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●ニュース

濵口総長がアジア研究教育拠点事業国際会議に出席

濵口総長が第１回日越学長会議に出席し、ハノイ工科大学と全学間学術交流 

協定を締結

平成21年度名古屋大学公開講座を開講

平成21年度地震防災訓練（後期）を実施

第25回経営協議会を開催

平成21年度大学院秋季修了式を挙行

平成21年度中堅職員（５年目）研修を実施

平成21年度新規採用職員フォローアップ研修を実施

平成21年度職員体育大会を開催

●知の未来へ

複雑事象を司る単純法則　田中　ダン（大学院情報科学研究科准教授）

●知の先端

ミッドカインと血圧　門松　健治（大学院医学系研究科教授）

細菌が緑色を感じる仕組み－色素タンパク質の新しい色決定機構－

須藤　雄気（大学院理学研究科准教授）

●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（最終回）

●部局ニュース

第８回ミュンスター大学・名古屋大学共同セミナーを開催

第14回有機金属及び配位化学に関する日韓合同シンポジウムを開催

第２回材料バックキャストテクノロジーシンポジウムを開催

第９回名古屋国際数学コンファレンスを開催

第17回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催

第36回オープンレクチャーを開催

地域貢献特別支援事業「都市近郊の農業教育公園」第４回講演会を開催

愛知県・名古屋市との地域連携融合研究事業研究成果報告会を開催

博物館が「パラグアイの風」コンサートを開催

第17回博物館企画展「水辺の宝石　トンボ」を開催

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成21年９月16日～10月15日

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

愛知県病院教師足立盛
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　濵口総長は、９月22日（火）から24日
（木）までの３日間、中国を訪問し、ア
ジア研究教育拠点事業「低炭素経済の
取組および国際連携」国際会議に出席
しました。同会議は、日本学術振興会
アジア研究教育拠点事業「東アジアに
おけるモノづくりと環境のマネジメン
ト」プロジェクトの一環として、本学
及び北京大学、対外経済貿易大学、中
国国家発展改革委員会、国連アジア太
平洋経済社会委員会（ESCAP）の主
催で行われました。
　24日（木）の開会式では、濵口総長、
林　鈞敬北京大学副学長、施　建軍対
外経済貿易大学長、李　干杰国家環境
保護部副部長、賈　徳永中国教育部直
轄高校司副局長及び福西　浩日本学術
振興会北京連絡センター所長からあい
さつがありました。総長は、冒頭、中
国語であいさつを行い、中華人民共和
国建国60周年記念日を祝って、この会
議を契機に本学と各国大学との間で学
術交流を一層推進することを呼びかけ
ました。また、日本の環境保全の経験
と温暖化対策を紹介し、これらの分野
における日中間の相互協力の必要性を
強調しました。
　会議では、劉　世錦国務院発展研
究副センター長、戴　彦徳国家発展
改革委員会エネルギー研究所副所長、
胡　鞍鋼清華大学教授らが、低炭素
経済の最新国家戦略を披露し、『ガー

ナー気候変動報告書』の著者である
ロス・ガーナー メルボルン大学副学
長が、中国に対して低炭素国民経済
づくりや気候変動の国内政策から国
際協議への統合を提案しました。ま
た、本学から出席した山本総長顧
問、高桑宗右ヱ門経済学研究科教授、
荒山裕行同教授、薛　進軍同教授、
井村秀文環境学研究科教授が基調講演
を行いました。同会議は、経済学者、
環境学者、政府の政策関係者及び低炭
素モデル都市の担当者が一同に会し、
低炭素経済の理論・戦略から対策・国
際協力まで幅広く議論したことで注目
を集め、中国国内外の多くのマスコミ
に報道されました。特に、李副部長
は、「国連の気候変動サミットとコペ
ンハーゲン気候変動会議の間の良いタ
イミングで開催された重要な会議であ
り、中国の気候変動・環境対策にも参
考になり有意義である」、と高く評価
しました。
　また、総長一行は、国際会議出席に

先立ち、清華大学及び北京大学を訪問
しました。22日（火）には顧　秉林清華
大学長と、23日（水）には周　其風北京
大学長と相次いで会談し、両学長か
ら、環境問題やエネルギー問題につい
て共同研究を推進していきたいとの話
がありました。総長は、グローバル30

（国際化拠点整備事業）について説明
し、両大学から優秀な学生を派遣して
ほしいと要望しました。さらに、北京
大学では、急遽学生による取材依頼が
あり、昨年本学が２部門にわたりノー
ベル賞受賞者を輩出した理由などにつ
いてインタビューを受けました。
　23日（水）夜には、本学全学同窓会北
京支部のメンバーとの懇談が行われま
した。総長から、北京訪問が決まって
間もないにも関わらず集まっていただ
いたことへの謝意が述べられた後、同
窓会メンバーから留学時代の思い出話
や現在の仕事等について紹介があり、
本学と同窓生との連携強化等について
意見交換が行われました。
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１　あいさつする総長
２　講演する山本総長顧問
３　会談する総長（左）と顧清華大学長（右）
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　濵口総長は、９月17日（木）から19日（土）までの３日間、
ベトナム ハノイ市を訪問し、第１回日越学長会議に出席
するとともに、ハノイ工科大学と全学間学術交流協定を締
結しました。
　同会議は、ベトナム教育訓練省の主催により、17、18日
の２日間にわたり開催されたもので、グエン・ティエン・
ニャン ベトナム副首相兼教育訓練大臣、坂場三男駐ベト
ナム日本国大使、加藤重治文部科学省高等教育審議官をは
じめ、日本の53大学・機関、ベトナムの71大学から、合わ
せて約250名が出席しました。
　17日（木）は、日本とベトナム間の高等教育分野における
交流の可能性について意見交換が行われるとともに、ダナ
ン国際大学設立構想に関し、日本側に対し協力の要請があ
りました。また、教職員と学生交流のセッションが行われ、
濵口総長が本学の取り組みについてプレゼンテーションを
行い、好評を博しました。
　２日目には、同会議の席上で、学術交流協定調印式が
執り行われ、三菱重工業株式会社ベトナム代表である
平山知雄ハノイ事務所長と、ベトナム教育訓練省、日本大

使館等関係者臨席のもと、本学とハノイ工科大学との全学
間学術交流協定の調印式が行われました。
　これに先立ち、14日（月）には、三菱重工業（株）とハノイ
工科大学との「航空宇宙人材育成プログラム連携協定」の
調印式が行われ、本学からは、中村佳朗工学研究科教授が
出席しました。中村教授は、経済産業省「産学人材育成パー
トナーシップ事業」で「航空機開発 DBT（Design Buildup 
Team）リーダーシップ養成講座」及び「高度設計人材育
成コース（実証講座）」の２プログラムを採択しており、
三菱重工業（株）をはじめとする関係企業と共に、人材育成
に取り組んでいます。12月には、ハノイでワークショップ
が予定されており、今後、ハノイ工科大学と三菱重工業（株）
及び本学による研究交流、学生交流が期待されています。
　19日（土）には、本学全学同窓会ベトナム支部関係者との
懇談、名古屋大学日本法教育研究センターの学生による研
究発表会、ハノイ法科大学長への表敬訪問が行われまし
た。同学長からは、2007年に開設された日本法教育研究セ
ンターの多大な貢献に対し謝意が述べられ、同大から教室
スペースを追加で提供していただきました。
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総長のプレゼンテーションの様子

ハノイ法科大学長への表敬訪問ハノイ工科大学との全学間学術交流協定調印式の様子
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濵口総長が第１回日越学長会議に出席し、ハノイ工科大学と 
全学間学術交流協定を締結



　平成21年度名古屋大学公開講座が、８月18日（火）から10
月15日（木）までの間、経済学部第２講義室において開講さ
れました。この公開講座は、本学の研究成果を広く一般に
紹介することを目的に毎年開講されており、今年で40回目
となります。
　今年度は、「だいじょうぶか！安全・安心で持続可能な
社会をめざして」をテーマに、私たちが「だいじょうぶか」
と日頃から心配しているような様々な問題について、全15
回の講義を行いました。
　講義では、文系、理系、医学等幅広い内容について、そ
れぞれ専門的な知識を持つ教員が、問題の正体を明らかに
し、解決のための学問的な取り組みをわかりやすく説明し
ました。講義終了後には、受講者が講師を務めた教員に多
数の質問を行うなど関心の高さを伺わせました。
　15日（木）に行われた閉講式では、受講者132名のうち10
回以上出席した101名に対し、家森社会連携推進室長より
修了証書が手渡されました。また平成19年度から、公開講
座の受講者に対する表彰制度を導入しており、平成10年度

以降の受講者で、５年以上参加した方７名に表彰状を、10
年以上参加した方４名に表彰状と記念品を授与しました。
　なお、公開講座に先立ち、７月５日（日）から９月６日

（日）の毎週日曜日には、ラジオ放送公開講座 ｢ 名古屋大学
リレーセミナー ｣ と題し、全10回の放送を行いました。
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会場の様子

表彰状を授与された参加者
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平成21年度名古屋大学公開講座を開講



　平成21年度名古屋大学地震防災訓練（後期）が、10月９
日（金）、東山地区、鶴舞地区、大幸地区、豊川地区、留学
生会館及び国際嚶鳴館において実施されました。
　昨年度までの地震防災訓練は、年に１回を基本とし実施
してきましたが、今年度は２回とし、前期は年度の早い時
期に連絡体制を整備することを目的に東海地震注意情報の
発表を想定した「情報伝達訓練」を実施し、後期は突発災
害を想定した「災害対応訓練」を実施しました。
　今回は、突発災害を想定し、災害対策統括本部及び部局
災害対策本部の設置等、基礎的内容の徹底を図ること、停
電等、より現実的な想定を行うことにより、突発災害対応
の実効性の向上を図ることを目的に行いました。
　当日は、10時30分の地震発生により名古屋市内で震度６
弱の揺れが起きて停電した、という想定で訓練を開始しま
した。地震発生の合図を屋外防災無線装置のチャイム鳴動
により行い、直ちに濵口総長から災害対策統括本部設置の
指示が出され、数分後、地震直後の対応をとる旨の指示が、
東山キャンパス内に設置された屋外防災無線スピーカーよ
り伝えられました。各部局においては、訓練開始直後から
ラジオ等により独自に情報を収集し、災害対策本部を設置
する準備を進めるなど、より実状に即した対応がとられま
した。全学の防災隊に指名された約800名には事前に災害
対策室より腕章が配付されており、訓練時には腕章を着用
した防災隊が対策本部設置報告や被害状況報告などの情報
伝達、避難誘導などを行いました。情報伝達は、停電・断

線により電話、FAX 及びメールによる報告ができないこ
とを想定し、停電の影響を受けない防災無線や伝令により
行われました。
　また、豊田講堂において押田保健管理室長及び災害対策
室員による防災講習会が行われ、押田室長から学内の応急
対策のあり方と応急手当の基本に関する指導がなされ、災
害時には多数の負傷者が想定されるため、その場での応急
手当が重要であることが説明されました。この講習会に
は、総長はじめ多数の教職員、学生が参加しました。また、
名古屋市消防局の協力のもと、１回３時間の普通救命の出
張講習が、10月14日（水）より東山地区において実施され、
５日間の講習で約150名が受講しました。
　その他、各部局により、避難訓練、消火訓練、脱出袋に
よる降下体験訓練など多数の訓練が実施され、参加者は真
剣な面持ちで訓練に臨んでいました。教養教育院において
は、防災隊が中心となって、学生、教職員の簡易行動マニュ
アルを事前に作成・配布し、当日はそのマニュアルに従っ
て訓練を行い、非常時の対応を確認しました。
　訓練後の約１週間は、自分の安否情報を携帯電話等から
入力する「安否情報入力訓練」が行われました。特に今回
は、９月に全学で実施されたメールアドレス登録キャン
ペーンにより、多くの構成員へ大学本部から情報を送るこ
とができるようになったため、多数の安否を確認すること
が可能になりました。
　東海地域においては、東海地震・東南海地震などの巨大
地震による大規模な地震被害の発生が危惧されています。
構成員や家族の安全、授業・研究の継続、さらには地域へ
の貢献のために、大学の地震防災対策を確認・強化する目
的の訓練を、今後も定期的に実施する予定です。
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災害対策統括本部の様子

防災隊による負傷者搬送訓練
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平成21年度地震防災訓練（後期）を実施



　平成21年度名古屋大学大学院秋季修了式が、９月25日
（金）、野依記念学術交流館カンファレンスホールにおい
て、濵口総長、役員、研究科長らの列席のもと挙行されま
した。
　本学大学院には現在、外国人留学生のための英語による
特別コースがあり、平成９年度から海外の入学・修了時期

に合わせ、９月に修了式を行っています。今回は、特別コー
スの課程を修了した外国人留学生と一般の大学院修了生の
両者を対象とした修了式としました。
　修了式では、総長から46名の修了生一人ひとりに対し、
学位記が授与された後、本学での課程を修了したことに対
する祝福の言葉と、本学で学んだ知識や技術をさらに研鑽
し、母国のみならず世界の発展のために力を発揮されるこ
とを希望する旨のはなむけの言葉が贈られました。
　これを受けて、修了生を代表して大学院工学研究科の
廉　慶善さん（韓国）が、日本での研究生活、指導教員や
友人との交流などの思い出を交え、謝辞を述べました。
　閉会後には、列席者、陪席の指導教員、修了生の家族等
を交えた記念撮影が行われるなど、厳粛な中にも和やかな
雰囲気の式となりました。

　第25回経営協議会が、10月３日（土）に開催されました。
　会議では、濵口総長からあいさつがあった後、人事院勧
告への対応方針、高年齢者雇用安定法改正対応の基本設
計、地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増
加、平成21年度学内補正予算、不動産購入について各担当
理事から説明が行われ、審議の結果、了承されました。

　また、医学部附属病院の現状と課題について松尾副総長
から説明があり、意見交換が行われました。
　次いで、平成22年度概算要求の状況、平成20年度に係る
業務の実績に関するヒアリング結果、第一期中期目標期間
評価の結果、平成20事業年度決算に係る財務分析、グロー
バル30（国際化拠点整備事業）の状況、施設整備状況等に
ついて報告が行われました。
　外部委員の方々からは、定年年齢の延長に伴う大学への
影響、学外施設の利用状況等について、貴重な意見が寄せ
られました。
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会場の様子
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平成21年度大学院秋季修了式を挙行

第25回経営協議会を開催



　平成21年度名古屋大学新規採用職員フォローアップ研修
が、10月８日（木）、豊田講堂第１会議室において実施され
ました。この研修は、今年４月に実施した平成21年度新規
採用職員研修の修了者に対して、採用後６か月間を振り返
り、改めて大学職員として必要な知識及び能力の開発を図
ることを目的として実施しているもので、今回は31名が参
加しました。
　研修では、外部講師の指導により、能率的な仕事の進め
方、職場の問題解決などについて演習を通して再確認し、
現状の問題点を踏まえつつ、効率的な仕事の進め方につい
てグループごとに事例を研究し、発表しました。
　受講者は、試用期間を終了し、職場環境にも慣れたこの
時期に、研修を通して大学職員としての自覚を新たにした
様子でした。受講者全員の今後の活躍が期待されます。

　平成21年度名古屋大学中堅職員（５年目）研修が、10月
６日（火）、７日（水）の２日間、豊田講堂第１会議室におい
て実施されました。
　この研修は、本学に勤務して５年目の職員に対し、積極
的なコミュニケーションと問題発見の実践、解決方法につ
いてのスキルを身に付けさせるとともに、中堅職員として
必要な職務への取り組み意欲、成長意識を養うことを目的
として実施しているもので、今回は18名が参加しました。
　研修は、外部講師の指導により行われ、中堅職員に期待
される役割や人材育成と OJT、論理的説明方法などを学
びました。また、研修の最後には受講者一人ひとりが具体
的な後輩指導計画を立て、グループ内で討議しました。
　受講者の今後のキャリア形成に向け、中堅職員としての
自覚を新たにするとともに、各部署における専門知識のさ
らなる習得はもちろん、所属するグループにおいて自立的
な仕事ができるなど今後の活躍が期待されます。

　平成21年度職員体育大会が、９月14日（月）午後６時か
ら、第２体育館において開催されました。
　この体育大会は、職員の健全な体育活動を通じて気力を
充実させ、職員相互の緊密度を高めることにより、勤務能
率の発揮及び増進に資することを目的として、毎年開催さ
れているものです。
　今年度は、ピンポン大会が実施され、９チームが参加し、
各チームが優勝を目指して、白熱した好ゲームを繰り広げ
ました。

【大会の成績結果】

種　目 順　位 チーム名

ピンポン
優　勝 有言実行

準優勝 Team シクラメン
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事例研究の発表の様子

グループ討議の結果発表の様子

大会の様子
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平成21年度新規採用職員フォローアップ
研修を実施

平成21年度中堅職員（５年目）研修を実施

平成21年度職員体育大会を開催



　三人寄れば文殊の知恵というよう
に、複数が集まると、足し算では表
せない効果がしばしば生まれます。
この１＋１＝２ではないような性質
を、線形ではない、すなわち、非線
形といいます。紀元前から始まった
科学の歴史からすれば、非線形科学
はここ数十年に少しずつ認知され始
めた若い科学といえるでしょう。非
線形現象は身近に遍在するものの難
解です。これを一因として、非線形
科学は複雑系科学と呼ばれることも
あります。（これら二つの呼称は厳
密には異なる科学を表します。）難
解複雑な事象の科学とは、その複雑
事象から、人が理解できる単純普遍
な法則を見抜くことです。言い換えれば、多量で
時々刻々変化する情報から、有用情報を抽出する
ことです。この「時間変化」すなわち「動き」も、「非
線形」と絡み合い難解さをもたらします。これら
二つの難解源を明示する「非線形動力学」が、私
の専門を今のところ最も良く表します。
　実はこの学問は今や、新しいがゆえの問題点を
洗練し、確立されつつある重要概念や解析手法を
体系化して、教養へすら浸透させるべき時期にあ

ると思います。同時に、「非」線形という否定接
頭辞による消極呼称を改め、適切な呼称を模索す
べきと考えます。ただ現状では、非線形動力学を
専攻、と言わざるを得ません。それほど若い研究
分野ともいえるでしょう。
　さて非線形動力学は、具体的な研究対象を選ば
ず広く適用されます。例えば、時々刻々と生理活
性を変化させる細胞は、たくさん集まり、足し算
では捉えがたい巧妙な集団機能を実現します。神

経細胞の集団たる脳もそうです。ま
た、機能性微粒子が相互作用する系
を巧みに制御できれば、その粒子の
集団配列は有益な微小デバイスにな
るでしょう。このような多くの具体
系から、汎用性が高い普遍知見を得
る一つの強力な方策は、虚構に見え
るが良質な数理模型を導出し、それ
を調べあげることです。これは気象
の詳細を無視した数理模型でカオス
概念を発見、洗練し、科学のみなら
ず文学、芸術に至るまでの啓蒙がさ
れたことに通じます。
　国立大学人の責務として、小さく
地道な作業を日々積み重ねつつ、複
雑事象に潜む新概念の探索に挑んで
います。
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理想化された数理模型の重要性

離合する粒子多体系
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　血圧のコントロールは複雑で、高血圧になる原
因も様々です。しかしながらその中でも基本にな
る仕組みは存在します。レニン・アンギオテンシ
ン系はまさにそのような血圧調整の根幹の一つで
す。教科書的には次のような説明があります。肝
臓でアンギオテンシノーゲンが作られ、それが腎
臓に運ばれると、そこで作られるレニン（酵素の
１種）によって切断を受け、アンギオテンシン I

（AngI）になります。AngI がさらに肺に運ばれ
ると、そこで作られるアンギオテンシン変換酵素

（ACE）によってさらに切断され、アンギオテン
シン II（AngII）が作られるのです。AngII は血
管を収縮させます。また、副腎皮質からのアルド
ステロン（ホルモンの１種）の産生を促し、アル
ドステロンは腎臓の近位尿細管による Na+ の再
吸収を促すので、血中の水分が増え、循環血液量
が増えます。このような作用を通して AngII は

血圧を上げるわけです（図１）。実際に ACE 阻
害剤や AngII 受容体阻害剤が高血圧治療薬とし
て臨床では用いられています。
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図１

図２
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ミッドカインと血圧

門松　健治　大学院医学系研究科教授



　慢性腎障害はわが国の国民を悩ます病気の一つ
です。糖尿病やメタボリック症候群など様々な原
因によって引き起こされます。この慢性腎障害が
高血圧を伴うことが多いのはよく知られた事実
で、この併発が重症化に拍車をかけます。重症化
すると人工透析を余儀なくされ、医療費を圧迫す
る大きな要因となっています。しかしながら、ど
のような機構で慢性腎障害が高血圧を引き起こす
のかは不明でした。
　さて、20年ほど前に私たちは成長因子ミッドカ
イン（MK）を発見しました。以来、その機能に
ついて研究し、MK が癌の発生・進展、炎症の惹
起、神経・心筋細胞保護など、多岐にわたる働き
をすることを明らかにしてきました（図２）。今
回私たちは慢性腎障害のマウスモデルを用いて、
高血圧発生機構の解明に挑みました。大学院生の
保浦晃徳君が、野生型マウスでは慢性腎障害に
伴って高血圧が起きるが、MK 欠損マウスでは起
きないことを見出した時、これは大発見に繋がる
と私たちは予感しました（図３）。保浦君はさら
に実験を重ね、この高血圧はレニン・アンギオテ

ンシン系に依存すること、MK 欠損マウスに MK
を補給すると慢性腎障害に伴って高血圧が起きる
ことを見出しました（図３）。さらに、野生型マ
ウスでは慢性腎障害によって肺の MK 産生が促
され、それによって ACE の産生が増えることを
見出したのです。つまり、この発見により、MK
という新しい血圧制御因子が見出されただけでな
く、腎肺相関という新たな臓器間会話が存在する
ことが明らかにされました（図１）。
　今回の発見は Journal of Clinical Investigation
に掲載されましたが、腎臓専門誌 Kidney Inter
national でも紹介され、臨床分野で高い関心を
持って迎えられました。今後、MK を標的として
新しい高血圧治療薬の開発も視野に入ってきまし
た。また、私たちとしては今回の発見がこれまで
十分に明らかにされていない MK 受容体の全貌
解明に繋がればと願っています。そうすれば癌、
炎症、神経、心臓など他の分野への新しい展開が
期待できるからです（図２）。
　10年 余 の 長 き に 渡 っ て 生 化 学 と 腎 臓 内 科

（松尾清一病院長、湯澤由紀夫特命教授）の２つ
の教室は共同研究を続けてきました。こうした積
み上げが今回の成果に直接結びつきました。基礎
と臨床の広い意味でのトランスレーショナルリ
サーチが実を結ぶには、こうした地道な努力こそ
が重要であると思っています。特に今回は大学院
生の保浦晃徳君（現、県立多治見病院腎臓内科医
長）が２つの教室の全面的なバックアップを得て、
ほとんどの実験を大変な集中力でこなしました。
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1982年九州大学医学部卒業。九州大学小児外科、鹿児島大学医
学部生化学、米国 NIH などを経て、1993年名古屋大学医学部へ。
2004年より現職。遊ぶ心が教室に育つといいなと思っています。
遊び心は基礎学力を要求し、自由な発想を生む。燃える勇気を与え、
長距離を耐える力を育む。そうして開拓する科学が育つ。そう思っ
ています。

かどまつ　けんじ

図３



　植物園に行き、色とりどりの花を見て心豊かに
なり、美術館に行き、色彩豊かな絵に感動し、スー
パーで色づきの良い果物を購入する。私たちヒト
に限らず、生物にとって“色”を認識すること

（視覚）は、聴覚・味覚などとともに、生物本来
の営みに重要な感覚応答です。それでは、生物は
どのように“色”を見分けているのでしょうか？　
1900年代後半になってから徐々にその実体が明ら
かになってきました。その正体は、タンパク質と
それに結合したレチナール色素（ビタミン A の
アルデヒド型：だからビタミン A が目に良いわ
けです）で、ヒトであれば、青・緑・赤（いわゆ
る３原色）の光を吸収する３種類のタンパク質に
より、丁度絵の具の混じり合わせのように“色”
を見分けていることがわかりました（図１左）。
しかしながら、同じ色素と似たようなタンパク質
構造を持ちながら、青（緑・赤）色受容体が、な
ぜ・どのように色を制御し、信号を伝達するのか
についての理解は、まだまだ進んでいません。
　1982年になり、小さな細菌も青色と緑色を認識
していることが明らかとなりました（図１右）。
この受容体も、色素としてレチナールを持ち、タ
ンパク質部分も７回膜貫通型であるなど、ヒトな
どと共通の特徴を持っています。これら色素タン
パク質は総称してロドプシン類
と呼ばれます。私たちのグルー
プは、青色光受容体（SRII）を
材料に、色認識や信号伝達に
関する研究を行ってきました。
2008年に、これまで不安定で
解析の難しかった緑色光受容
体（SRI）を、スペインの塩湖
に生息する細菌（Salinibacter 

ruber）から単離することに成功し、SrSRI と名
付けました。今回、このタンパク質を詳細に調べ、
緑色認識に Cl－イオンが関わることを明らかにし
ました。具体的に明らかにしたのは以下の３点で
す。１）Cl－イオンが、緑色受容そのものに重要
であること、２）その結合が、色を受けた後の信
号伝達にも重要であること、３）結合位置を決定
したこと、です。このように、Cl－なしには緑色
光をほとんど認識できないことが明らかとなりま
した。

　実際の結果とその意義について掻い摘んで説明
します。
１）Cl－イオンが、緑色受容に重要：塩をタンパ
ク質中から除去すると、吸収極大が14 nm 青色側
にシフトすること（図２）などからそのように考
えられます。
２）結合が信号伝達にも重要：塩を除去すると、
信号伝達に必須な光中間体の寿命が、1/5に低下
すること（図３）などからそのように考えられます。
３）結合位置を決定：変異体解析などから、レチ
ナール近傍に存在する His131が Cl－イオンとの結
合に関与することがわかり、全く新しい色制御機
構を提唱しました（図４）。
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図１　 生物の持つ色認識タンパク質群。ヒトや細菌は、青・緑・赤を特異的に認識するタン
パク質を持っています。これらはレチナールと呼ばれる色素と、それが結合したタン
パク質により担われ、ロドプシン類と呼ばれています。
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細菌が緑色を感じる仕組み
－色素タンパク質の新しい色決定機構－

須藤　雄気　大学院理学研究科准教授



　ロドプシン類は、類似のタンパク質骨格と、レ
チナールという共通の色素を持つのに、なぜ青・
緑・赤色受容体になるのかが不思議な点でありま
す。私たちは今回、溶液中の Cl－イオンが、細菌
の緑色光受容体のレチナール近傍という驚くべき
位置に結合し、色を認識することをタンパク質
科学の面から明らかにしました。ニワトリの赤
色光受容体も結合位置は全く異なるものの、Cl－

により色が制御されます。他のイオンなどの低
分子が色に影響を与えている可能性も含め、色
制御機構についてさらに詳しく調べていきたいと
考えています。最後に、この研究は、博士課程後
期２年の鈴木大介くんが中心になり、名古屋工業
大学・神取秀樹教授のグループ、東京工業大学・
藤井正明教授のグループ、北海道大学・菊川峰志
助教の協力を得て行ったものです。謹んで感謝致
します。
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1977年神奈川県鎌倉市生まれ。2000年北海道大学薬学部卒業。
2005年北海道大学大学院薬学研究科修了（薬学博士）
＊2002年～2003年、奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエン
ス研究科・特別研究学生
名古屋工業大学工学研究科・博士研究員、テキサス大学・ポスドクを
経て、2007年より、名古屋大学大学院理学研究科・助教、2009年より
現職。2008年より科学技術振興機構（JST）・さきがけ研究員兼任
モットー：研究を楽しむこと
ひとこと：生物の光応答・運動に興味を持って研究を行っています。
研究室のストックにある青・緑・橙・赤・紫・黄など様々な色の分
子を眺めるのは楽しいものです（是非見に来て下さい）。
趣　　味：ウィンタースポーツ（最近してませんが）、ラーメン食
べ歩き（味噌、とんこつが好きです）。

すどう　ゆうき

図２　 緑色光受容体（SRI）の色変化。塩が存在しないと556 nm か
ら542 nm に吸収極大（色）が変化します。NaF 中では見ら
れないため、Cl－イオンが結合していることがわかります。

図３　 緑色光受容体（SRI）の光反応。ロドプシン類は、光信号を
受けると380－400 nm 付近に吸収を持つ中間体を生じます。
時間０で光を当てると、382 nm（NaCl なし）、390 nm（NaCl
あり）の吸収が正になります。つまりその吸収を持つ中間体
が出来た事を意味します。この中間体の寿命＝信号伝達効
率と考えられており、NaCl なしでは、正常に信号伝達を行
えないほど崩壊が早い（寿命が短い）ことがわかります。

図４　 提唱した Cl－結合による色制御メカニズム。色素（レチ
ナール）の＋電荷が、Cl－の－電荷に引き寄せられ、長波
長化を引き起こします。その際に、His131が Cl－結合に重
要であると考えています



　平成21年２月に完成しました医学部附属病院の
新外来診療棟について、２回に渡り紹介してきま
したが、今回は、最終回として現在進行中の新外
来診療棟周辺環境整備について紹介します。
　新外来診療棟の建設に伴い、現在、旧外来診療
棟の取り壊しが進められています。旧外来診療棟
は昭和44年より使用されてきましたが、耐震性能
の不足や老朽化などもあり高度最先端医療に対応
できなくなったため、約40年間の使命を終えるこ
とになりました。
　旧外来診療棟の取り壊しは今年中に完了し、そ
の後に、新外来診療棟の新しい正面玄関と、それ

に続く外部からのアプローチ空間が整備されま
す。正面玄関前の外部空間は、全面ガラスによる
トップライトとし、明るく開放的なエントランス
を演出します。また、このトップライトに続く南
側と西側の通路にはキャノピー（ひさし）を設け、
雨天時における人の移動を容易にします。南側に
続くキャノピーは、正面玄関から向かって右手側
はロータリーに面した自動車乗降場に接続し、左
手側は新しく設置されるコンビニエンスストアに
接続します。西側に続くキャノピーは、新外来診
療棟の西側に設置されている車いす利用者専用駐
車場まで連続しています。その他、デザインを統
一したサイン（案内板）を主要な各所に設置し、
利用者のスムーズな移動に役立たせるように配慮
します。
　このキャノピーの屋根では、軽量でメンテナン
スも容易であるコケによる緑化を行います。使用
するコケは、土壌などの基質を必要とせず、極度
な乾燥状態でも仮死状態を維持し水分が与えられ
ると甦生する特徴があり、キャノピーのような人
の管理が届きにくい場所には最適であると考えま
した。また、ロータリー中央部および周辺部には
樹木を植栽し、新外来診療棟からの修景に配慮す
るとともに、ビル風の緩和にも役立つものと期待
しています。
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31．医学部附属病院　新外来診療棟（最終回）



　前述のコンビニエンスストアについては、公募
により選定された民間事業者が建物を新しく設置
し、管理・運営を行うことになります。既に民間
事業者の選定は終了しており、最も優れた提案を
行った事業者が選定されました。提案では、コン
ビニエンスストアの他に、コーヒーショップなど
の病院利用者の利便性に対応するスペースも設置
されます。また、建物に限らず、運営面でも環境
に配慮したいろいろな対応を行う予定となってお
り、病院内に設置される施設としてふさわしいコ
ンビニエンスストアになるものと期待されます。

　このように、一足早く完成した新外来診療棟に
続き、周辺の環境整備も着々と進められていま
す。来年の４月にはこれらの整備も完了し、内外
ともに新しくなった名古屋大学医学部附属病院と
して、利用者の皆様により良い環境を提供できる
ようになりますのでご期待下さい。また、完成ま
での期間は工事によりご迷惑をお掛けしますが、
ご協力いただきますようよろしくお願いします。

 （施設管理部）
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１　新外来診療棟外観
２　旧外来診療棟取り壊し状況
３　新外来診療棟周辺整備完成予想図
４　コンビニエンスストア完成予想図

１ ３

４

２



　物質科学国際研究センターは、10月９日（金）、10日（土）、
野依記念物質科学研究館において、第14回有機金属及び配
位化学に関する日韓合同シンポジウムを開催しました。
　同シンポジウムは、日本と韓国で１年半毎に交互に開催
されるもので、今回は、韓国から教授13名と、特別講演者
として前韓国科学技術庁長官であるキム・シジュン韓国 

高麗大学名誉教授を、また、日本国内からは30名の講演者
を招いて開催しました。
　シンポジウムでは、巽物質科学国際研究センター長及び
キム・キムウン浦項工科大学教授が議長を務め、有機金属
反応の開発や、新規の典型元素化合物の構造、物性に関す
る基礎的なものから、ゼオライトや配位性高分子といった
アプリケーションまで多岐にわたり、27件の口頭発表と15
件の発表が行われました。
　有機金属化学及び配位化学をリードする日韓両国の研究
者が一同に会し、当該分野における研究の方向性や進捗状
況を知る絶好の機会となりました。
　最後には、次回開催の幹事であるヨン・キュンビュン 
西江大学教授があいさつするとともに、次回のシンポジウ
ムへの抱負を述べ、盛況のうちに閉幕しました。

　大学院理学研究科及び物質科学国際研究センターは、９
月28日（月）、29日（火）の２日間、野依記念物質科学研究館
大講演室において、第８回ミュンスター大学・名古屋大学
共同セミナーを開催しました。
　セミナーでは、日本側コーディネーターである巽物質科
学国際研究センター長のオープニングあいさつに続き、今

年４月、東京にオープンしたドイツ研究振興協会（DFG）
日本事務所のイリス・ヴィーツォレック代表が、本学と
ミュンスター大学における日独共同大学院プログラムや、
現在日独間で行われている他の大学院プログラムにおける
活発な交流について、ドイツ側の視点からあいさつしまし
た。また、DFG 日本事務所開所式の際に行われたシンポ
ジウムに参加した本学教員と学生の活躍をスライド等を用
いて紹介しました。
　今回は、ミュンスター大学から教員８名と学生６名が参
加しました。学生の口頭発表は、日本の参加学生と合わせ
て11件あり、また、ポスター発表で参加した学生もいたこ
とから、本来学生が主体となるプログラムである日独大学
院プログラムの主旨が充分に活かされたものとなりまし
た。同セミナーでは毎回、初めて英語での口頭発表を経験
する学生が多く、今回もそうした学生の緊張感が伝わる講
演が繰り広げられた素晴らしいセミナーとなりました。
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第14回有機金属及び配位化学に関する日韓合同シンポジウムを開催
●物質科学国際研究センター

第８回ミュンスター大学・名古屋大学共同セミナーを開催
●大学院理学研究科、物質科学国際研究センター



　大学院多元数理科学研究科は、９月28日（月）から10月
１日（木）までの４日間、理学部１号館509講義室におい
て、国際会議「Harmonic Analysis and Partial Differential 
Equa tions（調和解析と偏微分方程式）」を開催しました。
　この会議は、同研究科が、平成13年度より毎年様々な
テーマで開催している名古屋国際数学コンファレンスの第

９回目にあたり、今回は調和解析と偏微分方程式の相互作
用をメインテーマに、「調和解析」を道具として使ってい
る偏微分方程式の研究者及び「偏微分方程式」を意識した
調和解析の研究者による最新の研究成果の発表と、国内外
の研究者の国際交流を目的として行われました。
　会議には、国内外から57名を超える研究者が参加し、そ
のうち講演者を含めた13名は、イギリス、韓国、オースト
ラリアなど国外からの参加者でした。また、大学院生を含
む若手研究者も数多く参加しました。
　会議では、調和解析の中心的課題、関数空間論、擬微分
作用素論、超局所解析、非線型解析、さらには確率論など
幅広い話題が取り上げられ、グロシェニック ウィーン大学
教授による講演「擬微分作用素の演算における時間周波数
的方法」に始まり、最後のルジャンスキー インペリアルカレッ
ジ・ロンドン教授の講演「擬微分作用素と対称性」に至る
まで、日本人７名、外国人11名による熱のこもった講演と
大勢の参加者による活発な討議が繰り広げられました。

　大学院工学研究科附属材料バックキャストテクノロジー
研究センターは、10月２日（金）、野依記念学術交流館にお
いて、エコトピア科学研究所との共催で、第２回名古屋大
学材料バックキャストテクノロジーシンポジウムを開催し
ました。
　「次世代グリーンビークルに向けた材料テクノロジーの

展開」と題したシンポジウムでは、まず、会場を埋め尽く
した参加者を前に、石川附属バックキャストテクノロジー
研究センター長及び松井エコトピア科学研究所長が、低
炭素化社会実現に向けて「グリーンビークル材料研究開
発」を産官学連携の中核として推進することを宣言した後、
小野木工学研究科長及び宮田理事が、その意義と将来構想
等を紹介しました（グリーンビークルとは、低炭素社会及
び人との調和を実現する未来自動車のことを指します。）。
　引き続き、小原春彦経済産業省産業技術環境局大学連携
推進課企画調整官、鈴木茂樹トヨタ自動車株式会社常務役
員及び朝倉敏之東レ株式会社専務取締役から、来賓のあい
さつがありました。
　その後、辻本圭助経済産業省製造産業局自動車課電池・
次世代技術室長 /ITS 推進室長をはじめとする我が国を代
表するグリーンビークルの第一人者６名により、次世代グ
リーンビークル開発の国家戦略、自動車産業におけるグ
リーンビークルの開発等をテーマとした講演や、学内の講
演者による、超軽量化材料・技術、高変換効率を可能にす
る創エネ技術等についての講演があり、どちらも高い関心
を集めました。
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第９回名古屋国際数学コンファレンスを開催
●大学院多元数理科学研究科

第２回材料バックキャストテクノロジーシンポジウムを開催
●大学院工学研究科



　附属図書館研究開発室は、９月18日（金）、同館５階多目
的室において、第36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、36回目の今回は、長澤多代三重大学高等教

育創造開発センター准教授が、「ライティング教育を基点
とした大学図書館における学習支援と教育支援の展開」と
題して講演を行い、学内外から約20名の参加者がありま
した。
　講演では、ライティング教育において大学図書館が果た
す役割について、図書館による学習活動の支援及び教育活
動の支援の２点から、長澤准教授によるものを含めて国内
外の多様な実例の紹介があり、各支援方法の要点について
の解説もありました。例えば、科目関連の情報利用指導を
大学図書館が実施する際には、課題探求型の課題の支援を
すること、教える好機に実施すること、特定のテーマに関
する支援をすること、が重要であるとの指摘がありました。
　最後に、図書館員が支援活動を実施するにあたり、教員
の教育活動を支援するファシリテーター（促進者）となること
など、教員と連携するためのアプローチについて説明があ
りました。
　講演終了後は、図書館員がライティング教育を担当する
際の問題点、特定テーマの粒度の設定の問題などについ
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、９月16日（水）、同館５階多目的室におい
て、第17回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催しまし
た。
　今回は、講師として佐藤豊三徳川美術館専門参与を招
き、室内芸能と称される「茶道・花道・香道」の活動の場
が、いわゆるタタミを敷き詰めた部屋「座敷」であったこ

とから、座敷をもとに、日本の伝統文化である茶・花・香
の成立とその伝統について考える「座敷と伝統芸能 茶・花・
香」と題する講演を３回にわたり行いました。この日は、
第１夜として、「座敷の成立と香道」と題した講演が行わ
れ、学内外から49名の参加がありました。
　講演では、まず、座敷の成立を「喫茶往来」、「御飾書」
などの古典籍を元に解説し、日本の「香（かおり）」の文
化が、「座敷」において「香道」として形成され、古典文
学との融合が図られてきたこと、また、広範な生活の中で
様々な形で受け入れられてきたことが紹介され、日本書紀
の欽明天皇の巻から江戸時代に至る「香の文化史」を多彩
な文献とともに見ていきました。
　講演の後半では、徳川美術館が所蔵する名品など数多く
の写真を用いた解説があり、参加者の興味をさらに深める
ことができました。
　なお、10月20日（火）に、第２夜「座敷に飾られた花」を
開催し、11月24日（火）には、第３夜「座敷と茶」を開催す
る予定です。
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第36回オープンレクチャーを開催
●附属図書館

第17回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
●附属図書館



　博物館は、10月３日（土）、同館展示室において、第28回
博物館コンサート（NUMCo）を開催しました。
　このコンサートは、本物の標本に囲まれた環境で本物の
音楽に触れてもらおうという催しで、今回は「パラグアイ
の風」と題して、アルパと歌を披露しました。
　アルパは、スペイン語でハープのことを指し、16世紀に
南米各国に伝えられてから、独自の発展を遂げた民族ハー
プです。パラグアイでは特に国民楽器として親しまれてい
ます。当日は、現地の民族衣装に身を包んだアルパ奏者が、

「コーヒールンバ」に代表される南米の曲や「浜辺の歌」
などの日本の曲を、優しい音色と澄んだ歌声で紹介し、70
名近い観客を魅了しました。
　コンサートが終わった後も、大勢の人が奏者を囲んで、
楽器や民族衣装の話で盛り上がりました。

　エコトピア科学研究所は、９月29日（火）、全学教育棟
S20講義室において、愛知県・名古屋市との地域連携融合
研究事業研究成果報告会を開催しました。
　同事業は、平成16年度に愛知県及び名古屋市と締結した
環境調和型・持続可能社会の構築に向けた連携実施協定に
基づき、各試験研究機関を中心とした連携を行うことによ
り、安全で心豊かな環境調和型持続性社会（エコトピア）
を実現するべく、平成17年度より文部科学省特別教育研究
経費「循環・再生型社会構築のための愛知・水循環エコシ
ステム研究」により実施してきた事業です。今回は、同事
業が平成20年度に第１期を終了したことから、広く一般の
方々に４年間の研究成果を報告することを目的に開催さ
れ、54名が参加しました。
　報告会では、水循環エコシステムに関する研究等、全部
で10テーマについての発表が行われ、活発な質疑応答が繰
り広げられました。
　なお、平成21年度から平成25年度についても、第２期と
して連携融合研究を継続しています。

　大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セン
ター東郷フィールドは、９月26日（土）、東郷町民会館にお
いて、地域貢献特別支援事業「都市近郊の農業教育公園」
の一環として、「食糧について考える」をテーマとした講
演会の第４回を開催しました。
　今回は、東郷町の農業学校の講演会も兼ねており、竹谷
裕之本学名誉教授が「食料問題と地域農業、そして地産地
消」と題して、日本の農業はなぜ元気を喪失したか、元気
の出る地域農業・地域社会にするにはどうすればよいかに
ついて、具体的な事例を上げ、わかりやすく解説しました。
　講演後は、地域の方々を中心に、集まった50名を超える
参加者から質問が相次ぎ、参加者は日本の将来の農業につ
いて深く理解した様子でした。
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あいさつする松井エコトピア科学研究所長

講演会の様子
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博物館が「パラグアイの風」コンサートを
開催
●博物館

愛知県・名古屋市との地域連携融合 
研究事業研究成果報告会を開催
●エコトピア科学研究所

地域貢献特別支援事業「都市近郊の 
農業教育公園」第４回講演会を開催
●大学院生命農学研究科



　博物館は、８月４日（火）から10月３日（土）まで、第17回
名古屋大学博物館企画展「水辺の宝石　トンボ～東海昆虫
保存会コレクション展～」を開催しました。
　今回の展示は、東海昆虫保存会から寄贈された標本コレ
クションを中心に、トンボの多様性や体の構造・不思議な
生態などを紹介したものです。同会は、身近な生き物で
ある昆虫を通して、多くの人に自然への感心を促すこと
を目的の一つとして活動を続けており、2008年には、約
２万５千点の標本を同館へ寄贈しています。今回の展示で
は、寄贈された標本のうち、名古屋昆虫館のために作られ
たトンボの標本約200点を、生態写真などとともに紹介し
ました。
　展示は、大きく６つのコーナーに分かれており、「トン
ボの一生」と題して、幼虫から水中時代、羽化、成虫時代、
産卵・晩年それぞれを簡単に紹介しました。
　「トンボのからだ」のコーナーでは、走査型電子顕微鏡
で撮影した目やあごなどの写真のほか、実体顕微鏡で実物
を観察するコーナーを設け、巧みな飛行や餌の捕獲に適し
た体を紹介しました。

　「トンボの分類と多様性」コーナーでは、トンボを分類
別に紹介し、「東海地方でみられるトンボ」コーナーでは、
トンボの標本を東海保存会のメンバーなどが作成した図鑑
による解説とともに紹介しました。
　また、「名古屋発ハッチョウトンボ」と題して、世界で
もっとも小さいトンボの一種であるハッチョウトンボにつ
いて、名古屋で行われた調査によって明らかになった生態
も紹介しました。
　さらに、「東海昆虫保存会コレクション～トンボ以外の
昆虫～」というコーナーも設け、シジミチョウなどの標本
のほか、チョウの標本を使ったクイズなどの展示を行いま
した。「紙工作で虫をつくろう」と題して、トンボやその
ほかの昆虫の工作用紙を置いたコーナーも設けました。
　会期中には、展示を目当てにこられた見学者のほか、
オープンキャンパスに訪れた高校生や、名古屋市交通局主
催のイベント、「駅ちかウォーキング」の参加者が訪れ、
鮮やかなトンボの写真や繊細な標本を楽しんでいました。
中には半日以上、標本や DVD コーナーに釘付けの見学者
もいました。紙工作のコーナーでは、小さな子ども、高校
生やお年寄りまで、大勢の人が座り込んで作品づくりに挑
んでいました。トンボの美しさを楽しむ人、トンボの生態
に関する研究に興味を示す人、それぞれの方法で展示を楽
しんでいたようです。
　期間中、5,700名を超える入館者があり、最終日にはコ
ンサートも開かれ、大盛況のうちに終了しました。
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第17回博物館企画展「水辺の宝石　トンボ」を開催
●博物館



記事 月日 新聞等名

1 新政権 中部各界に聞く：小川 光経済学研究科准教授が新政権について語る  9.16（水） 日経（朝刊）

2 先端医療ヘルスケアセミナー開催：19日 岩田 久本学名誉教授、佐藤 純環境医学研究所准教授が講演  9.16（水）
 9.17（木）

中日（朝刊）

3 現代日本誤百科（133）：動機を「解き起こす」町田 健文学研究科教授  9.17（木） 中日（朝刊）

4 フランス柔道についての講演・指導会開催：10月３日 本学柔道部と同部 OB 会が講師としてボルドー大学教授
ミッシェル・ブルース氏を招く

 9.17（木）
10. 4（日）

中日（朝刊）

5 朝日カルチャーセンター：渡邊 誠本学名誉教授、木俣元一文学研究科教授、周藤芳幸文学研究科教授、宮原 勇文
学研究科教授の講座が紹介される

 9.18（金） 朝日（朝刊）

6 公開講座「東海地域の道州制の動向と合併・自治体自立を考える」開催：19日 山田公平本学名誉教授が講演  9.18（金） 中日（朝刊）

7 リュウマチ療養相談会開催：10月８日 塩浦朋根医学部附属病院医員が話す  9.18（金） 中日（朝刊）

8 新生・朝日カルチャーセンター特別記念講座 益川敏英本学特別教授と茂木健一郎氏の対談を開催：2010年４月18日  9.18（金）
10. 2（金）

朝日（朝刊）

9 東海市と知多市の市民病院の統合に関して後藤秀実附属病院副院長は「今のままでは２つともつぶれる。規模を大
きくし魅力ある病院に」と提言する

 9.19（土） 読売

10 中日文化センター：羽賀祥二文学研究科教授、川田 稔環境学研究科教授の講座が紹介される  9.19（土） 中日（朝刊）

11 「母と娘のコンサート」開催：22日 大森茉令さん本学学生・バイオリニストが演奏  9.19（土） 中日（朝刊）

12 「世界資源フォーラム 愛知・名古屋からの発信」開催：16日 林 希一郎エコトピア科学研究所教授がパネル討論の
コーディネーターを務める

 9.20（日） 中日（朝刊）

13 愛知学生リーグ サッカー：医学部チームは5-1で愛知淑徳大学に敗れる  9.21（月） 読売

14 中部学生新人ボート：篠原朋美さん本学学生（女子シングルスカル１位）  9.21（月） 中日（朝刊）

15 近畿大学対中部学生親善フィギュアスケート：山本智美さん本学学生（B クラス１位）  9.21（月） 中日（朝刊）

16 現代日本誤百科（134）：「契約車以外立入禁止」町田 健文学研究科教授  9.21（月） 中日（朝刊）

17 レーザー：毛利佳年雄本学名誉教授は名古屋産業科学研究所を「大学名誉教授と企業 OB の技術移転コーディネー
ターがうまく連携した」としてアピールをする

 9.21（月） 日刊工業

18 學生之新聞：教育実習についてのスタッフ座談会に長橋侑万さん本学学生が参加  9.22（火） 中日（朝刊）

19 市民公開講座「放っておけない C 型肝炎 - ここまで進んだ最新治療」開催：10月25日 片野義明医学部附属病院講
師が講演

 9.22（火）
 9.26（土）
10. 9（金）

中日（朝刊）

20 現代日本誤百科（135）：以前の計画「との整合性」町田 健文学研究科教授  9.22（火） 中日（朝刊）

21 現代日本誤百科（136）：「助かることができる」町田 健文学研究科教授  9.23（水） 中日（朝刊）

22 髙橋雅英医学系研究科教授と榎本 篤高等研究院特任講師らのグループ 記憶の形成やてんかん、アルツハイマー
病、統合失調症など精神・神経疾患に関与する海馬の形成に重要な役割を果たす遺伝子を発見

 9.24（木） 朝日（朝刊）
他４社

23 医学部の出身者や同窓生らでつくる学友会大会が今年で100回目を迎える その会報も歴史があり100回大会をきっ
かけにデジタル化し復刻版としてまとめられ、会長を務める祖父江 元医学系研究科長は「伝統を財産と考え大事に
していきたい」と語る

 9.24（木） 朝日（朝刊）

24 「しょうのうファーム推進シンポジウム」開催：23日 西村 眞経済学研究科教授が福祉ビジネスに必要な経済モデ
ルを提案する

 9.24（木） 中日（朝刊）

25 現代日本誤百科（137）：「雌雄が決する」町田 健文学研究科教授  9.24（木） 中日（朝刊）

26 「なごや女性カレッジ」開講：10月14日～11月25日の全６回 松田武雄教育発達科学研究科教授が講師を務める  9.24（木） 中日（朝刊）

27 中日新聞伊勢湾台風50年特集：飛田 潤環境学研究科准教授は学生のボランティア活動について語り、杉山範子環
境学研究科助教はパネルディスカッションにパネリストとして参加する

 9.25（金） 中日（朝刊）

28 吉川 徹医学部附属病院助教は軽度発達障害の子の支援における言語聴覚士の活躍について「社会性の障害の支援は
将来その子がどのように暮らしていけるかの基となる。日常での専門的支援は不可欠」と話す

 9.25（金） 中日（朝刊）

29 国民保護法制を考える会講演会開催：26日 愛敬浩二法学研究科教授が講演  9.25（金）
 9.26（土）

毎日（朝刊）
中日（朝刊）

30 本学大学院の秋季修了式が行われる  9.26（土） 読売

31 中村二郎医学系研究科准教授は「糖尿病性合併症の発症と進展を招かぬために…」のテーマで愛知学院大学主任教
授 松原達昭氏と対談する

 9.26（土） 朝日（朝刊）

32 文芸評論家 国司 通氏を偲ぶ岩﨑宗治本学名誉教授の追悼文などが掲載された「中部ぺん」第16号が発行される  9.26（土） 読売

33 第62回中部合唱コンクール 大学の部：混声合唱団名古屋大学コール・グランチェが銀賞授賞  9.27（日） 朝日（朝刊）

34 本学は工学研究科附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センターを10月１日に設置する  9.28（月） 日刊工業

35 篠原久典理学研究科教授、北浦 良理学研究科准教授ら ２層カーボンナノチューブの中に原子１個の細さでつなが
るナノメートル径の金属ワイヤ作成に成功

 9.28（月） 日刊工業

36 現代日本誤百科（138）：カーテンを「敷く」町田 健文学研究科教授  9.28（月） 中日（朝刊）

37 中部学生ヨット：ヨット部（スナイプ２位）  9.28（月） 中日（朝刊）

38 現代日本誤百科（139）：白羽の矢が「当たる」町田 健文学研究科教授  9.30（水） 中日（朝刊）

21NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.198

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成21年９月16日～10月15日］



記事 月日 新聞等名

39 古希の名大：第２部 価値を創る（１）本学は産学連携に積極的に取り組む 宮田理事は「これからの大学は技術革新
の担い手として、基礎研究に取り組み、成果を事業化に結びつける産学連携を強力に進めなければならない」と話す

 9.30（水） 日経（夕刊）

40 現代日本誤百科（140）：「怪我を負う」町田 健文学研究科教授 10. 1（木） 中日（朝刊）

41 古希の名大：第２部 価値を創る（２）本学は産業界から産学官連携推進本部に人材を迎え入れる 10. 2（金） 日経（朝刊）

42 朝日カルチャーセンター：渡邊 誠名誉教授、阿部泰郎文学研究科教授、佐々木重洋文学研究科准教授、宮原 勇文
学研究科教授の講座が紹介される

10. 2（金） 朝日（朝刊）

43 講演会「名古屋帝国大学の創立と近代日本の中等教育」開催：３日 佐々木 享本学名誉教授が講演 10. 2（金） 毎日（朝刊）

44 古希の名大：第２部 価値を創る（３）本学は新産業創出、地域経済活性化に努める 10. 3（土） 日経（朝刊）

45 訃報：内田茂男本学名誉教授 10. 3（土） 読売

46 本学と愛知県主催の留学生対象特別セミナー「あいちで学ぶ若者へ 私からのメッセージ」開催：11月11日 益川敏英
本学特別教授が講演

10. 3（土） 読売

47 講演会「ギリシア・ローマ神話とアフロディーテ／ヴィーナス」開催：10日 小川正廣文学研究科教授が講演 10. 3（土）
10. 9（金）

読売
朝日（夕刊）

48 医学部附属病院整形外科「股関節教室」開催：25日  10. 3（土） 朝日（朝刊）

49 宮田理事は26日に設立される「クルマの未来とすそ野の広がりを考える懇談会」の座長を務める  10. 5（月） 日刊工業

50 愛知学生リーグ：サッカー 本学医学部は愛知みずほ大学に2-1で敗れる 10. 5（月） 読売

51 本学とスイスのダボスで開かれた「環境技術および資源マネジメント国際会議2009」で鈴木千賀さん本学大学院生
が「エクセレント・プレゼンテーション賞」に選ばれる

10. 5（月） 日刊工業

52 古希の名大：第２部 価値を創る（４）本学は企業と相互に補完して人材を育む 10. 6（火） 日経（朝刊）

53 名大サロンの主役：渡辺副総長が「化学者がたんぱく質を料理すれば…」と題して講演 10. 6（火） 中日（朝刊）

54 本学学生をメンバーに含む起業を目指す東海地区の大学生グループ「中部学生ベンチャーネットワーク」は柳ヶ瀬
商店街に「商店街活性化プラン」を提案する

10. 6（火） 中日（朝刊）

55 第12回全日本学生グライダー新人競技大会開催：11日～17日 伊藤 新さん本学学生、内藤良平さん本学学生が出場 10. 6（火） 朝日（朝刊）

56 講演会「改憲論の行方と私たちの課題－政権交代でどうなる？ ９条」開催：４日 森 英樹本学名誉教授が講演 10. 6（火） 毎日（朝刊）

57 福井康雄理学研究科教授らのグループは銀河系中心部で発見した分子ガスによる巨大なループの詳細な構造を明ら
かにする

10. 6（火） 中日（夕刊）

58 飯嶋 徹理学研究科准教授は高エネルギー加速器研究機構の「ベル実験」で標準理論では説明が出来ない現象が観測
され始めたことに関して、「加速器（B ファクター）を十倍以上に増強できれば数年で結果が出る」と話す

10. 6（火） 中日（夕刊）

59 古希の名大：第２部 価値を創る（５）本学は連携先を海外にも求め、ブランド力の向上に努める 10. 7（水） 日経（朝刊）

60 現代日本誤百科（143）：「求人の募集広告」町田 健文学研究科教授 10. 7（水） 中日（朝刊）

61 東洋文化振興会例会開催：10日 塩村 耕文学研究科教授が講演 10. 7（水） 中日（朝刊）

62 博物館で展示されている国産第一号の商用透過型電子顕微鏡が未来技術遺産に選ばれる 10. 7（水） 中日（朝刊）

63 「メカトロテックジャパン2009」開催：14日～17日 安田清和工学研究科講師が講演し、シンポジウムにパネリスト
として参加

10. 7（水）
10. 8（木）

日刊工業
日経（朝刊）

64 古希の名大：第２部 価値を創る（６）赤﨑 勇本学特別教授と宮田理事が産学連携について語る 10. 8（木） 日経（朝刊）

65 特報：新美輝幸生命農学研究科助教のグループが作製に成功した「羽のないテントウムシ」がクローズアップされ
る 武田 穰産学官連携推進本部連携推進部長は「企業に売り込んで生物農薬としての事業化も考えている」と話す

10. 8（木） 中日（朝刊）

66 本学と名古屋市は20日から地域で自転車を共有する社会実験「名チャリプロジェクト」を開始する 竹内恒夫環境
学研究科教授は「放置自転車と CO2を減らすのが主な目的。平らな土地の名古屋で自転車が公共交通機関の一翼を
担えるよう課題を検証したい」と語る

10. 8（木） 朝日（朝刊）

67 日本日中関係学会全国大会・記念講演会開催：10日 竹内弘行本学名誉教授が講演 10. 8（木）
10.11（日）

中日（朝刊）

68 留学生特別コース修士課程の学生を対象に「読売新聞特別講座」が７日から始まる 10. 8（木） 読売

69 防災減災：福和伸夫環境学研究科教授が長周期地震動に弱い高層ビルの構造について解説する 10. 9（金） 読売

70 本学はイギリスの教育専門誌による世界大学ランキングで92位となる 10. 9（金）

10.10（土）

中日（朝刊）
他２社
毎日（夕刊）

71 春秋：本学が予測を発表した「スーパー台風」の増加が取り上げられる 10. 9（金） 日経（朝刊）

72 三鬼清一郎本学名誉教授は「武功夜話」の研究に関して「偽書」説を否定する 10. 9（金） 読売

73 春名幹男国際言語文化研究科教授はオバマ大統領のノーベル平和賞授賞に関して政治的な意図があると語る 10.10（土） 中日（朝刊）

74 第41回全日本大学駅伝開催：11月１日 本学陸上競技部が出場 10.10（土）
10.15（木）

朝日（朝刊）

75 中日文化センター：「坂本龍馬の人物像に迫る」羽賀祥二文学研究科教授 10.10（土） 中日（夕刊）

76 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授は政権交代と報道について語る 10.11（日） 中日（朝刊）

77 陸上 東海学生選手権：山本崇博さん本学学生（１万メートル １位） 10.11（日） 中日（朝刊）

22 名大トピックス◦ No.198

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成21年９月16日～10月15日］



記事 月日 新聞等名

78 「航空宇宙フェア」開催：10、11日 本学学生が製作した人力飛行機が展示される 10.11（日） 中日（朝刊）

79 現代日本誤百科（145）：集中力を「欠かす」町田 健文学研究科教授 10.12（月） 中日（朝刊）

80 核なき世界へ：沢田昭二本学名誉教授は自身の被爆体験を述べ、今後の反核運動への抱負を語る 10.12（月） 朝日（朝刊）

81 愛知学生リーグ：サッカー 本学医学部は愛知大学名古屋に２－１で敗れる 10.12（月） 読売

82 朝日カルチャーセンター：「対訳で読むハイデガー『存在と時間』」宮原 勇文学研究科教授 10.13（火） 朝日（夕刊）

83 NPO 法人「名古屋市腎友会」市民講座開催：11月８日 井口昭久本学名誉教授、安田宜成医学系研究科 CKD（慢性
腎臓病）地域連携システム寄附講座准教授が講演

10.14（水） 読売

84 医学部附属病院小児科医局開講100周年記念市民向け公開講座開催：31日 10.14（水）
10.15（木）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

85 現代日本誤百科（147）：機が「満ちる」町田 健文学研究科教授 10.15（木） 中日（朝刊）

86 鈴木康弘環境学研究科教授は三重県の活断層の調査に協力する 10.15（木） 日刊工業

開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月６日（火）～12月８日（火）（毎週火曜日）
場　　所：国際開発研究科８階
　　　　　多目的オーディトリアム
時　　間：18：30～20：00
定　　員：最大50名程度
受 講 料：3,000円

［問い合わせ先］
国際開発研究科　伊東早苗准教授
ito@gsid.nagoya-u.ac.jp

国際開発研究科公開講座 
「グローバリゼーションと開発」

内　　容： 20世紀に人類は貧困問題を解決し得なかった。経済活動のグ
ローバリゼーションは貧富の差を拡大し貧困削減を妨げるの
か、それとも社会変革をともないながら貧困削減に寄与するの
か。グローバリゼーションの光を享受し、影を避けるためには
何が必要なのか。国際開発研究科の教員がそれらに示唆を提供
します。

10月13日（火）～12月26日（土）
（日・月曜日休館）

場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第18回名古屋大学博物館企画展 
「剥き出しの地球～南極大陸」

10月17日（土）～12月26日（土）
（日・月曜日休館）

場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第19回名古屋大学博物館企画展 
「医学教育の曙からノーベル賞まで 

 －名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念－」

10月21日（水）～11月25日（水）（毎週水曜日）
場　　所：博物館講義室
時　　間：10：30～12：00
参 加 者：60名（名古屋市在住及び在勤の方）
受 講 料：無料
申 込 先：名古屋市生涯学習推進センター

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館・名古屋市生涯学習推進センター連携キャンパス講座 
「おもしろ博物学」（全６回）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月13日（金）～29日（日）
場　　所：SMBC パーク栄
時　　間： 9：00～17：00（平日）、
　　　　　10：00～17：00（土日祝）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第18回博物館企画展 in 栄 
「剥き出しの地球～南極大陸」サテライト展示

11月16日（月）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：13：00～18：00

［問い合わせ先］
環境学研究科 GCOE 事務局　052-747-6521

環境学研究科 
グローバル COE キックオフシンポジウム
テ ー マ：「 「地球温暖化」時代におけるアジアの持続的環境の 

構築をめざして」

11月19日（木）、20日（金）
場　　所：全学教育棟北棟406号室
時　　間：18：00～19：30（11/19）、
　　　　　16：30～19：30（11/20）

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
杉村　泰准教授（11/19）
052-789-4207
ヘイグ・エドワード准教授（11/20）
052-789-4789

対話創生力養成プロジェクト 
国際学術大学院セミナー
講演題目：「海外の日本語教育現場にいる修了生と在学院生との対話」（11/19）
講 演 者：宋　協毅（大連大学教授）
講演題目：「Analyzing Collective Identity in Discourse」（11/20）
講 演 者：Veronika Koller（英 ランカスター大学上級講師）

11月20日（金）
場　　所：全学教育棟 S20講義室
時　　間：13：30～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
情報文化科学部 ･ 情報科学研究科
庶務掛　052-789-4716

先端技術公開セミナー
講演題目：「次世代の通信基盤を支えるアクセスネットワーク」
講 演 者：佐久田浩司（NTT アクセスサービスシステム研究所所長）

11月21日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：13：00～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第29回博物館コンサート（NUMCo）古楽演奏会
演 奏 者：古楽研究会

11月21日（土）
場　　所：博物館野外観察園
時　　間：10：00～15：00
定　　員：20名

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月21日（土）
場　　所：中央診療棟３階講堂
時　　間：14：00 ～16：30
対 象 者：一般市民の方
募集定員：100名（先着順）
受 講 料：無料

［問い合わせ先］
医学部 ･ 医学系研究科総務課総務第一掛
鶴舞公開講座担当　052-744-2500

平成21年度鶴舞公開講座
テ ー マ：「心も体も健やかに－オイオイ、といわれないために－」

11月21日（土）
場　　所：環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：13：20～16：30

［問い合わせ先］
環境学研究科　
飯塚　悟准教授　052-789-3751

平成21年度（第10回）まちとすまいの集い
テ ー マ：「超高齢社会の『すまい』を考える」
講 演 者：生田京子（施設計画推進室准教授）、
　　　　　古川忠稔（環境学研究科准教授）、
　　　　　齋藤輝幸（環境学研究科准教授）

11月21（土）、22（日）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：10：00～17：00（両日）
入 場 料：無料
共　　催：愛知県立芸術大学音楽学部
　　　　　音楽学コース

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
松下千雅子准教授　052-789-4192

国際シンポジウム「戯れのテクノロジー」
講演題目：「中国大連大学の日本語教育の取り組みについて
　　　　　 ―技術と知識の習得を中心に―」
講 演 者：宋　協毅（大連大学教授）
講演題目：「How readers derive pleasure from texts: 
　　　　　 discursive, generic and pragmatic aspects」
講 演 者：Veronika Koller（英 ランカスター大学上級講師）
講演題目：「New Music: The Thorn in the Side of Classic Traditions」 
講 演 者：Michael Schelle（米 バトラー大学教授）

11月24日（火）
場　　所：中央図書館５階大会議室
時　　間：18：00～19：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館　友の会事務局　052-789-3666

附属図書館友の会トークサロン 
第17回ふみよむゆふべ
講演題目：「座敷と伝統芸能 茶・花・香」　第３夜「座敷と茶」
講 演 者：佐藤 豊三（徳川美術館専門参与）

11月26日（木）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
国際部国際企画課　052-789-2043

国連大学・名古屋大学・（財）国連大学協力会 
共催シンポジウム
テ ー マ：「資源としての生物多様性を考える－ COP10へ向けて」

11月26日（木）
場　　所：理学部 E 館１階127講義室
時　　間：13：00～17：00

［問い合わせ先］
環境学研究科　
田中　剛教授　052-789-2595

シリア・ユーフラテス河中流域の環境変遷史 
国際シンポジウム
主　　催： 特定領域研究 計画班「環境地質学、環境学、炭素14年代測定にもとづく

ユーフラテス河中流域の環境変遷史」研究グループ
　　　　　（代表者：星野光雄（本学名誉教授））
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月26日（木）
場　　所：博物館講義室
時　　間：15：00～16：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第107回博物館特別講演会
講演題目：「名古屋帝国大学の誕生」
講 演 者：堀田慎一郎（大学文書資料室助教）

11月26日（木）、27日（金）
場　　所：ヒルトン名古屋
時　　間：13：20～17：55（11/26）、
　　　　　10：00～17：10（11/27）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
グローバル COE 推進室　052-744-1946

グローバル COE プログラム 
「機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点」 

第２回国際シンポジウム
テ ー マ：「神経精神疾患克服への新展開」

11月28日（土）、12月５日（土）、
12月19日（土）
場　　所：経済学部カンファレンスホール
時　　間：10：00～12：00

［問い合わせ先］
経済学研究科エクステンション ･ サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学オープンカレッジ「自由奔放！サイエンス」
講演題目：「現代若者の職業感：パート２」（11/28）
講 演 者：寺田盛紀（教育発達科学研究科教授）
講演題目：「魚類研究から考える、人とその社会」（12/5）
講 演 者：宗宮弘明（生命農学研究科教授）
講演題目：「ヒトの心の進化－ヒトの心・サルの心」（12/19）
講 演 者：川合伸幸（情報科学研究科准教授）

11月30日（金）
（10月８、９日の台風による振替）

場　　所：野依記念学術交流館１階
時　　間：９：30～17：05
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
農学国際教育協力研究センター
浅沼修一教授　052-789-4232

第10回オープンフォーラム
内　　容： 国際協力における大学の貢献のあり方：
　　　　　戦略的参画にむけて―農学知的支援ネットワークの設立―

12月２日（水）
場　　所：全学教育棟北棟207号室
時　　間：16：00～18：00

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科　玉岡賀津雄教授
ktamaoka@lang.nagoya-u.ac.jp

対話創生力養成プロジェクト 
学際セミナー：対話（ダイアログ）
講演題目：「異文化との対話－日米の大学における
　　　　　 政治的妥当性（ポリティカルコレクトネス）をめぐる論争を事例として－」
講 演 者：中野由美子（国際言語文化研究科准教授）

12月４日（金）
場　　所：文系総合館７階
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：13：00～
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
星野幸代准教授　052-789-4875

「台湾文化の現在」 
連続講演会とシンポジウム
講演題目：「台湾現代小説における身体政治と青春像」
講 演 者：梅　家玲（台湾大学教授）

26 名大トピックス◦ No.198

イベントカレンダー



開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

12月８日（火）
場　　所：ベンチャービジネスラボラトリー
　　　　　３階　ベンチャーホール
時　　間：13：00～
※要事前申込

［問い合わせ先］
学生支援 GP 推進室　052-747-6456

フォーラム「 教職員の支援力を結集した学生支援 
－新たな取り組みとこれからの広がり－」

講 演 者：杉江　征（筑波大学准教授）、久保田慶一（東京学芸大学教授）、
　　　　　加藤大樹（学生相談総合センター特任助教）

12月10日（木）
場　　所：博物館講義室
時　　間：15：00～16：30

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第108回博物館特別講演会
講演題目：「名古屋大学の教育・研究の現状」
講 演 者：杉山寛行（本学副総長）

12月11日（金）
場　　所：中央診療棟３階講堂
時　　間：14：00～18：00

［問い合わせ先］
産学官連携推進本部
産学官連携コーディネーター
石山慎一研究員　052-744-1987
医学部 ･ 医学系研究科経営企画課
研究協力掛　052-789-2429

第２回名古屋大学医学・バイオ系特許フェア
講演題目１：「ウイルスを用いたがん治療法の開発」
講　演　者：西山幸廣（医学系研究科教授）
講演題目２：「創薬バイオベンチャーのライセンス戦略
　　　　　　 －ライセンス契約の実態と特許の重要性－」
講　演　者：嶋内明彦氏（エムズサイエンス株式会社社長）
講演題目３：「アルツハイマー病治療薬開発の夢を追って」
講　演　者：杉本八郎（製薬企業 OB・京都大学大学院薬学研究科教授）
展示説明・個別相談
ネットワーキング（交流会）

12月17日（木）
場　　所：情報科学研究科棟１階第１講義室
時　　間：13：30～15：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
情報文化学部・情報科学研究科　
庶務掛　052-789-4716

基盤研究公開セミナー
テ ー マ：「基盤としてのソフトウエア科学　応用としての医療支援」
講演題目：「情報科学を支える「ソフトウエア科学」」
講 演 者：結縁祥治（情報科学研究科教授）
講演題目：「情報科学による医療の支援－画像処理の立場から－」
講 演 者：森　健策（情報科学研究科教授）

12月25日（金）、26日（土）
場　　所：博物館講義室
時　　間：12：50～16：00（12/25）、
　　　　　13：00～16：40（12/26）
定　　員：15名
※要事前申込

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

ミクロの探検隊 
「ミクロの世界をのぞいて、放散虫の進化に触れよう」
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最寄り駅から見た
医学部附属病院

（平成21年10月28日）
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　今年、神奈川県在住の足立葉一氏から、曽祖父にあたる
足立盛至が使っていたものとして足立家に伝わる天秤を、
本学に寄贈したいとのお話をいただきました。また盛至の
写真もお持ちとのことでした。
　足立盛至（梅渓、慎吾）は、愛知県病院・医学講習所

（本学医学部の前身）の教師兼通訳であり、お雇い外国人
ヨングハンスとともに、病院の中心的役割を担ったと考え
られている人物です。しかし、その具体的な人物像につい
てはほとんど知られておらず、肖像写真も見つかっていま
せんでした。その意味でも、この天秤と写真は大変貴重な
資料といえます。
　本学では、天秤を博物館にご寄贈いただくことにしまし
た。さらにこれをきっかけとした高橋昭名誉教授の精力的
な調査により、盛至のことがいろいろと分かってきました。
　足立盛至（1836－1896）は、現在の鹿児島県に生まれま
した。足立家は、蘭方医であった先々代が初めて薩摩藩に

召しかかえられ、その孫が盛至でした。盛至は、佐倉順
天堂（現在の順天堂大学）で佐藤尚中に洋学を学びまし
た。戊辰戦争では、薩摩藩の命令により従軍し、戦傷者
の治療にあたりました。その後、鹿児島医学校の教師とし
てその運営を指導しました。東京慈恵会医科大学の創始者
高木兼寛はその門下生です。当時の足立は、英学医として
は日本の第一人者とも言われていました。また、のちに明
治政府で立身した薩摩藩士寺島宗則や、幕府の洋式陸軍を
育成した大鳥圭介などと親交がありました。
　1873（明治６）年５月から76年４月まで勤務した足立は、
契約満了により名古屋を去り、郷里にもどりました。そこ
で私立天臣病院を設立して診療や子弟の教育にあたり、西
南戦争では西郷軍の軍医として活躍しました。
　この足立盛至の天秤は、現在開催中の博物館第19回企画
展で展示されています（12月26日まで）。

１ ２ ３

４

１　 足立家に伝えられてきた足立盛至の上皿天秤（名古屋大学博物館所蔵）
２　 足立盛至の数え37歳当時の写真（足立家所蔵）。名古屋に赴任する前年の1872（明治５）年に

撮影されたもの。
３　 足立盛至の墓碑。東京都豊島区の雑司ヶ谷霊園にあり、1896年９月25日に行年61歳で没し

たと記されている。
４　 足立盛至とともに愛知県病院や医学講習所を指導したヨングハンスによる植皮手術を描い

た錦絵（『大阪錦絵新聞』1875年、順天堂大学所蔵）。翌年には錦絵になるほど注目された
手術であった。ただ医学的には成功しなかったと考えられている。

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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