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第50回名大祭「愛されて、はんせいき」が開催される

平成21年度グローバル COE プログラムに採択される

赤 　勇本学特別教授が第25回京都賞を受賞

濵口総長が全学教養科目「名大の歴史をたどる」で講義

濵口総長が附属臨海実験所及び豊川キャンパスを視察

体育会三大会合同壮行会が挙行される

平成21年度春季新入留学生歓迎懇談会を開催

アカデミック・ハラスメント防止研修を実施

安全保障輸出管理に関する説明会を開催

第１回東海地区大学発ベンチャーカンファレンス2009を開催

第49回、50回防災アカデミーを開催

第23回経営協議会を開催

キャンパスクリーンウィークを実施

●知の先端

ミツバチ減少の謎を追う

門脇　辰彦（大学院生命農学研究科准教授）

●キャンパスクローズアップ

医学部附属病院　新外来診療棟（第１回）

●知の未来へ

超臨界二酸化炭素を用いた廃棄物処理

澤田　佳代（エコトピア科学研究所准教授）

●部局ニュース

「法の支配」セミナーを開催

経済学研究科が社会福祉経済学寄附講座を設置

第17回理学懇話会・高校生のためのサイエンスカフェを開催

公開レクチャー「フィンランドの子どもと教育システム－ PISA の結果を

含めて」を開催

ICCAE�第１、２回オープンセミナーを開催

博物館が第98、99、100回特別講演会を開催

附属図書館が2009年春季特別展を開催

●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21年５月16日～６月15日

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史
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　第50回名大祭が、６月４日（木）から
７日（日）までの４日間、「愛されて、
はんせいき」をテーマに開催されまし
た。今年のテーマには、「50回目とい
う節目を迎えるにあたって、これまで
名大祭を愛してくださった皆様への感
謝の気持ちを表す」という意味が込め
られています。
　５月24日（日）に行われた毎年恒例の
プレ企画である仮装行列では、名古屋
女子大学高等部マーチングバンドを先
頭に、大勢の本学学生が名古屋市科学
館南の白川公園を起点として栄の大通
りを練り歩き、名大祭の宣伝を行った
後、仮装行列参加者が白川公園におい
て運動会を行いました。また、29日

（金）には、名古屋スポーツセンターで
「秘密でスケート2009」が実施され、
名大祭本番へ向けて盛り上がりを見せ
ました。

　名大祭期間中は、各講義室等を会場
として、演劇、合唱、伝統芸能、絵画
など学内の部活、サークル等の発表が
数多く行われたほか、研究公開、学術
講演等も実施され、本学の教育研究活
動の一端を一般の方に向けてわかりや
すく紹介するとともに、豊田講堂前ス
テージでは数多くのライブが行われ、
演奏者と聴衆が一体となって名大祭を
楽しんでいました。第２グリーンベル
ト上のステージ及び豊田講堂内での催
しでも、多くの観客から盛んな拍手を
集めていました。第２グリーンベルト
の近辺では、縁日やフリーマーケット
が並び、多数の来場者で賑わいを見
せ、その他、本学の合唱団体による

「名古屋大学合同合唱祭」、基礎体力測
定等の検査を受けることができる「模
擬病院」、本学応援団が中心となって
毎年開催されている「The 43rd Fire 

Storm」、各種スポーツ企画など、多
種多彩な企画が実施されました。
　６月５日（金）の夕方に予定していた
盆踊り大会は、降雨のために屋外で実
施することができず、急遽、シンポジ
オンホール内で実施することになりま
した。あいにくの天候にもかかわら
ず、近隣の子ども連れの方々や多数の
本学学生が参加し、太鼓が打ち鳴らさ
れる会場では、浴衣姿の方も見られる
など、熱気に満ちていました。
　今年度は模擬店による飲食物の提供
は行いませんでしたが、生協食堂が休
日営業を実施し、学食を体験する一般
の方々の姿が見られました。
　また、今回は新型インフルエンザの
世界的流行に鑑み、豊田講堂及び全学
教育棟の出入口にアルコール消毒液
を、各トイレの手洗い場には薬用石鹸
をそれぞれ設置し、名大祭実行委員は
マスクを着用する等、感染拡大の防止
に努めました。
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　赤﨑　勇本学特別教授が、６月19日（金）、第25回京都賞
を受賞しました。
　同賞は、財団法人稲盛財団により、科学や文明の発展、
また人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した方々に贈ら
れる国際賞で、先端技術部門、基礎科学部門、思想・芸術
部門の各部門があります。

　赤﨑特別教授の受賞理由は、「窒化ガリウム pn 接合の
先駆的実現による青色発光素子発展への貢献」であり、先
端技術部門での受賞となりました。同特別教授 は、20世
紀中の実現は不可能といわれていた高性能青色発光デバイ
スを、20年にもおよぶ粘り強い継続的な研究活動により、
本学工学部教授として在職中の 1989年に世界で初めてそ
の実現に成功しました。

　平成21年度グローバル COE プログラムの選考結果が公
表され、本学から１件のプログラムが採択されました。
　グローバル COE プログラムは、我が国の大学院の教育
研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越した研究基
盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、
国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、
もって、国際競争力のある大学づくりを推進することを目
的として、文部科学省が平成19年度より実施しているもの
であり、平成21年度は「学際・複合・新領域」の１分野に
ついて公募が行われました。
　採択結果について、濵口総長は、「今回、本学からは７
件を申請し、うち１件が採択された。これまでに採択され
ている６拠点と合わせて、７拠点により事業を行うことと
なる。本学としては、各拠点において、本プログラムの目
的にあるように国際的に卓越した研究を展開し、世界を
リードする創造的な若手研究者を育成できるよう支援す
る。また、今回の公募は10拠点程度の採択予定に対し、国
公私立大学から145件の申請がなされ、非常に厳しい審査
を経たものである。不採択となった拠点の個々の研究者は
十分世界レベルと考えているが、後日出されるプログラム

委員会の不採択理由を踏まえて、今後の教育・研究の更な
る発展への糧としたい。今後とも本学は、我が国を代表す
る研究重点化大学の一つとして、世界をリードする研究及
び世界で活躍する若手研究者を輩出する研究教育体制の構
築に向けて更なる努力を続けていく所存である」とコメン
トしました。
　なお、申請は、全体で145件（85校）あり、１分野９件（９
校）が採択され、採択率は６％でした。

【分野：学際、複合、新領域】
 （採択件数9/ 申請件数145）
プ ロ グ ラ ム：地球学から基礎・臨床環境学への展開
拠点リーダー：安成　哲三教授
　　　　　　　（地球水循環研究センター）
中核となる専攻： 大学院環境学研究科地球環境科学専攻
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　濵口総長は、６月９日（火）、IB 電子情報館大講義室に
おいて、「21世紀の名古屋大学」をテーマにした全学教養
科目「名大の歴史をたどる」の講義を行い、約200名の学
部学生が受講しました。
　この講義は、大学文書資料室が、本学の歴史を新１年
生に分かりやすく紹介するため毎年開講しているもので、

2004年度からはその中の１回を、総長が学生に語りかける
「総長講義」として行っています。今回は、濵口総長就任
後初めての総長講義ということもあり、テレビカメラの撮
影や数人の報道関係者の聴講がありました。
　講義の中で、総長は、少子高齢化をはじめとする日本の
厳しい現状を外国と比較しながら明らかにした上で、これ
らを背景とする本学の現状と課題について述べ、最後に、

「名古屋大学から Nagoya University へ」をこれからのス
ローガンとして掲げ、講義を終えました。
　なお、この講義の様子を収録した DVD は、附属図書館
等で視聴できる予定です。

　濵口総長が、５月20日（水）、藤井理事、高橋理事、國枝
理学研究科長、奥村施設管理部長らとともに、大学院理学
研究科附属臨海実験所及び太陽地球環境研究所豊川キャン
パスを視察しました。
　最初に訪れた臨海実験所は、三重県鳥羽市の菅島の南西
に位置し、昭和14年に名古屋帝国大学医学部附属臨海実験
所として創設され、その後、理学部の附属施設となり、現
在に至っています。
　臨海実験所では、澤田所長の案内により、実験棟、宿泊
棟などの施設の他、流水水槽内で飼育されている実験用の

ホヤ、ウニを視察しました。
　視察後、理学研究科の大学院学生らと食堂で昼食を共に
し、次の視察予定地の太陽地球環境研究所豊川キャンパス
へ移動しました。
　豊川キャンパスは、長年にわたり太陽地球環境研究所の
本拠地となっていましたが、平成18年４月以降段階的に東
山キャンパスへの移転を進めた結果、現在は、太陽風観測
アンテナとその附帯施設を残すのみとなったため、豊川
キャンパスの新たな利活用が検討されているところです。
　到着後、まず、荻野副研究所長ら同研究所関係者から研

究所移転などについての説明があっ
た後、広い敷地を徒歩で移動し、約
１時間にわたって太陽風観測アンテ
ナや豊川キャンパス内各所に点在す
る旧豊川海軍工廠建物等の視察が行
われました。
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　平成21年度春季新入留学生歓迎懇談会が、５月19日
（火）、南部食堂において開催されました。この懇談会は今
後の留学生活が実りのあるものになるよう激励し、新入留
学生と留学生関係教職員との懇談を通して一層の相互理
解・交流を深めることを目的としており、当日は、新入留
学生、教職員など約300名の参加がありました。
　最初に、濵口総長から歓迎及び激励のあいさつがあり、
これを受け新入留学生を代表して、文学研究科の張　梅さ
ん（中国）と、生命農学研究科のミコロ・ヨボ・クリスチャン

さん（ガボン）が、それぞれ日本での留学について抱負を
述べました。続いて、宮田理事の発声により乾杯した後、
懇談にうつり、新入留学生が総長や教職員を囲んで、にこ
やかに歓談したり、記念撮影したりする姿が会場のあちら
こちらで見られました。また、学生サークルである民族舞
踏団音舞により日本の伝統的な踊りが披露され、留学生た
ちは興味深く見入っていました。懇談会は、石田留学生セ
ンター長の閉会のあいさつの後、大盛況のうちに終了しま
した。

　体育会三大会合同壮行会が、５月18日（月）、豊田講堂に
おいて挙行されました。
　これは、毎年、本学体育会の主催で、同会に所属するク
ラブが一堂に会し行われるもので、名古屋大学・大阪大学
対抗競技大会（名阪戦）、東海地区国立大学体育大会（東
国体）、全国七大学総合体育大会（七大戦）に向けて士気

を高め、３大会における本学の優勝を祈念することを目的
としています。
　今年度は、旧帝国大学間で開催される全国七大学総合体
育大会の本学主管大会を翌年に控えており、体育会会長で
ある濵口総長から、「来年度の本学が主管となる七大戦に
向けて勢いづくことができるよう、今年度は各クラブが前
年度の成績を上回ることを目指して努力してほしい」と
エールが送られました。
　また、体育会副会長である杉山理事からは、「来年度の
七大戦の主管校優勝をしっかりと見据えるとともに、来年
度と言わず、今年度、主管の東京大学を破っての総合優勝
を目指してほしい」と各クラブへ激励がありました。
　続いて、必勝を祈願して、総長による「必勝ダルマ」へ
の目入れが行われた後、各クラブの代表者が壇上に上が
り、それぞれの目標と意気込みを述べました。
　最後には応援団による演舞が行われ、参加した選手達は
三大会での活躍を誓い合いました。
　なお、三大会が終了する10月には、再び体育会所属のク
ラブが一堂に会し、三大会の結果報告会が開催される予定
です。
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　安全保障輸出管理に関する説明会が、５月29日（金）、IB
電子情報館大講義室において開催されました。
　学術交流や産学官連携の国際化に伴い、大量破壊兵器開
発国やテロリスト集団に大学での研究成果が渡るのを未然
に防止するため、本学は、今年４月に安全保障輸出管理規
程を整備し、管理体制を構築しました。本説明会は、この

ことを周知し、理解を深めてもらうことを目的として開催
されたもので、国際的な学術交流や研究に携わる教職員及
び学生を対象に行われました。
　はじめに、産学官連携推進本部長である宮田理事からあ
いさつがあり、続いて中村啓子経済産業省貿易経済協力局
安全保障貿易検査官室上席安全保障貿易検査官から、「安
全保障貿易管理について」と題する講演がありました。
　講演の中で、中村検査官は、核保有国に対する近年の国
際的な脅威の高まりや、それに対応する日本の安全保障貿
易管理制度の概要を説明し、大学に対する機微技術管理ガ
イダンスを行った上で、「名古屋大学は、他大学に先駆け
て管理体制を構築しており、評価に値する。是非、国内の
大学の管理体制のスタンダードとなって欲しい」と述べま
した。
　引き続き、笠原久美雄産学官連携推進本部副本部長か
ら、本学における安全保障輸出管理への取り組みと経緯、
また、その体制や手続き等、具体的な説明がありました。
　会場には、本学や他大学の関係者など、合わせて100名
近くの参加があり、講演後は、現在の状況や制度の具体的
内容について熱心な質疑応答が行われました。

　アカデミック・ハラスメント防止研修が、６月15日（月）、
シンポジオンホールにおいて開催されました。本研修は、
今年４月にハラスメント相談センターが設置され、アカデ
ミック・ハラスメント防止対策ガイドラインが整備された
ため、アカデミック・ハラスメントについての知識を深め
ることを目的に開催したものです。

　最初に、藤井理事によるあいさつがあり、続いて、
池田素子総長補佐から本学におけるハラスメント防止対策
体制について説明がありました。その後、臨床心理学、コ
ミュニティ心理学が専門の吉武清實東北大学高等教育開発
推進センター教授・学生相談所副所長が、「ハラスメント
防止のために～危機管理・メンタルヘルス対策・自殺対策
としてのハラスメント対策～」と題して講演を行いました。
　吉武教授は、ハラスメントはどういう状況で起きている
のか、アカデミック・ハラスメントの具体例、要注意の教
員行動29箇条、本学と東北大学の防止・相談・対応システ
ムの違い等について触れ、執行部による問題の認識と防止
の毅然とした態度が大事であり、調査及び調停によらない
調整による早期解決が重要、と述べました。
　当日は、ハラスメント防止対策委員会委員、ハラスメン
ト部局受付窓口担当員等を中心に67名が参加し、アカデ
ミック・ハラスメントは深刻な問題であるとの認識を深め
ました。
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　第49回、50回防災アカデミーが、５月22日（金）、６月８
日（月）、環境総合館レクチャーホールにおいて開催されま
した。
　第49回では、広瀬弘忠東京女子大学教授による「人はな
ぜ逃げ遅れるか～災害防衛論入門」と題した講演が行われ
ました。広瀬教授は、人は危機的状況に接したとき、パニッ
クになることは希で、むしろ客観的にみれば異常なほど楽
観的な判断をしてしまいがちであることなどを、各種の実
験映像を用いて説明しました。

　第50回では、林　春男京都大学防災研究所巨大災害研究
センター教授による「リスクに立ち向かう―組織の危機管
理入門―」と題した講演が行われました。林教授は、組織
としていかにリスクと対峙するかについて、災害発生時の
被害軽減と早期復旧を実現するために、組織はリスクを正
確に把握しておくことが重要であることや、発生時には一
元化された指揮系統のもと危機対応体制が作られるべきで
あることなど、基本的な考え方から最新の知見まで、多く
の図を用いて説明しました。

　両回とも参加者は100名
を超え、講演の後には多く
の質問が寄せられました。

　第１回東海地区大学発ベンチャーカンファレンス2009
が、６月３日（水）、野依記念学術交流館カンファレンス
ホールにおいて開催されました。カンファレンスには東海
地区の大学関係者、大学発のベンチャー企業、行政関係者、
金融機関、ベンチャー支援機関等105名が参加し、主催者
である本学、名城大学、岐阜大学、三重大学、名古屋市立
大学、名古屋工業大学の研究成果を活用したベンチャー企
業がそれぞれの発表を行いました。
　最初に、産学官連携推進本部長である宮田理事のあいさ

つがあり、引き続き、本学発ベンチャー企業の瀧本洋介株
式会社ヘルスケアシステムズ代表取締役による「抗体チッ
プと機能性食品の開発」と題した発表のほか、名城大学発
の橋本　剛株式会社名城ナノカーボン代表取締役による

「カーボンナノチューブの事業化」、三重大学発の本橋憲一
ピーアンドディーパートナーズ株式会社取締役による「中
国ビジネスならまかせろ！－許認可取得・販路拡大・規制
情報の提供など－」など合わせて６件の発表がありました。
　各発表の終了後には、特許戦略や経営戦略、技術動向な

どの質疑応答が活発に行わ
れ、発表会終了後の交流会
には約50名が参加し、関係
者間の交流を深めていまし
た。
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第49回、50回防災アカデミーを開催

第１回東海地区大学発ベンチャーカンファレンス2009を開催



　大学構内環境美化運動「キャンパスクリーンウィーク」
が、名大祭終了後の６月８日（月）から12日（金）まで、全学
の教職員及び学生の協力を得て実施されました。
　これは、名大祭終了後の構内の環境美化及び環境省が提
唱する６月の環境月間に環境保全に対する関心を高めるこ
とを目的に、平成４年から毎年実施されているもので、名
古屋市の一構成員として、境界の外周清掃も併せて行って
います。
　本部では、６月10日（水）の午後、奥村施設管理部長のあ
いさつの後、小雨の降る中で約80名の本部職員が、一斉に
東山キャンパス構内及び周辺の市道に分かれて、空き缶、
紙くず等の除去、雑草等の刈り取り、不要な立看板、ビラ
等の撤去などを行い、爽やかな汗を流しました。

　第23回経営協議会が、５月23日（土）、豊田講堂第１会議
室において開催されました。
　会議では、濵口総長のあいさつ及び委員の紹介があった
後、本学における現状と課題として、高等教育政策の動向、
国立大学法人の財務運営上の課題、本学に対する評価等に
ついて、杉山理事から説明がありました。
　続いて、高橋理事から、人事院勧告の取扱い、理事の教
授付加について説明が行われ、審議の結果、了承されまし
た。
　外部委員からは、目的積立金の使途、医学部附属病院の
医師の待遇、学生への経済支援等について、貴重な意見が
寄せられました。
　なお、会議後には、平成19年12月に改修工事を終えた豊
田講堂、また、今年５月７日に開院した医学部附属病院の
新外来診療棟の視察が行われました。
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キャンパスクリーンの様子

新外来診療棟の視察の様子

ニ
ュ
ー
ス

キャンパスクリーンウィークを実施

第23回経営協議会を開催



　ミツバチは、蜂蜜の採取を目的として古代より
人類が飼育してきた歴史を持ちます。現在では、
蜂蜜の採取とともに、園芸作物の花粉交配用昆虫
として最も重要な種となっています。例えば、米
国での2000年の農業生産におけるミツバチの価値
は146億ドル（日本円で約１兆5000億円）と推定
されています。日本国内では、ミツバチはイチゴ、
メロン、すいか等のハウス栽培の約26％で使用さ
れ（2007年）、花粉交配用として毎年３万以上の
群が必要です。

　このミツバチが、今世界中で減少しています。
2006年秋から2007年春にかけて、米国の22の州に
おいてミツバチの大規模な消滅（30－90%）が報
告されました。その後も毎年30% 以上のミツバ
チが消失しています。同様な現象はヨーロッパ各
国でも報告されていましたが、昨年冬から日本で
も花粉交配用ミツバチの不足が問題となって来ま
した。
　なぜ今ミツバチは減少しているのでしょうか？　
2006年にミツバチゲノムプロジェクトが完了し、
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図　�正常なミツバチ群（左）と CCD症状のミツバチ群（右）を比較した写真。CCD症状の巣板には蛹（黄色の蓋がある巣房）
が存在するにも関わらず、働き蜂がほとんど見出されない。
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ミツバチ減少の謎を追う

門脇　辰彦　大学院生命農学研究科准教授



ミツバチの全遺伝子が解読されました。その結
果、ミツバチには病原体に対抗するために働く遺
伝子や解毒に機能する遺伝子の数が少ないことが
分かりました。すなわち、ミツバチは病気や殺虫
剤などの農薬に対して弱い昆虫であると言えま
す。そこで私たちは、昨年度、農研機構畜産草地
研究所と共同で全国の養蜂家にミツバチの減少に
ついてアンケート調査を行い、今年度は各養蜂家
への聞き取り調査を実施しています。その結果、
ミツバチに寄生するダニと農薬被害による消失が
大きいことが分かりました。さらに、2006年に米
国で最初に報告されたミツバチの新しい病気であ
る CCD（蜂群崩壊症候群）と考えられる被害も
ありました。CCD のミツバチ群は、女王蜂、大
量の幼虫、蛹、蜂蜜、および花粉が存在するにも
関わらず、少数の羽化直後の働き蜂しか存在しな
い異常な状態を示します（図）。
　ミツバチには多くの感染性病原体が存在し、外
国ではこれらの病原体によるミツバチの大量死が
報告されています。しかし日本国内では、ミツバ
チについて全国レベルでの病原体の疫学調査はこ
れまで実施されておらず、感染性病原体の有無に
ついて全く分かっていませんでした。そこで私た
ちは、日本養蜂はちみつ協会の協力により日本各
地の養蜂家からミツバチをサンプリングし、ミツ

バチに感染して様々な病気を引き起こす７種類の
ウイルスの有無について調査しました。その結
果、２種類のウイルスは全てのサンプルで検出さ
れ、最大で５種類のウイルスに感染しているサン
プルも存在していました。また、検出されるウ
イルスの種類と地域との関連性は見出されず、養
蜂家単位で異なることが分かりました。したがっ
て、各養蜂家のミツバチの入手経路がウイルス感
染に影響していることが示唆されます。ウイルス
の感染は、必ずしも病気を発症させるわけではあ
りません。ミツバチが健康な状態であれば、ウイ
ルスの増殖は抑制され発症しません。しかし、栄
養不足、ダニの寄生、農薬、長期間のハウス内で
の花粉交配などによりミツバチの健康状態が悪化
すれば、ウイルスが増殖し病気を発症します。今
回の調査により、農家と養蜂家が協力してミツバ
チの健康状態を管理する必要があることが明確に
なりました。私たちは、その他の既知の病原体の
調査、およびミツバチの新しい病原体の存在につ
いてさらに研究を進める予定です。
　外国では、ミツバチだけでなく、マルハナバチ
等の様々な受粉昆虫の減少が報告されています。
地球規模において「受粉昆虫に何が起きているの
か？」を明らかにすることは、持続可能な農業生
産と生態系の維持のために大変重要です。
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1994年ケースウェスタンリザーブ大学医学研究科病理学専攻修了
（Ph.D.）。ハーバード大学、スタンフォード大学等での博士研究員
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　医学部附属病院は、鶴舞団地施設再整備計画に
基づき、建物の建て替えを行ってきました。平成
５年度から７年度にかけて、病棟Ⅰ期（新西病棟
と中央コア部分）23,934m2が、続いて平成８年度
から平成10年度にかけて、病棟Ⅱ期（新東病棟と
特殊病棟）18,320m2が建設され、新病棟42,254m2

が完成しました。また、新病棟の北側に、平成14
年度から17年度にかけて、新中央診療棟43,612m2

が建設されました。
　このたび、新中央診療棟の西側に、新外来診療
棟が建設されました。新外来診療棟は、延べ面積
19,446m2の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造、鉄
骨鉄筋コンクリート造）地上４階の建物で、平成
18年度から約２年の工事を経て、今年２月に完成
しました。５月からは診療も開始されていますの
で、既に利用された方もおられるかと思います。
　新外来診療棟は、医学部附属病院への来院者を
迎え入れる、地域社会と病院との接点であり、患
者さんと医療スタッフが出会い医療行為がスター
トする場です。そのため、高度最先端医療を提
供する医学部附属病院の外来部門として機能の高
度化を図り、アメニティとの高い次元での両立を
実現し、より広く社会に貢献し信頼されることを
目指して計画を進めました。分かりやすく、使い
やすい動線・ゾーニングを実現するため、待合ス

ペースと動線スペースの交錯をなくし、便所や設
備室を集約するとともに、南側外部空間に広がる
視界を得るための吹き抜け空間を効果的に構成し
ました。また、エレベータ、エスカレータ、階段
を待合と交錯しない位置に並べ、建物全体の縦の
主動線としました。ゾーニング計画は、利用者を
医学部附属病院に迎え入れる顔としての「アクセ
スゾーン」、建物内の移動や、待合などをわかり
やすく、快適な空間として提供する場であり、気
持ちのよい吹き抜けを通し鶴舞公園を見渡せる

「パブリックコート」、医学部附属病院としての高
度な外来機能を果たす「診療ゾーン」、スタッフ
やサービス動線としてだけでなく、チーム医療の
ための様々な垣根を越えた医療スタッフ間の情報
交流の場となる「メディカルスパイン」、分散空
調システムにより、診療ゾーンの将来のフレキシ
ビリティを確保するための「設備ゾーン」を配置
しました。各階の構成として、１階は事務関連ス
ペース・医療福祉支援室の他、患者数の多さと滞
留時間の長さを考慮して眼科を配置し、また、新
中央診療棟の放射線部門との近接性を考慮して整
形外科・脳神経外科を配置しました。２階は新中
央診療棟の検査機能との近接性を考慮して内科・
放射線科を配置し、また、親と子の診療部を中心
に、精神科・小児科との連携を考慮した配置をし
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ました。３階は新中央診療棟との近
接性を重視して手術室を配置し、ま
た、産婦人科の待合は、プライバ
シーを重視した配置とし、同フロ
アーに授乳室やキッズコーナーも配
置しました。４階は事務関連スペー
スを中心に配置しました。
　次回も、新外来診療棟の紹介を続
けます。
 （施設管理部）
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１　西側外観
２　建物全体構成
３　南側に広がる吹抜
４　パブリックコート
５　縦動線（エスカレータ）
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　二酸化炭素は、30.4℃、73気圧以上にすること
で超臨界流体となります。超臨界流体となった二
酸化炭素は、気体と比べて高い密度を有し、有
機物を溶解することが可能となります。例えば、
コーヒー豆に超臨界二酸化炭素を触れさせること
で、コーヒー豆に含まれるカフェインが超臨界
二酸化炭素中に移動するため、カフェインレス・
コーヒー豆を製造することができます。有機物を
溶解した超臨界二酸化炭素も、常圧に戻せば、た
だの二酸化炭素の気体です。二酸化炭素は、通常
用いられている有機溶媒と比較して、非処理物へ
の残留した際の毒性を考慮する必要が無いため、
食品や製薬分野で利用されています。また、放射
性廃棄物処理の分野でも超臨界二酸化炭素は注目
を浴びています。
　放射性廃棄物には、使用済み燃料の再処理で発
生する核分裂生成物を含む廃液のような高レベル
の放射性廃棄物から、僅かに放射性元素が付着し
た紙や布などの低レベルの放射性廃棄物まで様々
なものがあります。放射性元素を分離することが
できれば、廃棄物の減容化につながる可能性があ
りますが、一般に、処理に伴って二次的な廃棄物
が発生します。例えば、ウランの付着した布を硝

酸水溶液で洗えば、ウランを硝酸に溶かし出すこ
とが可能ですが、ウランが含まれる廃液が発生
します。廃棄物から放射性元素を超臨界二酸化炭
素に溶解することができれば、放射性元素溶解後
に減圧することで溶媒の二酸化炭素は気化するの
で、二次的な廃棄物の発生量を抑制することが可
能となります。
　前述の通り、超臨界二酸化炭素は有機物を溶解
することは可能です。しかしながら、無機物をそ
のまま溶解することはできません。無機物を超臨
界二酸化炭素に溶解させるためには、有機物との
錯体とすることが有効です。酸化ウランのよう
な無機物についても、リン酸トリブチル（TBP）
硝酸錯体と呼ばれる TBP と硝酸の混合物によっ
て、TBP 硝酸ウラニル錯体とすることで、超臨
界二酸化炭素中に溶解することができます（写真
１）。
　この優れた超臨界流体の特性を生かし、液化二
酸化窒素を用いて硝酸ウラニルに変化させた後

（写真２）、超臨界二酸化炭素と TBP の混合流体
で抽出する使用済み燃料の再処理技術や、廃ウラ
ン触媒からのウランの回収など、様々な廃棄物の
処理について、日々、取り組んでおります。
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写真１　超臨界二酸化炭素（SC-CO2) にウランが溶ける様子

写真２　酸化ウランの硝酸塩転換による硝酸ウラニルの生成
　　　　（硝酸ウラニルは紫外線を照射することで蛍光を発する）

知
の
未
来
へ
―
若
手
研
究
者
の
紹
介

超
臨
界
二
酸
化
炭
素
を
用
い
た
廃
棄
物
処
理

エ
コ
ト
ピ
ア
科
学
研
究
所
准
教
授

澤
田
　
佳
代



　大学院法学研究科は、６月13日（土）、名古屋セントラル
プライムタワーにおいて、大学院教育改革支援プログラム

「法整備支援をデザインできる専門家の養成」の一環とし
て、「法の支配」セミナーを開催しました。
　「法の支配」は、国連ミレニアム宣言など多くの国際的
文書でも言及されているとおり、現在の国際関係や法整備

支援を位置付ける重要な概念となっています。「法の支配」
の確立は、単に支援対象国内における経済発展や民主政の
発展だけでなく、グローバライゼーション下の国際関係を
より正義にかなったものとするためにも必要であると考え
られ、多くの希望がそこに向けられてきました。しかしな
がら、その概念の定義や示唆する内容については、広い合
意があるとは言えない状況です。「法の支配」をどのよう
に考えるべきかということは、法整備支援の正当化根拠を
探る意味からも、また今後の我が国を含む社会のあり方を
考える上でも、重要なものと思われます。
　セミナーでは、法整備支援に関する議論のみならず、法
社会学・法哲学的な面からも、現在アメリカで注目されて
いる研究者の一人であるブライアン・タマナハ 米セント
ジョンズ大学法科大学院教授が講演を行いました。
　当日は90名を超える参加があり、活発な議論が展開され
ました。今回の成果を踏まえて一層研究を進めることによ
り、国際的な議論を牽引していくことが期待されます。

　大学院経済学研究科は、６月１日（月）、同研究科初の寄
附講座となる社会福祉経済学寄附講座を立ち上げました。
同講座は、高齢化の進行によって破綻が心配されている介
護体制について、医療経済データの綿密な収集・分析に基
づく具体的提言を行うことを目的に設置されました。医学
との連携の必要性から、医学系の研究者や教授と経済学専

攻の助教という体制で出発しましたが、５年間の期間で、
研究の進展を見ながらスタッフを増強していく予定です。
　経済学には古い伝統をもつ社会政策という分野がありま
すが、同研究科における社会政策分野の研究は、労働経済
学関係が中心でした。今回の設立は、アイカ工業株式会社
からのご寄附により実現したもので、これまで手薄だった
医療経済学分野へと研究を展開させることが可能になるこ
とから、新しい芽の育成が期待されています。
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講演するタマナハ教授

打合せをする（右から）岩尾　智寄附講座教授、金井経済学研究科長、
冨村　圭寄附講座助教
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「法の支配」セミナーを開催
●大学院法学研究科

経済学研究科が社会福祉経済学寄附講座を設置
●大学院経済学研究科



　大学院理学研究科は、６月13日（土）、野依記念学術交
流館カンファレンスホールにおいて、第17回理学懇話会

「小林・益川理論を超えて」を開催しました。同懇話会は、
毎年２回、春と秋に開催しており、今回は67名の高校生を
含む169名もの参加がありました。
　まず、篠原理学研究科副研究科長のあいさつがあり、引

き続き、棚橋誠治同研究科教授が「余剰次元への扉を開く」
と題し、時空の４次元以外に広がっているとされる余剰次
元があると、素粒子標準模型で必要とされるヒッグス粒子
がなくても矛盾のない理論が構築できる、という最先端の
素粒子理論研究について講演しました。
　続いて、戸本　誠タウ・レプトン物理研究センター准教
授が「未知なる素粒子世界への挑戦～ CERN LHC 実験の
現状～」と題した講演を行いました。CERN LHC は、ヨー
ロッパ CERN 研究所にある、人類未踏の超高エネルギー
状態を作り出す周長27km にも及ぶ巨大加速器です。戸本
准教授は、標準理論で唯一未発見となっているヒッグス粒
子や未知の新粒子の探索に挑む実験や研究所で活躍する本
学の大学院学生の姿を紹介しました。
　懇話会の後に行われたサイエンスカフェでは、高校生43
名が、６つのテーブルに分かれ、５名の教員、大学院学生
を相手に、熱心に質問や議論を取り交わし、１時間半もの
間、話が途切れることもなく、多いに盛り上がりました。
　なお、本講演の様子は、理学広報誌「理 Philosophia 第
17号」（10月発行予定）の特集として掲載される予定です。

　発達心理精神科学教育研究センタ－は、６月８日（月）、
教育学部第３講義室において、公開レクチャー「フィ
ンランドの子どもと教育システム－PISA （Program for 
International Student Assessment）の結果を含めて」を
開催しました。
　本学大学院学生や学外の関係者を含む一般の方々の参加

の中、講師のソイリ・ケスキネン フィンランドトゥルク大学
教育学部教授は、フィンランドの幼稚園、小学校などでの
子どもたちの様子をスライドで紹介しながら、フィンラン
ドにおける質の高い教育の特徴について講演しました。
　フィンランドにおける教師の質の高さとその背景要因、
義務教育対象年齢児の全体の学力を揃える努力や特別支援
教育の取り組みの実態、昨今の経済状況が教育に及ぼす影
響という現実的な側面についても紹介され、日本の学校教
育においても大いに参考になる内容でした。
　レクチャー終了後は、参加者から多くの質問が寄せら
れ、ケスキネン教授は、一人ひとりの質問に丁寧に対応し
ていました。
　スライドに映し出された子どもたちの楽しそうな表情か
ら、子どもを国の宝とするフィンランドの子育てや教育に
対する基本的な姿勢が伝わる、大変有意義なレクチャーで
した。
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会場の様子

レクチャーの様子
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第17回理学懇話会・高校生のためのサイエンスカフェを開催
●大学院理学研究科

公開レクチャー「フィンランドの子どもと教育システム－PISAの結果を含めて」を開催
●発達心理精神科学教育研究センター



　博物館は、５月22日（金）、６月６日（土）、６月12日（金）、
同館講義室において、それぞれ第98回、99回、100回特別
講演会を開催しました。
　第98回では、星野光雄本学名誉教授が「アフリカ地質
調査研究の重要性」と題し、アフリカ大陸の数十億年に及
ぶダイナミックな大陸の形成史や、アフリカ大陸を数千キロに

渡って縦断する大地溝帯とよばれる大地の裂け目などのアフ
リカ大陸の壮大な地質学的な特徴について講演しました。
　第99回では、木方洋二本学名誉教授が「アフリカの樹木
と木材」と題し、アフリカに見られる樹木の特徴や、それ
らの独自の活用方法などについて、ギャラリートークも含
めた講演を行いました。
　そして第100回では、佐々木重洋文学研究科准教授が「豹
の森で：アフリカ熱帯雨林の仮面文化」と題し、アフリカ
における民族文化研究の方法や、その意義、また、自身の
現地での体験談を交えて、アフリカで発達してきた仮面文化
の独自性や地域社会での役割などについて講演しました。
　今回、創設以来100回目を迎えた特別講演会には、毎回
50～70名の参加があり、講演後には参加者から多くの質問
や感想が集まります。
　現在、博物館では、特別展「大陸アフリカ」を７月25日

（土）まで開催しています。今後も人類起源論の現状に関す
る話題やアフリカの農業事情に関する特別講演会を企画し
ておりますので、興味のある方は是非来館ください。

　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、５月20
日（水）及び５月27日（水）、2009年度第１回、２回オープン
セミナーを開催しました。
　第１回は、ナイジェリアにある国際熱帯農業研究所

（IITA）の村中　聡研究員が、ササゲの寄生雑草で、全
滅に近い被害をもたらすこともあるストライガ（Striga 

gesnerioides、ゴマノハグサ科）の実態とササゲの抵抗性
について講演しました。ストライガの種子は黒い粉のよう
に小さく軽いので、一旦土壌に落ちると手の付けようがあ
りません。種子の発芽促進物質ストリゴラクトンによる防
除の可能性や圃場における抵抗性品種の利用など様々な観
点から、圃場での制御について議論が行われました。
　また第２回は、菊野日出彦 IITA 研究員が、西アフリカ
で重要なヤムイモの特性と挿し木法による大量増殖システ
ムの開発と普及について講演しました。ヤムイモは優良種
苗の大量生産が普及の制限要因でしたが、現地で発生する
稲の籾殻くん炭を利用した大量増殖方法が開発されてお
り、今後の普及に期待が持たれます。
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第100回特別講演会の様子

第１回オープンセミナーの様子
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博物館が第98、99、100回特別講演会を開催
●博物館

ICCAE 第１、２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



　附属図書館及び同館研究開発室は、５月11日（月）から６
月５日（金）まで、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－」を開催しました。
　同館所蔵の旗本高木家伝来の古文書は、全国有数の武
家史料として著名ですが、今回が初公開となる小寺家文
書は、高木家の家臣方に伝来した8,500点にものぼる古文
書群です。家臣の側から高木家文書の新たな内容を引き
出す手がかりとして、また、武家と地域社会の狭間に生き
た人々の記録として、きわめて貴重な歴史的資料といえま
す。展示では、近世（江戸時代）における高木家と小寺家
の主従関係の実像、明治維新という大きな変革を迎えた主
従双方の対応、その後の近代社会における小寺家の生活、
特に、警察官という職業をめぐる家族や関係者とのやりと
り、小寺家の子供たちの教育などのテーマに沿って、貴重
な歴史的資料を今日まで伝えた小寺家の営みの総体的な把
握が試みられました。
　５月16日（土）には、同館多目的室において、前国立歴史
民俗博物館長である宮地正人氏により「旗本社会から江戸
時代を考える」と題した講演と、斎藤夏来同館研究開発室

特任准教授による展示解説が行われ、178名もの参加を得
て大盛況でした。宮地氏は講演で、江戸時代の将軍直臣団
である旗本伝来の史料というものは、高木家文書などの例
外を除きほとんど散逸しているものの、小寺家のように、
旗本の実際の活動を支えた家臣の史料にまで視野を広げる
ならば、幕政の中枢や各地の領主支配の有り様など、大名
家伝来史料では得られないような、江戸時代社会の中核的
で鮮明な情報を得られると指摘し、旗本家臣文書に着目し
た今回の展示の意義を明確にしました。次いで、斎藤特任
准教授は、展示資料の全体像を概観し、先祖の史料だけで
なく家族や子供たちの記録も大切に保存しようとした近代
小寺家の営みが、主家高木家でも失われたような古文書ま
で今日に伝えた原動力であると指摘しました。
　同特別展には、学生、教職員、一般の方など、合わせて
552名の来場がありました。江戸時代の旗本主従の実像か
ら近代の学校制度に至るまで、治水史料として知られる
高木家文書の新たな側面に光を当てた幅広い展示内容が広
範な人々の関心を集め、今後の調査、研究の進展にはずみ
をつけるものとなりました。
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講演する宮地氏

講演会の様子 展示会場の様子
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附属図書館が2009年春季特別展を開催
●附属図書館



教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.� 5.10 第45回 ERA-EDT 学会
（45th�ERA-EDTA�Congress�in�Stockholm）
Eight�Best�Abstracts 賞

大学院医学系研究科
客員研究者

林　　宏樹

H20.� 6.14 平成19年度日本呼吸器学会学会奨励賞 大学院医学系研究科
特任助教

伊藤　　理

H20.� 8.30 第８回日本 VR医学会�
Best�Simulation�awards�2008（末舛賞）

大学院医学系研究科研究員 林　雄一郎

H20.11.� 7 第17回租税資料館賞 大学院法学研究科准教授 高橋　祐介

H21.� 1.15 EPS�Award�2008 太陽地球環境研究所助教 大塚　雄一

H21.� 2.28 風戸研究奨励賞 大学院医学系研究科助教 大 　雄樹

H21.� 3.17 日本機械学会東海支部 奨励賞 大学院工学研究科助教 野老山貴行

H21.� 3.21 The�25th�Fungal�Genetics�Conference,�The�“Eukaryotic�
Cell”�Outstanding�Young�Investigator�Award�
sponsored�by�the�American�Society�for�Microbiology

大学院生命農学研究科
研究員

播本　佳明

H21.� 3.23 日本原子力学会 技術賞 大学院工学研究科教授 飯田　孝夫
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名大を表敬訪問された方々［平成21年３月16日～６月15日］

  4.  7 台湾 国立政治大学学長等
　台湾�国立政治大学のウー スホワ学長等が表敬訪問され、国際交流につい
て意見交換するとともに、法学研究科を視察されました。

  4.21 タイ カセサート大学副学長及びアカデミック委員
　タイ カセサート大学のパニット�ケムトーン副学長及び同大学アカデミッ
ク委員32名が、本学のカリキュラム調査と高等教育及び国際交流に関する
意見交換等のため訪問されました。

  4.24 中国駐名古屋総領事館総領事
　中国駐名古屋総領事館の李天然総領事が表敬訪問され、濵口総長就任への
お祝いの言葉とともに、中国人留学生への支援に対するお礼を述べられまし
た。

  5.29 インド マデュライ・カマラジ大学副学長
　インド マデュライ・カマラジ大学のクマラベル副学長が、共同研究を行っ
ているエコトピア科学研究所の視察を機会に訪問されました。

受賞者一覧



受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.� 3.24 平成20年度（第26回）永井科学技術財団賞　�
学術賞

大学院経済学研究科准教授 柳原　光芳

H21.� 3.27 第54回日本作物学会賞 大学院生命農学研究科教授 三宅　　博

H21.� 3.28 日本化学会進歩賞 大学院理学研究科准教授 大木　靖弘

H21.� 3.30 平成20年度日本衛生学会最優秀論文賞 医学部保健学科准教授 近藤　高明 山本佳那実（大学院医学系研究科M2)、
上山　純（医学部保健学科助教）、
髙木健次（医学部保健学科准教授）と連名

H21.� 3.31 日本コンピュータ外科学会2008年度講演論文賞 大学院医学系研究科研究員 林　雄一郞 森　健策（大学院情報科学研究科准教授）、
藤井正純（医学部附属病院助教）、
若林俊彦（大学院医学系研究科教授）と連名

H21.� 3.31 日本コンピュータ外科学会2008年度講演論文賞 大学院工学研究科教授 生田　幸士 池内真志（大学院工学研究科助教）、
他１名と連名

H21.� 4.� 1 日本原子力学会フェロー 大学院工学研究科教授 松井　恒雄

H21.� 4.� 7 日本機械学会 奨励賞 大学院工学研究科助教 野老山貴行

H21.� 4.10 第18回日本航空宇宙学会奨励賞 大学院情報科学研究科助教 仙場　淳彦

H21.� 4.13 日本化学会 優秀講演賞（学術） 大学院環境学研究科講師 ジンチェンコ　
アナートリ

H21.� 4.13 日本化学会 優秀講演賞（学術） 大学院工学研究科助教 ウヤヌク　
ムハメット

H21.� 4.13 日本化学会 優秀講演賞（学術） 大学院工学研究科研究員 小野島大介

H21.� 4.14 平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 
科学技術賞（研究部門）

大学院工学研究科教授 金田　行雄

H21.� 4.14 平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 
若手科学者賞

大学院理学研究科准教授 大木　靖弘

H21.� 4.14 平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 
若手科学者賞

大学院工学研究科准教授 長田　孝二

H21.� 4.14 平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 
若手科学者賞

大学院工学研究科教授 忍久保　洋

H21.� 4.15 土木学会中部支部 平成20年度技術賞 大学院環境学研究科教授 山田健太郎 石川敏之（大学院環境学研究科助教）、
柿市拓巳（大学院工学研究科M1)、
李　　薈（工学部４年）と連名

H21.� 4.18 日本眼科学会評議員会賞 大学院医学系研究科准教授 近藤　峰生

H21.� 4.23 スカウェザリング技術振興財団 科学技術賞 大学院工学研究科教授 伊藤　義人

H21.� 4.29 平成21年春の叙勲 瑞宝中綬章 名誉教授 平出　慶道

H21.� 4.29 平成21年春の叙勲 瑞宝中綬章 名誉教授 藤本　哲夫

H21.� 4.29 平成21年春の叙勲 瑞宝中綬章 名誉教授 川本　 万

H21.� 4.29 平成21年春の叙勲 瑞宝中綬章 名誉教授 杉本　悦郎

H21.� 4.29 平成21年春の叙勲 瑞宝中綬章 名誉教授 小川　克郎

H21.� 4.30 日本糖質学会奨励賞 大学院医学系研究科講師 岡島　徹也

H21.� 5.� 5 第56回産経児童出版文化賞 大賞 大学院環境学研究科助教 須藤　　斎

H21.� 5.10 Robocup�Japan�Open�2009 
レスキューシミュレーションリーグ 優勝

大学院情報科学研究科助教 鳥海不二夫 太田健文（工学部４年）と連名

H21.� 5.11 電気設備学会中部支部 電気設備学会中部支部賞 大学院工学研究科助教 飯岡　大輔

H21.� 5.14 東海化学工業会 東海化学工業会賞 大学院工学研究科助教 永野　修作

H21.� 5.15 日本化学会第８回春季年会 優秀講演賞（学術） エコトピア科学研究所助教 守谷　　誠

H21.� 5.16 日本結晶成長学会 研究奨励賞 大学院工学研究科助教 本田　善央

H21.� 5.18 日本看護協会会長表彰 医学部保健学科教授 鈴木　和代

H21.� 5.18 地球電磁気・地球惑星圏学会 田中舘賞 太陽地球環境研究所教授 塩川　和夫

H21.� 5.21 セメント協会論文賞 大学院環境学研究科准教授 丸山　一平

H21.� 5.23 日本材料学会 支部功労賞 大学院工学研究科教授 大野　信忠

H21.� 5.25 日本化学会 優秀講演賞（産業） 大学院工学研究科助教 永野　修作

H21.� 5.26 情報ストレージ研究推進機構 SRC 論文賞 大学院工学研究科教授 福澤　健二

H21.� 5.26 情報ストレージ研究推進機構 SRC 論文賞 大学院工学研究科講師 伊藤伸太郎

H21.� 5.27 空気調和・衛生工学会振興賞 技術振興賞 大学院環境学研究科助教 尹　　奎英
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.� 5.27 電気学会 第18回業績賞 エコトピア科学研究所客員
教授

遠藤　奎将

H21.� 5.27 電気学会 電気学術振興賞（進歩賞） 大学院工学研究科教授 大久保　仁

H21.� 5.28 第43回日本理学療法学術大会優秀賞 医学部保健学科講師 石田　和人

H21.� 5.28 日本顕微鏡学会 論文賞（顕微鏡基礎部門） 大学院工学研究科教授 武藤　俊介 巽　一厳（大学院工学研究科講師）、
他１名と連名

H21.� 5.29 2009年日本建築学会賞 大学院環境学研究科准教授 西澤　泰彦

H21.� 5.29 平成20年度土木学会論文奨励賞 大学院環境学研究科助教 石川　敏之

H21.� 5.29 日本塑性加工学会フェロー 大学院工学研究科教授 石川　孝司

H21.� 5.29 天田金属加工機械技術振興財団 優秀賞 大学院工学研究科教授 梅原　徳次

H21.� 6.� 1 日本学士院賞 大学院経済学研究科教授 安藤　隆穂

H21.� 6.� 1 花王 第11回花王研究奨励賞（化学・物理分野） 大学院工学研究科准教授 竹岡　敬和

H21.� 6.� 1 平成21年度情報通信月間 東海総合通信局長表彰 大学院情報科学研究科教授 安田　孝美

H21.� 6.� 3 Best�poster�award�of�RAMM�&�ASMP�2009 大学院工学研究科講師 安田　清和

H21.� 6.� 5 第19回世界耳鼻咽喉科学会　
BEST�POSTER�ON�OTOLOGY,�NEURO�OTOLOGY�
AND�SKULL�BASE�SURGERY

大学院医学系研究科教授 中島　　務 長縄慎二（大学院医学系研究科教授）、
他10名と連名

H21.� 6.11 日本歯科保存学会デンツプライ賞 医学部附属病院医員 中村さやか

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20.� 9.� 6 第14回分子腎臓研究会研究奨励賞 大学院医学系研究科D4 保浦　晃徳

H20.10.� 2 電子スピンサイエンス学会 優秀発表賞 大学院工学研究科D1 清水　裕太

H20.11.� 2 電子情報通信学会 電子情報通信学会賞 大学院工学研究科M1 木全　敏章 中山佳洋（工学部４年）、冨田昌美（大学
院工学研究科M1)、他７名と連名

H20.11.29 CKD�Award�2008�奨励賞 大学院医学系研究科D4 保浦　晃徳

H20.12.13 第35回有機典型元素化学討論会　
優秀ポスター賞受賞

大学院理学研究科M1 小坂　洋平

H20.12.13 The�IUMRS�International�Conference�in�Asia�
2008,�Certificate�of�Award�for�Encouragement�
of�Research�in�Materials�Science

大学院理学研究科M2 趙　　　晨

H21.� 3.� 1 電気学会東海支部 電気学会東海支部長賞 工学部４年 青木　圭太

H21.� 3.� 1 電気学会東海支部 電気学会東海支部長賞 工学部４年 井上　貴人

H21.� 3.� 2 日本化学会 日本化学会東海支部長賞 工学部４年 浜田　剛志

H21.� 3.� 5 計測自動制御学会 制御部門研究奨励賞 大学院工学研究科D2 佐藤　訓志

H21.� 3.� 9 フォトニックネットワーク研究会 優秀賞 大学院工学研究科D1 石井　紀代

H21.� 3.13 日本材料学会 優秀講演賞 大学院工学研究科M2 片桐　慶大

H21.� 3.18 IEEE 学生論文発表賞 大学院工学研究科D2 栗本　宗明

H21.� 3.25 日本化学会 日本化学会東海支部長賞 工学部４年 岡本　裕晃

H21.� 3.27 第６回日本作物学会論文賞 平成19年度本学修了生 堤　　浩一 三宅　博（大学院生命農学研究科教授）、
谷口光隆（大学院生命農学研究科准教授）、
川崎通夫（大学院生命農学研究科助教）、
他２名と連名

H21.� 3.28 Asia�Pacific�Conference�on�Information�
Management�(APCIM)�2009�・�Best�Paper�Award

大学院経済学研究科D3 劉　　　妍

H21.� 3.29 第14回日本物理学会論文賞 大学院理学研究科
日本学術振興会特別研究員

片山　新也 小林晃人（高等研究院特任講師）、
鈴村順三（大学院理学研究科教授）と連名

H21.� 3.30 応用物理学会 講演奨励賞 大学院工学研究科M1 服部　淳一

H21.� 3.31 触媒学会 優秀ポスター発表賞 大学院工学研究科D1 湯沢　勇人 吉田寿雄（大学院工学研究科准教授）と連名

H21.� 3.31 触媒学会 優秀ポスター発表賞 大学院工学研究科M1 西村　雅翔 清水研一（大学院工学研究科助教）、
薩摩　篤（大学院工学研究科教授）と連名

H21.� 3.31 Outstanding�Student�Paper�Award,�AGU�Fall�
Meeting�2008

大学院理学研究科D1 辻　　裕司

H21.� 4.� 1 第52回群像新人文学賞評論部門優秀作 大学院文学研究科D3 伊東　祐吏
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H21.� 4.10 日本航空宇宙学会 学生優秀講演賞 大学院工学研究科M1 田中　潤治

H21.� 4.13 日本化学会第89春季年会 学生講演賞 大学院理学研究科D2 太田　　俊

H21.� 4.13 日本化学会第89春季年会 学生講演賞 大学院理学研究科D2 柳澤　周一

H21.� 4.13 日本化学会第89春季年会 学生講演賞 大学院理学研究科D2 藤城　貴史

H21.� 4.15 土木学会中部支部 優秀研究発表賞 大学院工学研究科M2 江口　輝行

H21.� 4.15 土木学会中部支部 優秀研究発表賞 平成20年度本学修了生 小木曽圭祐

H21.� 4.19 第65回日本放射線技術学会総会学術大会�
電子ポスタ銅賞

大学院医学系研究科M1 織部　祐介 小幡康範（医学部保健学科教授）、他５名
と連名

H21.� 4.24 平成21年日本皮膚科学会雑誌論文賞 大学院医学系研究科D4 近藤　泰輔

H21.� 5.11 平成20年度情報処理学会東海支部�
学生論文奨励賞

大学院情報科学研究科D3 萩原　正人

H21.� 5.11 平成20年度情報処理学会東海支部�
学生論文奨励賞

大学院情報科学研究科D3 安積　卓也

H21.� 5.12 第14回計算工学講演会 グラフィクスアワード
特別賞

大学院工学研究科M2 鈴木　博貴 酒井康彦（大学院工学研究科教授）、
長田孝二（大学院工学研究科准教授）と連名

H21.� 5.13 シンポジウム「モレキュラー・キラリティー
2009」 ポスター賞

大学院工学研究科M1 岩花宗一郎

H21.� 5.15 2009�IEEE�Robotics�and�Automation�Society�
Japan�Chapter�Young�Award

大学院工学研究科M2 竹内　　大

H21.� 5.23 日本生化学会中部支部 奨励賞 大学院理学研究科D1 齋藤　貴子

H21.� 5.27 電気学会 電気学術振興賞（進歩賞） 大学院工学研究科D3 栗本　宗明

H21.� 5.28 日本顕微鏡学会第65回学術講演会�
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M2 木村　佳祐 乗松　航 ( エコトピア科学研究所助教）、
楠　美智子 ( エコトピア科学研究所教授）
と連名

H21.� 5.29 韓国海岸・海洋工学会 学術発表会論文賞 大学院工学研究科D3 ヨン　ギョン　
ソン

H21.� 6.� 3 日本保健物理学会 優秀ポスター賞 大学院工学研究科M1 平子　貴大

H21.� 6.� 9 電子情報通信学会東海支部 学生研究奨励賞 大学院工学研究科D2 石井　紀代

＊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 篠原久典理学研究科教授らと青山学院大学などの研究チーム カーボンナノチューブを使った原子サイズのトラン
ジスタを開発

� 5.15（金） 日経産業

2 松尾清一医学部附属病院長と愛知県医師会など10団体 臨床研修制度見直しに対し苦言 � 5.16（土） 読売

3 「公立病院等地域医療連携のための有識者会議」 15日開催 座長：松尾清一医学部附属病院長 � 5.16（土） 読売
中日（朝刊）

4 風向計：家森信善経済学研究科教授 税関の重要性について考えよう � 5.16（土） 読売

5 応用哲学学会の会長を務める戸田山和久情報科学研究科教授は同学会の目指すところについて語る � 5.16（土） 中日（夕刊）

6 本学は「がんを生き抜くライフトピアスクール」を大幸キャンパスにて24日に開講する � 5.16（土） 中日（朝刊）

7 訃報：豊田利幸本学名誉教授 � 5.16（土） 中日（朝刊）
他４社

� 5.18（月） 日刊工業

8 附属図書館春季特別展「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11日～６月５日開催 � 5.18（月） 日経（夕刊）
� 5.21（木） 読売

9 本学学生ノデル・イブラキモフさんとアスカラリ・ハサーノフさん 一宮市立大和中学校で国際交流授業に参加 � 5.19（火） 毎日（朝刊）

10 卓球 東海学生春季リーグ男子 本学が第３部１位（５勝０敗） � 5.19（火） 読売

11 門松健治医学系研究科教授、松尾清一医学部附属病院長、湯澤由紀夫医学系研究科特命教授のグループは、慢性腎
疾患の患者に併発する高血圧が起こるメカニズムを解明

� 5.20（水） 中日（朝刊）
読売

12 川合伸幸情報科学研究科准教授らのグループは、人間のヘビに対する敏感反応が、経験的ではなく本能的なもので
ある可能性が高いことをサルを使った実験で解明

� 5.20（水） 読売

13 先端医療ヘルスケアセミナー 23日開催：三宅養三本学名誉教授講演 � 5.20（水） 中日（夕刊）
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記事 月日 新聞等名

14 本学は名古屋港内で発見されたマッコウクジラの死骸を引き取り、学術的研究に利用することに決定 骨格標本を
作り、博物館展示、一般公開を目指す

� 5.20（水） 中日
（朝刊・夕刊）
他２社

� 5.21（木） 朝日（朝刊）

15 国際言語文化研究科公開講座「言葉と文化の国際交流」 ６月10日より開催 � 5.20（水） 中日（夕刊）
� 5.22（金） 毎日（朝刊）

16 永井美之本学名誉教授は、インフルエンザの流行する仕組みについて「宿主に重い病気を起こすのは実はウィルス
の生存戦略にはマイナス」「新しいウィルスが人に侵入するのは人の営みの変化が原因」と話す

� 5.21（木） 読売
（首都圏版夕刊）

17 シンポジウム「近未来への招待状」 26日開催：山口茂弘理学研究科教授講演 � 5.21（木） 日刊工業

18 南半球宇宙観測研究センター 福井康雄理学研究科教授らのグループは、世界で初めてジェット状の超新星爆発を
観測に成功

� 5.22（金） 中日（朝刊）
読売

� 5.28（木） 日刊工業
� 6.14（日） 日経（朝刊）

19 本学は６月３日、東海３県の５大学との共催により「第１回東海地区大学発ベンチャーカンファレンス2009」を
開催 本学発のベンチャーも発表に参加

� 5.22（金） 日刊工業
� 5.29（金） 読売

20 特集アマチュア相撲 本学相撲部が道場でインタビューを受け、師範や主将がアマチュア相撲の魅力について語る � 5.23（土） 中日（夕刊）

21 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授 女性の社会進出について語る � 5.24（日） 中日（朝刊）

22 朝日カルチャーセンター：「万葉の天象を科学する～上代人の空、光と影」三矢保永本学名誉教授 � 5.24（日） 朝日（朝刊）

23 海老原史樹文生命農学研究科教授らのグループは、マウスの絶望的状況における行動に関する遺伝子を特定したと
発表

� 5.25（月） 読売
他３社

24 研究開発最前線：本多裕之工学研究科教授 ペプチドの研究について語る � 5.25（月） 日刊工業

25 ソフトボール 愛知県一般男子２部 準決勝で破れる 愛知大15-1名大 � 5.25（日） 中日（朝日）

26 愛敬浩二法学研究科教授は、北朝鮮の核実験実施に関して「世界的な核廃絶や不拡散の枠組みの中で根気強く解決
していくしかない」と話す

� 5.26（火） 中日（朝刊）

27 韓日歴史・文化フォーラム「鎖国の時代の日朝交流史－江戸時代の朝鮮漂流記」 27日開催：池内 敏文学研究科教
授講演

� 5.26（火） 中日（朝刊）

28 第50次南極地域観測隊のセールロンダーネ山地調査に参加した束田和弘博物館助教は「大陸がどのようにぶつかり
変形したのかなどを明らかにしたい」と話す

� 5.26（火） 中日（夕刊）

29 「やさしい経済学」：加藤英明経済学研究科教授（１）金融工学悪玉論に異議 � 5.27（水） 日経（朝刊）

30 本学と東京大学、自然科学研究機構生理学研究所の合同研究チームは魚を用いた実験で、脊髄が脳からの２つの命
令を１つに整理していることを解明

� 5.27（水） 日経（夕刊）
� 5.28（木） 中日（朝刊）

他２社

31 「ブレーンに聞く河村市政の針路（１）」 後 房雄法学研究科教授「民間の活力を生かして、行政は極力控える。減税
には、無駄を洗い流すための手法と長期的に小さな政府を目指すとの二つの意味がある」と語る

� 5.28（木） 中日（朝刊）

32 濵口道成総長は中日新聞三重総局を訪問「三重大とも連携し、危機が叫ばれる地域医療を支える仕組みをつくりた
い」と話す

� 5.29（金） 中日
（三重版朝刊）

33 上田哲彦工学研究科教授は航空宇宙工学に関して「研究職が活躍する場が増えてほしい」と語る � 5.29（金） 日刊工業

34 やさしい経済学：加藤英明経済学研究科教授（２）市場価格の歪みの原因 � 5.29（金） 日経（朝刊）

35 株式会社アイカ工業が本学の社会福祉、それにともなう経済、医学などといった研究を対象に総額で２億円の寄附 � 5.29（金） 日経（朝刊）

36 近現代史研究会５月例会 31日開催：文学部主催 � 5.29（金） 読売（朝刊）
� 5.30（土） 中日（朝刊）

37 日本法教育研究センターの海外における「日本語による日本法教育」の取り組みが紹介される � 5.30（土） 毎日（朝刊）

38 医学部附属病院は中部電力の国内クレジット制度にともなう二酸化炭素排出削減事業を導入し二酸化炭素排出削減
に取り組む

� 6.� 1（月） 日刊工業

39 やさしい経済学：加藤英明経済学研究科教授（３）合理的な投資家？ � 6.� 1（月） 日経（朝刊）

40 ソフトボール愛知県一般男子２部前期ソフトボール兼国体県予選：本学は準決勝で愛知大学に敗れる � 6.� 1（月） 中日（朝刊）

41 太陽地球環境研究所は太陽赤道付近にも速い風が多く現れるのを観測 徳丸宗利太陽地球環境研究所教授は「太陽の
磁場が弱まっている影響だろう」と話す

� 6.� 1（月） 朝日（夕刊）

42 来年度の法科大学院入学定員が全国で700人以上削減される予想 本学でも20～12.5％減を検討 � 6.� 2（火） 毎日（朝刊）
他３社

43 やさしい経済学：加藤英明経済学研究科教授（４）「失敗」するのが怖い � 6.� 2（火） 日経（朝刊）

44 藤本保志医学部附属病院講師は愛知県医師会主催の健康教育講座で「口からものが食べられなくなったら」と題し
た講演を行い、嚥下障害について語る

� 6.� 2（火） 読売

45 学生之新聞：黒田由彦環境学研究科准教授ら 学生生活について語る � 6.� 2（火） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

46 本学と海洋研究開発機構の研究チームは大規模な農地開拓による気候変動の可能性をコンピューターにより試算 � 6.� 2（火） 日経（夕刊）

47 やさしい経済学：加藤英明経済学研究科教授（５）プロスペクト理論 � 6.� 3（水） 日経（朝刊）

48 タクシーで収集した渋滞情報を活用し渋滞回避など最適ルート提示するシステムを国土交通省が全国で初めて名古
屋市で実証実験した事に対して、研究に携わった森川高行環境学研究科教授は「最適な経路の案内が、環境の改善
に役立つ可能性を示した」と語る

� 6.� 4（木） 中日（朝刊）

49 やさしい経済学：加藤英明経済学研究科教授（６）錯覚というバイアス � 6.� 4（木） 日経（朝刊）

50 第50回 名大祭はじまる � 6.� 4（木） 中日（朝刊）

51 濵口道成総長 中日新聞岐阜支社を訪問「今の若者は指示待ち、マニュアル偏重の傾向が強い。自立性を養うには、
現場教育が大事だ」と話す

� 6.� 5（金） 中日
（岐阜版朝刊）

52 濵口道成総長 岐阜新聞訪問「学生を国際的な通用性、自立性、複眼的な視点を持つ人材に育てたい」と話す � 6.� 5（金） 岐阜（朝刊）

53 濵口道成総長 ４日岐阜県知事、大垣市長と面談する � 6.� 5（金） 岐阜（朝刊）

54 やさしい経済学：加藤英明経済学研究科教授（７）気分が市場を左右 � 6.� 5（金） 日経（朝刊）

55 博物館「親子対象フィールドセミナー第１回地球教室 化石の森を探検しよう！」 27、28日開催 � 6.� 5（金） 毎日（朝刊）
読売

56 網膜色素変性症に関する講演 14日開催：近藤峰生医学部附属病院准教授が講演 � 6.� 5（金） 中日（朝刊）

57 中村正秋本学名誉教授が環境省の地域環境保全功労者として表彰されることが決定 � 6.� 5（金） 中日（朝刊）
� 6.� 6（土） 読売

58 中日新聞健康セミナー「知っていますか？『B型肝炎』について」７月18日開催：片野義明医学部附属病院講師に
よる講演

� 6.� 6（土） 中日（夕刊）

59 名駅ルーセントタワーに「サイエンスカフェ・ガリレオ・ガリレイ」がオープン 談話会に本学からも講師招く予定 � 6.� 6（土） 中日（朝刊）

60 永井美之本学名誉教授は新型インフルエンザの治療薬開発、検査法の改善を訴える � 6.� 7（日） 朝日（朝刊）

61 松林嘉克生命農学研究科准教授らの研究グループ 植物の茎の先端部分の細胞分裂を調整する機能を持つペプチド
の構造解析に成功

� 6.� 8（月） 中日（朝刊）
日刊工業

62 やさしい経済学：加藤英明経済学研究科教授（８）賢い投資家に � 6.� 8（月） 日経（朝刊）

63 理学懇話会「小林・益川理論を超えて」と高校生のためのサイエンスカフェ�in�名大 13日開催：棚橋誠治理学研究
科教授、戸本 誠理学研究科准教授が素粒子物理学を紹介する講演。講演終了後、講演者２人を囲む高校生対象のサ
イエンスカフェを開催

� 6.� 8（月） 中日（朝刊）

64 医学部は株式会社大洋薬品工業の寄附により寄附講座「医療システム管理学」を開設 開設期間は５年で総額２億円
の寄附

� 6.� 9（火） 日経（朝刊）

65 環境省主催トークイベント「中部地方の地域環境力を創る」 26日開催：竹内恒夫環境学研究科教授が討論に参加 � 6.� 9（火） 中日（朝刊）

66 日蘭 水シンポジウム�in�ぎふ 26日開催：辻本哲郎工学研究科教授がパネル討論に参加 � 6.� 9（火） 中日（朝刊）

67 「日本の医学・医療に求められているもの－特にプライマリーケアをめぐって」 12日開催：伴信太郎医学部附属病
院教授が講演

� 6.� 9（火） 中日（朝刊）

68 本学での月１回開催の華道教室を鈴木まり子さん本学学生が紹介 � 6.� 9（火） 中日（朝刊）

69 医療スタッフHPS、CLS の拡大を 資格者の働く機関として医学部附属病院がリストに掲載される � 6.� 9（火） 読売

70 後 房雄法学研究科教授 名古屋市の経営アドバイザー辞任の意向 � 6.� 9（火） 毎日（夕刊）
他２社

� 6.10（火） 中日（朝刊）
読売

71 平和憲章委員会主催シンポジウム「使い捨てられる労働力～人間らしく働きたい」 ６日名大祭で開催 � 6.10（水） 赤旗

72 後 房雄法学研究科教授の名古屋市の経営アドバイザー辞任が受理される � 6.12（金） 毎日（朝刊）
他３社

73 山口理恵さん医学系研究科研究員・豊橋市民病院音楽療法士の音楽療法に関する研究活動が紹介される � 6.12（金） 朝日（朝刊）

74 篠原久典理学研究科教授の研究室はカーボンナノチューブを金属型にする技術を確立 � 6.13（土） 日刊工業

75 科学技術交流財団は産学共同研究推進事業の委託案件として、本学、愛知医科大学、ティーセルテクノロジーズの
「抗原特異的細胞傷害性 T細胞の閉鎖調整キットの開発とその臨床応用」ほか１件を採択

� 6.13（土） 日刊工業

76 馬場嘉信工学研究科教授らは血液を１滴垂らすと１分で血中の薬物濃度を測定できる装置を開発、附属病院で臨床
実験を開始

� 6.14（日） 読売
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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 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第12回博物館特別展
「大陸アフリカ～名大の研究軌跡」

７月３日（金）～８月28日（金）の毎週金曜日
場　　所：インキュベーション施設
　　　　　プレゼンテーション室

［問い合わせ先］
生命農学研究科
福島和彦教授　052-789-4159
農学国際教育協力研究センター
松本哲男教授　052-789-4240
NPO 法人東海地域生物系先端技術研究会
松井正春アドバイザー　052-789-4586

経済産業省産学人材育成パートナーシップ事業

「農産学連携による東海の農と食を担う生産・流通組織及び
中小食品企業の中核人材の育成」研修コース
内　　容：�新規ビジネス創出のためのビジネスモデル構築、トレーサビリティー、�

サプライチェーン強化による品質管理、資源循環、リーダー資質養成など
についての講義、演習及び実習

７月18日（土）
場　　所：豊田講堂
時　　間：14：00～15：20（記念式典）
　　　　　15：30～17：00（記念講演会）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
文系総務課総務グループ
法学研究科担当　052-789-4901

法学部創立60周年
記念式典・記念講演会
講演題目：「裁判員制度はじまる－期待と展望－」
講 演 者：宮川光治氏（最高裁判所判事）

７月18日（土）
場　　所：遺伝子実験施設
時　　間：13：00～16：00
定　　員：20名程度
対　　象：小学校５，６年生と中学生
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
遺伝子実験施設　事務室　052-789-3086

第８回 Jr. サイエンス教室
テ ー マ：「遺伝子を見てみよう」
内　　容：１．「遺伝子」と「DNA」についての簡単な説明。
　　　　　２．細胞と染色体を見てみよう。
　　　　　３．細胞から「DNA」をとりだしてみよう。

７月20日（月）～24日
場　　所：ブラジル・サンパウロ大学

［問い合わせ先］
AC21推進室
国際部国際企画課　052-789-5684

International Forum of Public Universities（IFPU）
2009 Summer School on Agroenegy and Sustainability
テ ー マ：「Agroenegy�and�Sustainability」
※�IFPU は2007年10月にモントリオール大学が提唱して創立した世界の公立大学間の
コンソーシアムで、本学も創立メンバーとして加盟しています。

７月25日（土）
場　　所：東郷フィールド内農業館
時　　間：14：00～16：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
附属フィールド科学教育研究センター
事務掛　0561-37-0210

附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド
第２回農場講演会
講演題目：「アフリカのおける農業生産の現状と課題」
講 演 者：槇原大悟（農学国際教育協力研究センター教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

７月26日（日）
場　　所：名古屋東急ホテル
時　　間：9：00～17：00
対　　象：がん薬物療法を学ぶ医師
　　　　　（看護師・薬剤師の方も参加可）
定　　員：120名
参 加 費：1,000円（昼食代として）
※当日参加は原則不可

［問い合わせ先］
医学部・医学系研究科学務課　
052-744-5178
医学部附属病院内　
がんプロフェッショナル養成プラン事務局
052-744-1902

東海がんプロフェッショナル養成プラン
平成21年度第１回合同セミナー
テ ー マ：「世界標準の化学療法を目指して」

７月28日（火）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～18：20

［問い合わせ先］
情報科学研究科　
渡邉豊英教授　052-789-4409
情報基盤センター
松原茂樹教授　052-789-4387

第１回社会システム情報学ワークショップ
内　　容：�社会システム情報学専攻の今日までの活動を集約し、さらに

活動を展開していくために、京都大学フィールド情報学セミ
ナーとのジョイントでワークショップを開催します。社会情
報学に関係する研究者を集め、その期待と今後の展開につい
て議論します。

７月31日（金）
場　　所：工学部
時　　間：9：00～18：30
対　　象：東海地区の高校生
参 加 費：無料　

［問い合わせ先］
工学部電気教室内
TEFS 実行委員会　052-789-3647

テクノフロンティアセミナー（TEFS）
「ふれてみよう、電子と情報の最先端」
内　　容：�高校生向けに電子・情報の分野における大学レベルの最先端的工学のいく

つかを実験によって体験するせミナーと、企業の先端施設の見学会を開催
する。

７月31日（金）～８月３日（月）
場　　所：国際開発研究科棟
時　　間：9：00～17：00
　　　　　（日によって異なります）
定　　員：18名
参 加 費：9,200円

［問い合わせ先］
文系総務課総務グループ
国際開発研究科担当　052-789-4952

2009年度国際開発研究科公開講座
コーパスを利用した言語研究のためのテキスト処理入門
内　　容：�テキストエディタ、正規表現、表計算ソフト、UNIX のテキスト処理ツール

などの汎用的なツール・技術を使ってデータを処理しながら、基礎的なテ
キスト処理技術を身に付けるとともに、情報抽出・加工の過程を段階ごと
に確認しながら処理を進めることで、適切にデータ処理を行うセンスを養
うことを目指します。

８月１日（土）、２日（日）
場　　所：生物機能開発利用研究センター
時　　間：10：00～16：00
対　　象：社会人、学生（高校生以上）
定　　員：15名
参 加 費：2,500円

［問い合わせ先］
生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2009係　052-789-5194

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2009
テ ー マ：「バイオサイエンス・バイオテクノロジーを体験する」
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【お詫びと訂正】
名大トピックス193号（2009年６月発行）で以下の誤りがありましたので、深くお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

16ページ・本学関係の新聞記事掲載一覧〔平成21年４月16日～５月15日〕
〔誤〕19　�本学工学研究科附属複合材工学研究センターの世界初となる電子顕微鏡「反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡システム」設置計画が紹介

される
〔正〕19　�工学研究科附属複合材工学センターの設置及びエコトピア科学研究所における反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡システムの建設計画が

紹介された

開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

８月１日（土）、２日（日）
場　　所：博物館及び野外実習
時　　間：13：30～16：30（8/1）、�
　　　　　� 9：00～15：00（8/2）
定　　員：30名（小学３年生から
　　　　　中学３年生とその保護者）
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２回地球教室
テ ー マ：「ナゴヤで化石をさがそう！」

８月３日（月）
場　　所：IB 電子情報館北棟10階
時　　間：10：00～16：00
定　　員：各コース10名程度
対　　象：高校生
参 加 費：700円

［問い合わせ先］
創造工学センター
ものづくり公開講座　052-789-3788

平成21年度第１期高大連携・ものづくり公開講座
内　　容：機械工作コース「夢工作・スターリングエンジン」、
　　　　　電子回路工作コース「電子楽器・テルミン」

８月４日（火）～10月３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 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第17回博物館企画展
「水辺の宝石　トンボ
 ～東海昆虫保存会コレクション展～」
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本部棟より都心を望む
（平成21年６月12日）

イベントカレンダー



　今年は、ガリレオが初めて望遠鏡で天文観測を行ってか
ら400年目を記念した世界天文年です。名大の望遠鏡とい
えば、チリに設置されている世界に誇る電波望遠鏡「なん
てん」が有名です。５月22日にも、理学研究科附属南半球
宇宙観測研究センターが新型の超新星爆発痕を観測したこ
とで、その名は広く報道されました。
　ところで、実は「なんてん」に先立ち、名大には優れた
電波望遠鏡の系譜が存在します。その起源は1951（昭和26）
年にさかのぼります。当時の空電研究所（現在の太陽地球
環境研究所）では、太陽電波受信装置の開発に取り組んで
いました。まだモノのない時期でしたので、製作に携わっ
た田中春夫教授は、軍用品の残がいなどを加工して製作に
取り組んだと後に回想しています。特にパラボラアンテナ
に関しては苦難の連続で、当時はまだ企業秘密で情報が少
なく設計も困難であった上に、田中教授が下請けの会社に
製作を相談した際、提示した金額がとても少なかったため
一度は断られています。

　しかしあえてその製作を買って出る人物がいました。鉄
工職人だった法月惣次郎氏（1912－1995）です。法月氏は
直径 2.5m の金網張りのパラボラアンテナを納入し、これ
により日本初のパラボラ電波望遠鏡が名大に完成しまし
た。法月氏はその後も空電研究所に約20年間で120台以上
の電波望遠鏡を納入し、空電研究所もそれを基にした観測
で世界にその名が知れ渡りました。法月氏の望遠鏡の性能
の高さは、海外で「日本には電波望遠鏡製造の秘密基地が
ある」と噂されるほどだったそうです。
　法月氏が名大に納入した最後の作品は、1982年の「旧４
メートル電波望遠鏡」です。「なんてん」は、この望遠鏡
を改良して新たに製作されたもので、1990（平成２）年に完
成し、1996年にチリに移設されました。それゆえ、一連の
名大の天文学研究は、法月惣次郎氏との二人三脚の歴史で
あったとも言えるでしょう。法月氏の地元にある「ディス
カバリーパーク焼津」では、今も氏に関連する機材や資料
が公開されています。

１ ２ ３

４

１　�1951年３月、第一号の太陽雑音受信装置と豊川の空電研究所を訪れ
た勝沼精蔵名大第三代総長（後列真中）。このパラボラが法月氏の
デビュー作であり、また名大天文学の夜明けともなった。

２　�法月惣次郎氏。（焼津天文友の会（編）『宇宙へのパイオニア』法月
技研より）

３　�ディスカバリーパーク焼津にて展示されている、名古屋大学で実際
に使われていた法月製パラボラアンテナ。1968年製。

４　今も東山キャンパスにある理学部旧４メートル電波望遠鏡

87 法
のり

月
づき

惣次郎と名大電波望遠鏡　－「なんてん」の系譜－

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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