年４月 東京学芸大学附属図書館閲覧課情報資料係長
昭和62年４月 東京学芸大学附属図書館閲覧課閲覧係長
昭和63年４月 東京学芸大学附属図書館情報サービス課閲覧係長
平成元年４月 東京学芸大学附属図書館情報管理課収書係長
平成５年４月 東京学芸大学附属図書館情報管理課目録情報係長
平成７年４月 東京大学附属図書館情報サービス課参考調査掛長
平成９年４月 東京大学附属図書館情報サービス課運用主任
平成10年４月 東京大学附属図書館総務課図書館専門員
平成15年４月 旭川医科大学教務部図書課長
平成16年４月 旭川医科大学教務部図書館情報課長
平成18年１月 東京大学附属図書館情報サービス課長
平成19年４月 東京大学附属図書館総務課長
平成21年４月 名古屋大学附属図書館事務部長

〈略歴〉
昭和44年４月 名古屋大学医学部附属病院管理課
昭和60年４月 岡崎国立共同研究機構経理部主計課総務係主任
平成２年10月 核融合科学研究所管理部会計課契約係長
平成６年４月 名古屋大学医学部附属病院分院経理掛長
平成７年10月 名古屋大学理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 

経理掛長
平成11年４月 名古屋大学経理部管財課管財掛長
平成14年４月 名古屋工業大学経理部主計課課長補佐
平成16年４月 名古屋大学財務部資産管理課課長補佐
平成17年10月 名古屋大学工学部・工学研究科経理課長
平成21年４月 名古屋大学工学部・工学研究科事務部長
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新任部局長等の紹介
●アイソトープ総合センター長

本間　道夫
（ほんま　みちお）

●施設管理部長

奥村　滋夫
（おくむら　しげお）

●生物機能開発利用研究センター長

松田　幹
（まつだ　つかさ）

●附属図書館事務部長

栃谷　泰文
（とちたに　やすぶみ）

●医学部・医学系研究科事務部長

青山　正晴
（あおやま　まさはる）

●工学部・工学研究科事務部長

岡田　秀
（おかだ　しげる）



役員等
総長 濵口　道成 副総長（評価・総合企画関係担当） 松下　裕秀
理事（国際学生交流・産学官・社会連携関係担当）・副総長 宮田　隆司 参与 金田　　新（学外）†
理事（広報・法務・リスク管理・大学間連携関係担当）・副総長 佐分　晴夫 参与 中村　利雄（学外）†
理事（総務・入試・学生支援関係担当）・副総長 杉山　寛行 参与 山田　　直（学外）†
理事（公正研究・施設設備・環境安全・人権関係担当）・副総長 藤井　良一 参与 林　　光佑（学外）†
理事（財務・人事労務・事務総括関係担当）・事務局長 高橋　　誠 監事 青木　輝行（学外）
副総長（教育・情報関係担当） 山本　一良 監事 浅野　良裕（学外）†
副総長（病院経営関係担当） 松尾　清一 総長顧問 杉浦　康夫
副総長（研究・国際企画関係担当） 渡辺　芳人 総長顧問 山本　進一

†印は非常勤

経営協議会委員
学外委員

トヨタ自動車株式会社代表取締役副社長 内山田竹志
学習院大学経済学部教授 奥村　洋彦
中部電力株式会社代表取締役会長 川口　文夫
情報・システム研究機構理事 郷　　通子
学校法人名古屋電気学園理事長・総長 後藤　　淳
中日新聞株式会社常務取締役 坂井　克彦
愛知県立大学長 佐々木雄太
日本ガイシ株式会社代表取締役会長 柴田　昌治
愛知県病院事業庁長（愛知県がんセンター総長） 二村　雄次
伊藤忠商事株式会社取締役会長 丹羽宇一郎

（五十音順）

学内委員

総長 濵口　道成
理事・副総長 宮田　隆司
理事・副総長 佐分　晴夫
理事・副総長 杉山　寛行
理事・副総長 藤井　良一
理事・事務局長 高橋　　誠
副総長 山本　一良
副総長、医学部附属病院長 松尾　清一
副総長 渡辺　芳人
副総長 松下　裕秀

教育研究評議会評議員
総長 濵口　道成
理事 佐分　晴夫
理事 杉山　寛行
理事 藤井　良一
文学研究科長 和田　壽弘
教育発達科学研究科長 速水　敏彦
法学研究科長 杉浦　一孝
経済学研究科長 金井　雄一
情報文化学部長 横井　茂樹
理学研究科長 國枝　秀世
医学系研究科長 祖父江　元
工学研究科長 小野木克明
生命農学研究科長 服部　重昭
国際開発研究科長 二村　久則
多元数理科学研究科長 庄司　俊明
国際言語文化研究科長 前野みち子
環境学研究科長 山口　　靖
情報科学研究科長 古賀　伸明
環境医学研究所長 村田　善晴
太陽地球環境研究所長 松見　　豊
エコトピア科学研究所長 松井　恒雄
附属図書館長 松浦　好治

医学部附属病院長 松尾　清一
総合保健体育科学センター長 近藤　孝晴
文学研究科 町田　　健
教育発達科学研究科 早川　　操
法学研究科 小林　　量
経済学研究科 多和田　眞
理学研究科 松本　邦弘
医学系研究科 髙橋　雅英
工学研究科 山根　義宏
生命農学研究科 坂神　洋次
国際開発研究科 藤川　清史
多元数理科学研究科 木村　芳文
国際言語文化研究科 藤井たぎる
環境学研究科 川田　　稔
情報科学研究科 神保　雅一
教育研究共同施設連合選出 石田　幸男
教育研究共同施設連合選出 巽　　和行
教育研究評議会選出 神塚　淑子
教育研究評議会選出 吉田　俊和
教育研究評議会選出 佐野　　充
教育研究評議会選出 阿草　清滋
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総長補佐
産学官連携担当 大日方五郎

産学官連携担当 太田美智男

社会連携・社会貢献担当 家森　信善

法務担当 本間　靖規

創薬科学担当 門松　健治

施設整備担当 谷口　　元

労働安全担当 山根　　隆

研究・教育支援担当 中村　新男

人権（苦情処理）・人事労務担当 市橋　克哉

男女共同参画担当 束村　博子

人権担当 村瀬　聡美

教育担当 戸田山和久

鶴舞地区・評価担当 植村　和正

研究推進担当 馬場　嘉信

評価担当 木俣　元一

部局長等
本部

　事務局 事務局長 高橋　　誠

　総務部 総務部長 茶畠　　豊

総務課長 亀原　正美

秘書課長 吉田　一亮

人事労務課長 宮川　　勉

人事主幹 藤井　昭彦

　財務部 財務部長 西川　　泉

財務課長 廣岡　信行

財務調整主幹 加藤　博文

経理・資産管理課長 谷口　哲也

契約課長 金澤　正雄

　研究協力部 研究協力部長 井深　順二

研究支援課長 中塚　淳子

社会連携課長 鈴木　慰人

　国際部 国際部長 小島　泰典

国際企画課長 竹島　　恒

国際学生交流課長 河本　達吾

　施設管理部 施設管理部長 奥村　滋夫

施設企画課長 虹釜　幸広

施設整備課長 小谷　隆男

施設管理課長 加藤　好孝

環境安全支援課長 伊藤　福正

　学務部 学務部長 安田　　修

学務企画課長 熊谷　英男

教養教育院事務主幹 髙下　一磨

学生総合支援課長 長尾　義則

入試課長 田上　　隆

運営支援組織 産学官連携推進本部長 宮田　隆司

国際交流協力推進本部長 渡辺　芳人

情報連携統括本部長 山本　一良

情報推進部長 多田　正和

情報推進課長 浦部　和久

情報基盤課長 瀬川　午直

環境安全衛生推進本部長 藤井　良一

環境安全衛生管理室長 山根　　隆

施設計画推進室長 谷口　　元

核燃料管理施設長 榎田　洋一

評価企画室長 松下　裕秀

ハラスメント相談センター長 近藤　孝晴

社会連携推進室長 家森　信善

災害対策室長 鈴木　康弘

国際学術コンソーシアム推進室長 渡辺　芳人

男女共同参画室長 束村　博子

法務室長 本間　靖規

広報室長 渡辺　芳人

リスク管理室長 佐分　晴夫

総合企画室長 松下　裕秀

総合企画室主幹 大矢　淳一

研究推進室長 馬場　嘉信

監査室 監査室長 佐分　晴夫

教養教育院 教養教育院長 山本　一良

高等研究院 高等研究院長 近藤　孝男

文学部・文学研究科 文学研究科長・文学部長 和田　壽弘

教育学部・教育発達
科学研究科

附属日本近現代文化研究センター長 坪井　秀人

教育発達科学研究科長・教育学部長 速水　敏彦

附属中学校長 植田　健男

法学部・法学研究科 附属高等学校長 植田　健男

法学研究科長・法学部長 杉浦　一孝

経済学部・経済学 
研究科

附属法情報研究センター長 松浦　好治

経済学研究科長・経済学部長 金井　雄一

附属国際経済政策研究センター長 野口　晃弘
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文系事務部 事務部長 青山　生修

総務課長 柳　　育生

経理課長 土井　　悟

教務課長 杉浦　克博

情報文化学部 情報文化学部長 横井　茂樹

情報文化学部・情報科学研究科事務長 辻　　芳樹

理学部・理学研究科 理学研究科長・理学部長 國枝　秀世

附属臨海実験所長 澤田　　均

附属南半球宇宙観測センター長 福井　康雄

附属構造生物学研究センター長 前田雄一郎

附属タウ・レプトン物理研究センター長 大島　隆義

理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務長 伊藤　正彦

医学部・医学系
研究科

医学系研究科長・医学部長 祖父江　元

附属医学教育研究支援センター長 髙橋　雅英

附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター長 髙橋　雅英

附属病院長 松尾　清一

大幸医療センター長 濵島　信之

医学部・医学系研究科事務部長 青山　正晴

総務課長 大岩　淳一

人事労務主幹 野村　重信

大幸地区事務主幹 伊藤　秀夫

学務課長 西尾　直人

経営企画課長 後藤　隆文

経理課長 葛西　　勇

施設管理主幹 祖父江信和

医事課長 長谷川浩一

包括評価主幹 野口　信子

医療サービス課長 川島　秀司

工学部・工学研究科 工学研究科長・工学部長 小野木克明

附属プラズマナノ工学研究センター長 堀　　　勝

附属材料バックキャストテクノロジー研究センター長 石川　孝司

附属計算科学連携教育研究センター長 井上順一郎

附属複合材工学研究センター長 上田　哲彦

工学部・工学研究科事務部長 岡田　　秀

総務課長 松永　和雄

社会連携主幹 山川　明美

経理課長 引字　勝美

教務課長 苗島　　実

農学部・生命農学 
研究科

生命農学研究科長・農学部長 服部　重昭

附属フィールド科学教育研究センター長 柳沼　利信

附属鳥類バイオサイエンス研究センター長 吉村　　崇

農学部・生命農学研究科事務長 虎澤　千惠

総合保健体育科学センター 総合保健体育科学センター長 近藤　孝晴

国際開発研究科 国際開発研究科長 二村　久則

多元数理科学研究科 多元数理科学研究科長 庄司　俊明

国際言語文化研究科 国際言語文化研究科長 前野みち子

環境学研究科 環境学研究科長 山口　　靖

附属地震火山・防災研究センター長 山岡　耕春

附属交通・都市国際研究センター長 林　　良嗣

環境学研究科・地球水循環研究センター事務長 佐藤　重明

情報科学研究科 情報科学研究科長 古賀　伸明

附属組込みシステム研究センター長 高田　広章

環境医学研究所 環境医学研究所長 村田　善晴

附属近未来環境シミュレーションセンター長 児玉　逸雄

太陽地球環境研究所 太陽地球環境研究所長事務取扱 松見　　豊

附属ジオスペース研究センター長 荻野　瀧樹

エコトピア科学
研究所

エコトピア科学研究所長 松井　恒雄

附属アジア資源循環研究センター長 長谷川達也

研究所事務部 事務部長 服部　幸博

総務課長 松岡真一郎

経理課長 武田　　実

附属図書館 附属図書館長 松浦　好治

医学部分館長 大磯ユタカ

研究開発室長 松浦　好治

附属図書館事務部長 栃谷　泰文

情報管理課長 井上　　修

情報サービス課長 増田　晃一

情報システム課長 川添　真澄

地球水循環研究センター 地球水循環研究センター長 上田　　博

情報基盤センター 情報基盤センター長 阿草　清滋

学内共同教育研究
施設等

アイソトープ総合センター長 本間　道夫

遺伝子実験施設長 石浦　正寛

留学生センター長 石田　幸男

物質科学国際研究センター長 巽　　和行

高等教育研究センター長 木俣　元一

農学国際教育協力研究センター長 山内　　章

年代測定総合研究センター長 中村　俊夫

博物館長 西川　輝昭

発達心理精神科学教育研究センター長 森田美弥子

法政国際教育協力研究センター長 鮎京　正訓

生物機能開発利用研究センター長 松田　　幹

小型シンクロトロン光研究センター長 竹田　美和

大学文書資料室長 羽賀　祥二

学生相談総合センター長 杉山　寛行

留学生相談室長 松浦まち子

全学技術センター 全学技術センター長 藤井　良一
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記事 月日 新聞等名

1 レーザー：益川敏英本学特別招へい教授　基本は好奇心 � 3.16（月） 日刊工業
2 数理ウェーブ�21日開催：大沢健夫多元数理科学研究科教授「旅の窓から」 � 3.16（月） 中日（朝刊）
3 究める：知識だけでなく、推察力や瞬発力、経験も必要な「クイズ研究会」を紹介 � 3.16（月） 朝日（朝刊）
4 中部発：三重県四日市市の市民団体「四日市再生公害市民塾」で活動する榊枝正史さん本学大学院生を含む４人の

メンバーが、公害や環境問題を自分たちの目線で情報発信する「なたね通信」を創刊　
� 3.16（月） 中日（夕刊）

5 複合災害発生シナリオにもとづく名古屋港の安全性評価について�16日開催：淺岡　顯工学研究科教授「浚渫土砂問
題を考える伊勢湾・名古屋港の地震時の脆弱性」、山田英司工学研究科助教「埋設地盤のモデル化と地震応答解析」、
川 浩司工学研究科准教授「伊勢湾台風級の大型台風による名古屋港周辺の高潮・氾濫について」����

� 3.17（火） 中日（朝刊）

6 渡辺芳人物質科学国際研究センター教授と上野隆史京都大学准教授の研究グループが、タンパク質分子に金属が取
り込まれる過程を解明��

� 3.18（水） 中日（朝刊）
日刊工業

7 東山哲也理学研究科教授らの研究グループが、植物が受粉した際、雌しべに付いた花粉から伸びる花粉管を卵細胞
まで誘導する物質を解明

� 3.19（木）

� 3.20（金）

中日（朝刊）
他３社
朝日（朝刊）

8 レーザー：東山哲也理学研究科教授　ノーベル賞を受賞した先輩たちに続く � 3.19（木） 日刊工業
9 論点：上田　実医学系研究科教授が日米の「産学」研究の環境格差について話す � 3.19（木） 読売
10 私の視点：西澤泰彦環境学研究科准教授は「公共性の高い建物の解体には『環境アセスメント』を導入し、既存の

建物をできる限り壊さず、長く使い続けるという社会を目指したい」と話す�
� 3.19（木） 朝日（朝刊）

11 老年学：井口昭久本学名誉教授　いま�人生の帰り道� � 3.19（木） 朝日（朝刊）
12 第２回�なごや自死遺族支援フォーラム～自死遺族 サポートの現状とこれから～�22日開催：蔭山英順本学名

誉教授「カウンセリン グは自死遺族をどのように支えてくれるのか？」�　���
� 3.19（木） 中日（朝刊）

13 福井康雄理学研究科教授らの研究グループが、ブラック ホールなどの天体から噴出するガスで作られた分子の雲
を９個発見

� 3.20（金）
� 3.22（日）

中日（朝刊）
日経（朝刊）

14 レーザー：小田洋一理学研究科教授は「緑色蛍光たんぱく質を取り入れたことで、研究スピードが100倍になった」
と話す�

� 3.20（金） 日刊工業

15 口から食べられなくなったら～嚥下障害のはなし～�27日開催：藤本保志医学部附属病院講師� � 3.20（金） 中日（朝刊）
16 マイナス80：竹内恒夫環境学研究科教授　エコ20年　３ � 3.21（土） 中日（朝刊）
17 下村　脩本学特別招へい教授が長崎県佐世保市から名誉市民の称号を授与される � 3.21（土） 朝日（夕刊）

他２社
18 中日文化センター：溝口常俊環境学研究科教授��「近世尾張絵巻　江戸時代の名古屋を歩く」、江村治樹文学研究科教

授「春秋戦国史を読み解く　都市の視点から秦漢帝国の形成を考える」
� 3.21（土）
� 3.22（日）

中日（夕刊）
中日（朝刊）

19 100Answers：「新聞が生き残るためには何が必要だと思いますか」に対し、坪井秀人・文学研究科教授は「あえて
紙媒体の活字メディアとして存在意義を主張すること」と回答する

� 3.22（日） 朝日（朝刊）

20 島田清司生命農学研究科特任教授が第46回読売農学賞を受賞�� � 3.22（日） 読売
21 本学は企業と共同で化学反応の過程などを原子レベルで直接観察できる世界初の大型電子顕微鏡を開発　１年後の

完成を目指す
� 3.22（日）
� 3.25（水）

中日（朝刊）
日刊工業

22 財団法人�上原記念生命科学財団は、平成20年度の研究助成金の受領対象に大澤俊彦生命農学研究科教授、
小松由紀夫環境医学研究所教授、髙橋　隆医学系研究科教授、宮田卓樹同研究科教授、前田雄一郎理学研究科教授
を、研究奨励金の受領対象に柴田秀樹生命農学研究科助教、田口　徹環境医学研究所助教を、海外留学助成リサー
チフェローシップに伊神　剛医学部附属病院助教、伊藤全哉同病院医員、八谷　寛医学系研究科准教授らを選定する

� 3.23（月） 朝日（朝刊）

23 第112回メンタルケア・スペシャリスト養成講座�４月５日～５月９日全５回開催：速水敏彦教育発達科学研究科教
授らが講師　�

� 3.23（月） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

24 中日文化センター：木俣元一文学研究科教授��「美術から見えてくるキリスト教の世界」、町田　健文学研究科教授
「世界の中の日本語」

� 3.23（月）
� 4.15（木）

中日（夕刊）

25 本学は2008年にノーベル賞を受賞した益川敏英本学特別招へい教授、小林　誠同特別招へい教授、下村　脩同特別
招へい教授に「特別教授」の称号を授与する

� 3.24（火） 中日（朝刊）
他２社

26 ノーベル化学賞受賞後、初来日した下村　脩本学特別教授が、日本化学会化学会館で記者会見を開き「今の日本の
若者は元気がない。面白い研究があっても尻込みし、安全のためにリスクを取りたがらない」と話す

� 3.24（火） 日経（朝刊）
他４社

27 「脳脊髄液減少症」で「ブラッドパッチ療法」を実施している病院として医学部附属病院など11病院が公表される � 3.24（火） 中日（朝刊）
28 朝日カルチャーセンターだより：福井康雄理学研究科教授「宇宙の不思議に答えます」 � 3.24（火） 朝日（夕刊）
29 2008年ノーベル化学賞受賞記念�下村　脩博士講演会24日開催：下村　脩本学特別教授「天の導くままに－発光生物

と半世紀」　磯部　稔本学名誉教授がパネル討論に参加　　
� 3.25（水）
� 4.� 5（日）

日刊工業
朝日（朝刊）

30 杉谷健一郎環境学研究科教授らの研究グループが、約30億年前の地層から巨大な微生物の化石群を発見� � 3.25（水）
� 3.30（月）

中日（朝刊）
読売

31 愛知県は県内の大学や研究機関が所有する計測分析器機の情報をインターネットで提供するシステムを開始　本学
などの７機関が県と連携し中小企業などの地域産業界の研究・開発を支援

� 3.25（水） 日刊工業

32 ２月１日に発足した「複合材工学研究センター」の初代センター長に就任した上田哲彦工学研究科教授は、「地元の
研究者としても航空機産業に役立ちたい」と話す��

� 3.25（水） 読売

33 豊田市教育委員会は千石遺跡で、約４千年前の縄文時代後期に使われていたと見られる木の実の貯蔵穴40基を発見
　縄文時代に詳しい渡邊　誠本学名誉教授は「木の実の皮むきやアク抜きをしやすくするため、川辺の湿地に保管
したと見られる」と話す�

� 3.25（水） 読売

34 参議院は原子力安全委員会委員に久木田�豊工学研究科教授らを任命�� � 3.25（水） 中日（夕刊）
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記事 月日 新聞等名

35 25日卒業式　学部生・大学院生合わせて4,065人が卒業 � 3.25（水）
� 3.26（木）

中日（夕刊）
読売

36 下村　脩本学特別教授が愛知県から学術顕彰、名古屋市から学術表彰を授与される � 3.26（木） 朝日（朝刊）
他４社

37 ノーベル賞受賞者との親子フォーラム―小学生のための小林・益川研究室―�25日開催 � 3.26（木）

� 3.31（火）

日経（朝刊）
中日（朝刊）
毎日（朝刊）

38 レーザー：小林　誠本学特別教授　物理の道に進んだ理由は「原理的なこと」への探究心から � 3.26（木） 日刊工業
39 財団法人�永井科学技術財団は2008年度の学術賞に柳原光芳経済学研究科准教授らを選定� � 3.26（木） 中日（朝刊）
40 財団法人�メカトロニクス技術高度化財団は2008年度の研究助成テーマに、大岡昌博情報科学研究科准教授の「イ

リュージョンを利用した三輪触覚ディスプレイ装置の開発」、香川高弘工学研究科助教の「腕と脚の動作強調に基
づく歩行補助システムの開発」、原　進同研究科助教の「アクセス途中で開始する非定常位置決め振動制御の研究」
など13件を選定���

� 3.26（木） 日刊工業

41 平田耕一財務副大臣の保有株売却問題について、家森信善経済学研究科教授は「売却先の企業が問題視していない
のなら２倍の価格でも差し支えない。株式公開買い付けでも上乗せ価格となるケースがあり、これだけで証券市場
をゆがめたとは言えない」と話す�

� 3.26（木） 中日（夕刊）

42 講演会「宇宙100の謎」�４月18日開催：福井康雄理学研究科教授� � 3.26（木） 朝日（夕刊）
43 2008年ノーベル化学賞受賞記念�名古屋大学レクチャー�オワンクラゲからのおくりもの�３月26日開催：上村大輔本

学名誉教授「2008年ノーベル化学賞に輝く下村　脩博士－時を超える「ひと」、「もの」、「こころ」－」、下村　脩本
学特別教授「発光生物研究の原点－名古屋大学」

� 3.27（金）

� 3.29（日）

中日（朝刊）
他４社
中日（朝刊）

44 国立大学法人評価委員会は、2004～2007年度の国立大学等の評価を発表　本学は環境対策の面で「非常に優れてい
る」の評価を得る

� 3.27（金） 朝日（朝刊）
日刊工業

45 朝日カルチャーセンター：三矢保永本学名誉教授「万葉の天象を科学する～上代より青雲は実在した」、伊藤大輔文
学研究科准教授「日本美術の諸相（２）～ことばから考える日本美の形」、�宮原　勇同研究科教授「ハイデガー、そ
の生涯と哲学～ナチズム問題やアーレントとの愛をめぐって」

� 3.27（金）
� 4.14（火）

朝日（朝刊）

46 文部科学省人事：平野眞一総長が４月１日から大学評価・学位授与機構長に就任 � 3.27（金）

� 3.28（土）

毎日（夕刊）
日経（夕刊）
朝日（朝刊）

47 朝日カルチャーセンター：小澤　実グローバル COE 研究員「ヴァイキング社会論」�� � 3.27（金）
� 3.28（土）

朝日（夕刊）
朝日（朝刊）

48 平野眞一総長が退任あいさつのため中日新聞社を訪れ、「３人の先輩がノーベル賞を受賞されたのがありがたかっ
た」と話す

� 3.28（土） 中日（朝刊）

49 ETC を搭載することによって高速道路の料金が大幅割引になることについて、林　希一郎エコトピア科学研究所教
授は「車の通行量の増加でエネルギー消費量は確実に膨らむ。京都議定書で日本は温室効果ガスを６％削減するこ
とになっているが国はどう帳尻を合わせるつもりなのか」と話す　また森川高行環境学研究科教授は、「かなり強引
な政策」と話す

� 3.28（土） 中日（夕刊）

50 第12回博物館特別展�大陸アフリカー名大の研究軌跡―�３月24日～７月25日開催 � 3.28（土） 日経（夕刊）
51 厚生労働省が今年度の医師国家試験の合格者を発表　本学の大学別合格率は89.1％ � 3.28（土） 読売
52 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授　中東欧とNATO � 3.29（日） 中日（朝刊）
53 楽しむ科学教室�暗黒に支配される宇宙～暗黒星雲、ブラックホール、そしてダークエネルギーとダークマター～　

４月25日開催：杉山　直理学研究科教授��
� 3.29（日） 読売

54 平野眞一総長が退任を前に５年間を振り返る � 3.30（月） 中日（朝刊）
55 本学の留学生や学生らでつくる「外国人県民を支援する会」が設立から１周年を迎える　29日にはバザーのイベン

ト「サクラフェスタ2009」を開催
� 3.30（月） 中日（朝刊）

56 平野眞一総長が本学の教職員らに「名大は基礎学力を大切にしながら世界をリードする研究成果を出し、世界に還
元してほしい」と退任の挨拶をする

� 3.31（火） 読売

57 健康東海プラザ　特集・医療相談：石黒直樹医学系研究科教授　両手の指が変形し痛む � 3.31（火） 読売
58 本学と慶応義塾大学の研究グループが「ウミケムシ」の持つ毒物質を人工合成することに成功 � 3.31（火） 中日（夕刊）
59 本学は南半球に展開する電波望遠鏡「NANTEN2」など３つの観測施設のデータを、理学研究科附属南半球宇宙観測

研究センターに集約する　福井康雄同研究科教授は「連携することで、宇宙の進化の解明に近づきたい」を話す
� 4.� 1（水） 中日（朝刊）

60 財団法人�スガウェザリング技術振興財団は2008年度の科学技術賞に伊藤義人工学研究科教授らを選定�� � 4.� 1（水） 日刊工業

61 内閣府人事：公正取引委員会委員に濵田道代法学研究科教授が就任� � 4.� 1（水） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

62 叙位叙勲：正四位　熊田信夫本学名誉教授� � 4.� 1（水） 中日（朝刊）
読売

63 濵口道成総長が記者会見で就任のあいさつをする � 4.� 1（水） 毎日（朝刊）
他３社

64 春の園遊会に小林　誠本学特別教授と益川敏英同教授が招待される � 4.� 2（木） 中日（朝刊）
毎日（朝刊）

65 春の園遊会に杉浦昌弘本学名誉教授が招待される� � 4.� 2（木） 読売
他２社
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記事 月日 新聞等名

66 乳がん相談会�19日開催：澤木正孝医学系研究科特任講師 � 4.� 3（金） 中日（朝刊）
67 京都大学附置研究所・センター第４回シンポジウム「京都からの提言～21世紀の日本を考える」�３月14日開催：

益川敏英本学特別教授「素粒子論研究の想いで」　山脇幸一理学研究科教授らがパネル討論
� 4.� 4（土） 読売

68 小野耕二法学研究科教授は愛知県西尾市の汚職問題について、「今回の解散は市長本人が原因なので辞職するべき
だ」と話す

� 4.� 4（土） 読売

69 福井康雄理学研究科教授らの研究グループが銀河系中心付近に、水素でできた最長1,000光年のらせん状の雲を発見� � 4.� 5（日） 読売
70 田辺英一著「凍った地球」　池内　了本学名誉教授書評　 � 4.� 5（日） 読売
71 この人に聞きたい：諏訪兼位本学名誉教授「暗黒の大陸」と呼ばれていたアフリカを研究対象に選んだ訳� � 4.� 5（日） 朝日（朝刊）
72 プリペイドカード「クオカード」のデザインに牧真理子さん本学学生の作品が選ばれる � 4.� 5（日） 中日（朝刊）
73 ５日豊田講堂で入学式が行われる　学部生、大学院生を合わせた4,547人が入学 � 4.� 6（月） 中日（朝刊）

朝日（朝刊）
74 マイナス80：竹内恒夫環境学研究科教授　エコ20年　４ � 4.� 6（月） 中日（朝刊）
75 本学は研究者ら大学関係者の子育てを支援するため今夏、東山キャンパスに小学生専用の学童保育所を開設 � 4.� 6（月） 朝日（朝刊）
76 日本学術会議第155回総会�６日開催：小林　誠本学特別教授が講演 � 4.� 7（火） 日刊工業
77 欠陥住宅被害東海ネット総会�18日開催：森　保宏環境学研究科教授が総会後に講演 � 4.� 7（火） 中日（朝刊）
78 祖国の医療を向上させるためイラク人の女性医師２人が附属病院で先端医療を学ぶ � 4.� 7（火） 中日（朝刊）
79 山中佳子環境学研究科附属地震火山・防災研究センター准教授が、イタリア中部で起きた地震を解析�� � 4.� 7（火）

� 4.� 8（水）
朝日（夕刊）
毎日（朝刊）

80 ロビー：濵口道成総長は「愛知県内にはトヨタ自動車グループもあり、産学連携において他地域の大学より優位性
がある」と話す

� 4.� 8（水） 日経（朝刊）

81 平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の受賞者を決定　科学技術賞・研究部門に金田行雄工学研究科教授、
若手科学者賞に大木靖弘理学研究科准教授と長田孝二工学研究科准教授らが表彰される�

� 4.� 8（水）
� 4.12（日）
� 4.15（水）

朝日（朝刊）
読売

82 明るい名古屋市長選挙推進大会�７日開催：小野耕二法学研究科教授「地域政治の活性化をめざして」� � 4.� 8（水） 中日（朝刊）
83 ニッポン人・脈・記：丹羽公雄理学研究科教授が中心となり、欧州で宇宙線を捕まえるための大がかりな実験が行

われる　��
� 4.� 8（水） 朝日（夕刊）

84 濱口道成総長が就任のあいさつのため中日新聞社を訪れ、「大学の姿をどのように見つけていくか、マスタープラン
を作りたい」と話す

� 4.� 9（木） 中日（朝刊）

85 森川高行環境学研究科教授が名古屋名駅ロータリークラブから「椿賞」の表彰を受ける�� � 4.� 9（木） 中日（朝刊）
86 NPO法人�エコトピア・リエゾン21が愛知県内の民間企業と協働で、中部地区から排出される廃プラスチックと古紙

を100％の割合でリサイクル板に加工　伊藤秀章エコトピア科学研究所特任教授が技術開発や製品の安定化を指導�
� 4.� 9（木） 中日（朝刊）

87 本学留学生会による「留学生のためのバザー」�18日開催 � 4.� 9（木） 中日（朝刊）
88 エコトピア科学研究所と早稲田大学は、環境調和型社会を実現するための連携協定を締結 � 4.10（金） 中日（朝刊）

他２社
89 防災減災：福和伸夫環境学研究科教授　高機能都市を耐震化　�� � 4.10（金） 読売
90 植村和正医学系研究科教授は、臨床研修医の採用枠に都道府県ごとの定員を設ける厚生労働省の案について、「現状

の医師数などを加味せず定員を設けても、地域の医療はさらに崩壊する」と指摘する
� 4.10（金） 朝日（朝刊）

91 故・花房秀三郎ロックフェラー大学名誉教授が、1976年にがん遺伝子を発見し追試を重ねた結果、発表が１年遅れ
ノーベル賞を受賞できなかったことを、濵口道成総長は「最初の段階で発表していたらノーベル賞を受賞できたの
に」と話す

� 4.10（金） 日経（夕刊）

92 厚生労働省などがまとめた医師臨床研修制度の見直し案について、松尾清一医学部附属病院長は「愛知県は人工10
万人当たりの医師数が36位と低く医師不足なのに、そうした実績を無視している。この案が採用されれば救急体制
が崩壊する危険性が高く、容認できない」と話す�

� 4.11（土）
� 4.12（日）

中日（朝刊）
読売

93 裁判員を担う：津田　均総合保健体育科学センター准教授は、責任能力判断について「裁判員の医学的知識は裁判
官ほど多くないため、病気を理解できず感情に動かされて判断してしまうのではないか」と話す��

� 4.11（土） 中日（朝刊）

94 ふれあい看護フォーラム５月12日開催：松尾清一医学部附属病院長「かくれ腎臓病について」 � 4.12（日） 中日（朝刊）
95 研究室発：門脇辰彦生命農学研究科准教授　ミツバチの “神隠し” 追う� � 4.14（火） 中日（朝刊）
96 トムソン・ロイターが1998～2008年の11年間に、大学・研究機関の論文が他の論文に引用された回数を指標にした

世界の研究機関ランキングを発表　本学は世界108位、国内総合ランキングは６位�
� 4.14（火） 朝日（朝刊）

他４社
97 2009アジアサイエンスキャンプ�８月２～８日開催：野依良治本学特別教授を含む８人のノーベル賞受賞者が英語の

講義を行い、受講者はグループに分かれ英語で議論をし理解を深める�
� 4.14（火） 読売

98 より多くの地方の大学生や大学院生に国家公務員を志望してもらうため、「平成21年霞ヶ関特別講演」を�25日に開催 � 4.15（水） 中日（朝刊）
99 レーザー：小林　誠本学特別教授　教育の大胆な見直しが必要 � 4.15（水） 日刊工業
100 激突4.26名古屋市長選：主要３候補のブレーンである、森川高行環境学研究科教授、後　房雄法学研究科教授、

見崎徳弘名古屋革新市政の会総務代表世話人が他２候補の政策を批判
� 4.15（水） 毎日（朝刊）

101 東海テレビ放送の番組審議委員に、福和伸夫環境学研究科教授らが再任される � 4.15（水） 中日（朝刊）
102 時のおもり：池内　了本学名誉教授　人工衛星か長距離ミサイルか� � 4.15（水） 中日（朝刊）
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　第50回名大祭が、６月４日（木）～６月７日（日）、東山キャンパスにて開催されます。同祭は毎年６月に行われ、約
５万人の来場者数を誇る「東海地区最大規模の大学祭」です。
　今年、同祭はついに50回目を迎えます。ここまで続けてこられたのも、協力してくださった皆様、来場してくださっ
た皆様のおかげです。これからも皆様の期待に応えられるよう楽しい名大祭を創りあげていきますので、ぜひご来場
ください。

　　　　第50回名大祭「愛されて、はんせいき」
　　　　開催日程：６月４日（木）～７日（日）
　　　　会　　場：東山キャンパス
　　　　最 寄 駅： 地下鉄名城線名古屋大学駅下車　徒歩０分（お越しの際は公共交通機関をご利用ください。）

○バリアフリーへの取り組み
　名大祭では障がい者の方や高齢者、妊婦、小さなお子さんに
も安心して来場していただくことを目標としています。そこで
学内のバリアフリーに関する情報をまとめた「バリアフリーパ
ンフレット」を作成し、事前に情報を発信することで、障がい
者の方や高齢者、妊婦、小さなお子さんの名古屋大学及び名大
祭に関する不安を軽減できると考えています。また、おひとり
で名大祭を回ることに不安をお持ちの方向けに「名大祭ツアー」
という、ガイドとグループを組み、名大祭を自由に回っていた
だく取り組みも行います。

○環境への取り組み
　名大祭では少しでも多くのごみをリサイクルするために、ご
みを細かく分別します。分別を円滑に行うために、会場内にご
みステーションを設け、スタッフを配置することにより、来場
者に対し分別の案内を行っています。また、第50回名大祭では
新しいエコ企画としてペットボトルのキャップを回収し、世界
の子どもたちにワクチンを送る活動に参加します。800個集め
ると１人分のポリオワクチンに換えることができます。ごみス
テーションと一緒にキャップを回収するための箱を設置してお
りますので是非ご協力をお願いします。

○研究公開「そうだ、研究室に行こう。」
　この企画は、研究室や研究所を訪れ、教授の説明を聞いたり
実験装置を見たりと、普段はあまり目にすることができない大
学の研究に触れることができるものです。一部事前予約が必
要なので、詳しくは名大祭 HP をご覧ください。また、６月13
日（土）、14日（日）の２日間は、鶴舞キャンパスで医学部公開も
行われます。こちらは完全予約制です。なお、事前予約が必要
なものでも、空席状況により案内所にて当日予約も受け付けま
す。この機会に、未知の世界をのぞいてみませんか。

○有志企画
　例年、名大祭ではたくさんの有志企画が行われています。有
志企画は、名大生を中心としたサークル等の発表の場となって
います。名大祭期間中は、構内の様々な場所で、たくさんの企
画が行われています。ライブやダンス、コンサートに限らず、
団体ごとに趣向を凝らした、個性のある企画ばかりです。名大
祭を訪れた折には、是非有志企画に足を運んでみてください。

　詳しくは、名大祭ホームページ（http://www.meidaisai.com）、
名大祭パンフレットをご覧ください。名大祭パンフレットは、
５月25日（月）より東山キャンパス内の各所で配付する予定です。

問い合わせ
名大祭本部実行委員会

TEL：052-789-5178　E-mail：mail@meidaisai.com

URL：http://meidaisai.com

第50回名大祭における飲食の取り扱いについて
　第49回名大祭の３日目に発生しました食中毒事故では、皆様方にご迷惑おかけ
しましたこと、心よりお詫び申し上げます。
　このことを受けまして、第50回名大祭での模擬店による飲食物の提供及び飲食
物を提供する企画を全面取り止めにすることとしました。
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

３月24日（火）～７月25日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第12回名古屋大学博物館特別展
「大陸アフリカ～名大研究の軌跡」

５月11日（月）～６月５日（金）
場　　所：中央図書館４階展示室
時　　間：9：30～17：00
　　　　　（土曜開催、日曜閉室）

［問い合わせ先］
附属図書館　
情報管理課庶務掛　052-789-3667

附属図書館2009年春季特別展
「旗本高木家主従の近世と近代　

 －高木家文書と小寺家文書－」

５月22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
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第49回防災アカデミー
講演題目：「人はなぜ逃げ遅れるか～災害防衛論入門」
講 演 者：広瀬弘忠（東京女子大学教授）

５月22日（金）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：30～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第97回名古屋大学博物館
特別講演会
講演題目：「アフリカ地質調査研究の重要性」
講 演 者：星野光雄（元本学教授）

５月23日（土）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：00～16：00
定　　員：20名

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

５月23日（土）
場　　所：豊田講堂シンポジオンホール
時　　間：13：30～15：30
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
特定非営利活動法人
先端医療推進機構事務局　052-719-1853

先端医療ヘルスケアセミナー　第２回
テ ー マ：もっと見えたい、聞こえたい
講 演 者：三宅養三（本学名誉教授）、馬場駿吉（名古屋市立大学名誉教授）
主　　催：�医学部先端医療バイオロボティクス学寄附講座、先端医療推進機構、�

先端医療ネットワーク懇話会
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

５月27（水）
場　　所：文系総合館７階オープンホール
時　　間：16：00～

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
夏目達也教授　052－789－5693

高等教育研究センター
第79回招へいセミナー
講演題目：「双方向型の授業づくり」（仮）
講 演 者：木野　茂氏（立命館大学教育開発推進機構教授）

５月30日（土）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：11：00～（総合説明会）、
　　　　　13：00～（専攻別説明会）
対　　象：大学院進学予定者

［問い合わせ先］
環境学研究科
事務部大学院掛　052-789-4272

環境学研究科
大学院説明会2009
内　　容：総合説明会、専攻別説明会、パネル展示

５月30日（土）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：00～16：00
定　　員：20名

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

６月６日（土）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：30～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第98回名古屋大学博物館
特別講演会
講演題目：「アフリカの樹木と木材」
講 演 者：木方洋二（本学名誉教授）

６月８日（月）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第50回防災アカデミー
講演題目：「リスクに立ち向かう－組織の危機管理入門－」
講 演 者：林　春男（京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授）

６月12日（金）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：30～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第99回名古屋大学博物館
特別講演会
講演題目：「仮面の棲む森へ：アフリカ熱帯雨林の仮面文化」（仮題）
講 演 者：佐々木重洋（文学研究科准教授）

６月13日（土）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：00～16：00
定　　員：20名

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

６月20日（土）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：30～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第100回名古屋大学博物館
特別講演会
講演題目：「人類起源論の現状」
講 演 者：渡邊　毅（椙山女学院大学教授）

６月27日（土）、28日（日）
場　　所：博物館及び
　　　　　岐阜県美濃加茂市周辺
共　　催：名古屋市科学館共催事業

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第１回地球教室
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　今年の３月22日、中日新聞朝刊の一面トップ記事とし
て、名大が１年後の完成をめざして、大型電子顕微鏡を東
山キャンパスに設置することが報じられました。これは、
国が20億円余りの本体建設費を拠出し、名大と企業が共同
開発するもので、化学反応の過程を生

なま

で観察することがで
きるなど、日本の環境科学技術の発展に大きく貢献するこ
とが産業界からも期待されています。
　名大には、超高圧電子顕微鏡（HVEM）の研究・開発
の伝統があり、1965（昭和40）年に上田良二教授（当時）が
日本初の50万ボルト HVEM を完成させるなど多くの成果
を上げてきました。現在は、エコトピア科学研究所超高圧
電子顕微鏡施設が、世界最高水準にある日本の HVEM 技
術を牽引していますが、その源流は名大の創立当初にまで
さかのぼることができます。すなわち、1942年12月に設置
された、HU-2型電子顕微鏡がそれです。

　1939年に創立された名古屋帝国大学（名帝大）ですが、
戦時体制下であったため、澁

しぶ

澤
さわ

元
もと

治
じ

初代総長は施設の整備
に大変な苦労を強いられました。そうしたなか、医学部か
らの要望もあって、日立製作所が開発した国産初の電子顕
微鏡試作２号機である HU-2型の２台のうち１台が、名帝
大に設置されることになったのです。
　これは、本来なら当時の名大には経費的に置くことが難
しい最新設備でしたが、日立製作所の創始者小

おだいら

平浪
なみ

平
へい

社長
の厚意などにより、予算の許す範囲の値段で購入すること
ができました。渋沢総長と小平社長は、東京帝国大学工科
大学（現在の東京大学工学部）の同期でした。
　東山キャンパスの工学部実験室に設置されたこの HU-2
は、榊　米一郎名誉教授（当時助教授）などによって研究・
改良が進み、1955年頃まで本学で利用されました。現在は、
名古屋大学博物館で展示されています。

１ ２ ３

４

１　�中日新聞３月22日朝刊の記事（中日新聞社提供）
２　�1942年当時のHU-2型電子顕微鏡の写真（名古屋大学大学文書資料室所蔵）
３　�1955年頃まで名大で使われていた HU-2型電子顕微鏡の実物。1942年の設置後、

電子レンズを追加したり、性能のよい真空ポンプに付け替えるなどの改良がなさ
れている。現在は、名古屋大学博物館で常設的に展示されている。

４　�名古屋大学博物館を視察する株式会社日立ハイテクノロジーズの中野和助専務
一行（2009年４月２日）。博物館では、HU-2を常設展示したことなどをきっかけ
に、同社から最新鋭の卓上走査型電子顕微鏡１台の長期無償貸与をうけ、これを
展示・次世代教育・研究・啓発活動に活用している。写真右奥に見えるのが貸与
をうけた電子顕微鏡。

85 名帝大に設置された国産初の商用電子顕微鏡

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、お問い合わせは秘書課（基金事務局）あて（電話
052-789-4993，5759、Eメール kikin@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金
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