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米国ノースカロライナにおいて名古屋大学シーズ発表会を開催

「分析・診断医工学による予防早期医療の創成」プロジェクト

第４回シンポジウムを開催

清華大学学生訪問団が来学し、野依特別教授と懇談

平成22年度名古屋大学入学試験を実施

第56、57回防災アカデミーを開催

第６回大学施設マネジメント研究会を開催

川合情報科学研究科准教授と東山理学研究科教授が日本学術振興会賞を受賞

平成21年度学生生活に関する教職員研究会を実施

●知の先端

自発的に組み上がる高性能な有機分子触媒を開発

大井　貴史（大学院工学研究科教授）

●知の未来へ

財務情報の意思決定有用性に関する研究

胡　丹（大学院経済学研究科准教授）

●学生の元気

理系女子ネットワーク　あかりんご隊

伊藤　織恵（大学院工学研究科化学・生物工学専攻　博士課程前期課程１年）

岩井　里佳（農学部応用生命科学科２年）

●キャンパスクローズアップ

理学部 E・F館、理学部D館、全学教育棟北棟
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「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」セミナーを開催

第11回名古屋ビジネスセミナーを開催

平成21年度工学研究科懇話会を開催

国際シンポジウム「健康・環境・経済の観点から21世紀の理想社会を考える」

を開催

エコトピア市民公開講座を開催

第３回物質合成国際会議を開催

第２回グローバルリーダー育成プログラムを開催

「電子顕微鏡でみる野鳥のミクロ世界」を開催

ボタニカルアート作品展を開催

博物館の年間入館者が２万人を突破

●定年退職される教授のことば

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成22年１月16日～２月15日

●イベントカレンダー

●名大トピックスの表紙で綴るキャンパス風景

●ちょっと名大史

草創期理学部化学科の銅製写真刷版
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　名古屋大学シーズ発表会が、２月10
日（水）、米国 ノースカロライナ州ダー
ラムにあるシェラトン・インペリアル・
ホテル＆コンベンションセンターにお
いて開催されました。
　この発表会は、文部科学省の委託事
業の一環として、本学及び中部地域関
連大学（名古屋工業大、浜松医科大、
岐阜大、三重大、豊橋技術科学大、名
古屋市立大）の先進的な研究の発表を、
多くの企業、大学、研究施設が集ま
る全米で最大規模の研究地域のリサー
チ・トライアングル・パークがあるノース
カロライナ州ダーラムで開催することに
より、国際的な産学官連携を推進し、
外国企業との積極的な連携の促進を図
ることを目的に開催されたものです。
　まず、濵口総長と大濱隆司科学技術
振興機構米国ワシントン D.C. 事務所
長からあいさつがあり、次に基調講演
として、レイ・ウッド エーザイ NC
研究担当副社長から医薬品メーカーで
あるエーザイの研究開発と企業戦略に
ついて説明がありました。
　発表の合間には、ネットワーキング
ランチとして中部経済産業局とアイシ
ン・エィ・ダブリュ株式会社による講

演が行われ、発表会場以外にもベン
チャー企業によるデモンストレーショ
ンやビデオ等による技術展示、ポス
ター展示が来場者の注目を集めていま
した。
　今回は、昨年ニューヨークで行われ
た同発表会の約４倍の200名近い来場
者がありました。米国内の製造業等の
企業を中心に、産学官連携機関や大学
関係者などが大勢参加し、研究者や
コーディネータ等の発表者による、研
究成果の実演やビデオでの実例等を交
えた説明が行われ、来場者も熱心に聞
いていました。説明会の最中には、発
表したシーズに関心を持った企業等が
大学に対して個別の商談を求める場面
もあり、さらに、地元のテレビや新聞
等のメディアも同発表会を大々的に取

り上げるなど、確実な手応えのある有
意義なイベントとなりました。
　また、この機会を利用し、濵口総長
はノースカロライナ州の関連大学を訪
問し、関係者と懇談しました。
　まず、10日は、ノースカロライナ州
立大学のジム・ウッドワード学長を、
翌11日は、ノースカロライナ大学チャ
ペルヒル校のホールデン・スロップ学
長を訪問し、関係者を交え懇談しまし
た。12日にはデューク大学を訪問し、
学生交流等について意見交換をしまし
た。更なる交流拡大に向けた具体的な
方策など、大学のトップ間で意見交換
ができる非常に良い機会となりまし
た。本学では、引き続き、外国大学と
の学術交流を推進し、大学の国際化を
戦略的に一層進めて行く予定です。
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　「分析・診断医工学による予防早期医療の創成」プロジェ
クト第４回シンポジウムが、２月４日（木）、野依記念学術
交流館において開催されました。
　同プロジェクトは、文部科学省科学技術振興調整費「先
端融合領域イノベーション創出拠点形成」プログラムの一
つとして採択され、本学が協働企業７社（伊藤忠商事株式
会社、オリンパス株式会社、トヨタ自動車株式会社、日本
ガイシ株式会社、富士通株式会社、デンソー株式会社、古
河電気工業株式会社）と共に推し進めているもので、次世
代の医療体制にも関わる多面的で複合的な課題に対して、
異分野・異業種がチームを組んで問題解決にあたる全く新
しい融合研究の試みを行ってきており、特に病院まで参加
したものは全国でも先進的な試みです。今年度が最終年度
となった同プロジェクトですが、来年度以降は「予防早期
医療創成センター」として発足する予定で準備が進められ
ており、今回は「“手のひらに名医・大病院”新しい出発」
をテーマとしたシンポジウムを行いました。
　当日は、そのキックオフの意味も込めて、企業、アカデ
ミアの研究者や、産学連携に携わる方々、行政や学生な

ど、多くの方々が集まり、参加者は130名にのぼりました。
また、来賓として、これまでプロジェクトを指導してきた
小笠原直毅奈良先端科学技術大学院大学教授、小畑秀文
東京農工大学長、郷　通子情報・システム研究機構理事、
山本　尚シカゴ大学教授ら諮問委員や協働企業の役員、文
部科学省関係者が臨席しました。
　講演では、プロジェクト統括責任者の濵口総長が、「こ
のプロジェクトが取り組んでいる研究テーマは、日本社
会が直面している医療システムや健康管理、予防に関す
るもので、大変重要性が高いものである」と紹介した後、
太田行則文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術
戦略官付補佐からの祝辞がありました。
　引き続き、榊　佳之豊橋技術科学大学長が「ヒトゲノム
計画に学ぶ実践的パイオニア精神」と題し、DNA 解読の
研究成果に加えて、物事を成し遂げる時の困難に立ち向
かう気概や、成し遂げた時の喜びについて講演しました。
テーマに合致した内容で、穏やかな口調の中にも強いメッ
セージが参加者に伝わりました。
　さらに、武田一哉情報科学研究科教授が「大規模分散計
測の基盤技術と応用技術」、松尾医学部附属病院長が「予
防早期医療創成モデル」、宮田理事・産学官連携推進本部
長が「融合型産学連携拠点『予防早期医療創成センター』｣
と題し、講演しました。
　来年度から「予防早期医療創成センター」として発足し、
この融合研究を発展させていく意気込みに富んだシンポジ
ウムとなりました。
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　平成22年度名古屋大学入学試験（一般選抜の個別学力検
査）が、２月25日（木）、26日（金）の２日間、東山地区及び
大幸地区の２地区の試験場で行われ、合計1,708名の募集
人員に対し、4,709名が受験しました。
　試験当日は好天に恵まれ、朝早くから豊田講堂前や附属
図書館前のグリーンベルト周辺に受験者が集合し、引率教

師から試験前の諸注意を受け、試験本番に備えていました。
　また、受験票を片手に緊張した面持ちで受験会場を確認
している受験者に対し、試験会場を案内する職員や学生の
姿があちらこちらで見られました。
　１日目は、午前10時から外国語の試験が全学部において
一斉に始まり、午後には、理科、地理歴史、小論文の試験
が行われました。２日目には午前10時から数学の試験が、
午後からは国語の試験が行われ、午後３時55分にすべての
試験が終了し、試験を終えた受験者はお互いに試験問題に
ついて話し合いながら、家路につきました。
　心配されていた新型インフルエンザの影響はなく、受験
者の欠席率も例年と変わらず、無事に試験が終了しました。
　なお、前期日程試験の合格発表が、３月10日（水）午前11
時から豊田講堂において行われました。
　また、後期日程試験は、３月12日（金）に実施され、合格
発表は24日（水）午前10時から医学部鶴舞キャンパスにおい
て行われます。

　中国 清華大学学生訪問団が、１月24日（日）から１月29
日（金）までの期間、来学し、野依良治特別教授と懇談しま
した。
　今回の訪問は、昨年10月に開催された日中学長会議で行
われた中国の主要大学との意見交換において、本学と清華
大学が、大学間交流を活発にするべく学生の派遣・交流等
をさらに進めていくことで合意したことに基づくもので、

男性６名、女性３名の計９名の大学院生が来学しました。
また、清華大学側から、同大の理系の優秀な大学院生を、
ノーベル賞受賞者を輩出した最先端の研究を行っている部
局に派遣し交流させたいとの意向があり、特に昨年は同大
と大学間交流協定を締結してから20周年を迎えることもあ
り、本学上海事務所を通じて、具体の交流計画について協
議が進められました。
　一行は、まず、濵口総長を表敬訪問した後、野依特別教
授と懇談しました。学生たちは、ノーベル賞受賞者である
野依特別教授から、研究に対する情熱や強い信念などにつ
いて、直接話を聞くことができ、大変感激した様子でした。
　その後、一行は、大学院理学研究科を訪れ、生命科学、
化学、物理学の各グローバル COE の分科会に分かれ、同
研究科の学生と共に、研究発表や討論等を行いながら交流
を深め、歓迎会などを通して親睦を図りました。
　アンケートでは、本学の研究レベルの高さ、教員・学生
の教育・研究に対する真摯な姿勢、研究環境の充実が感じ
られたなどの感想が多く見受けられました。今後もこのよ
うな交流を通じた、より緊密な学生交流、学術交流の促進、
発展が期待されます。
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平成22年度名古屋大学入学試験を実施

清華大学学生訪問団が来学し、野依特別教授と懇談



　第６回大学施設マネジメント研究会が、１月22日（金）、
IB 電子情報館において開催されました。
　大学施設の清掃業務は、日常的に実施され当たり前のよ
うに思われますが、教育研究環境の適正な保持、安全・安
心環境の確保、建物の劣化防止等において非常に重要な業
務です。また、経営的には、多額の費用を要することから、

清掃業務の仕様・性能、品質保証、効率のバランスを図り、
建物の利用者に満足してもらえるか、建物完成時の状態を
永く保持し、結果的に長寿命化によるライフサイクルコス
トの削減に結びつけられるか等の課題を抱えています。
　「大学施設における清掃管理業務」をテーマにした今
回の研究会では、藤井理事、秋山明寛文部科学省参事官
付監理官のあいさつに引き続き、山口参事による「名古
屋大学にて実施した ESCO 事業の過程と成果について」、
松岡利昌施設計画推進室准教授による「清掃業務の品質評
価－インスペクション」、恒川和久工学研究科講師による

「清掃実態ベンチマーク調査結果について」と題した講演
が行われました。その後、「清掃実態ベンチマーク調査結
果からみた課題と展望」というテーマで、秋山監理官及び
講演者３名に加藤施設管理課長を加えたディスカッション
が参加者とともに活発に行われました。
　研究会には中部地方を中心とする国公私立大学、官庁、
民間企業等から80名を超える参加があり、大学施設の清掃
管理業務に対する関心の高さが伺われました。今後も継続
して研究会を開催し、参加大学等とともに、施設マネジメ
ントに関する諸問題の議論を進めたいと考えています。

　第56、57回防災アカデミーが、１月20日（水）、２月４日
（木）、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56回では、神戸新聞社の磯辺康子氏による「伝え手か
ら見た阪神・淡路大震災15年　神戸はどう変わったか」と
題した講演が行われました。磯辺氏は、阪神・淡路大震災

時に神戸市中央区で被災した後15年間、神戸新聞社におい
て記者として同震災を担当しており、講演では、直接死や
関連死、被災生活、復興に関する問題点などを説明し、震
災による「死」とはどういうものか、また、生き残った人
のその後の人生について話しました。最後には、自分以外
の家族を全員失った女性の体験談を披露し、被災するとは
どういうことか、想像力を持って生活してほしい、と訴え
ました。
　第57回では、田中重好環境学研究科教授による「災害観
再考　災害は短くその恵みは長い」と題した講演が行われ
ました。田中教授は、社会学の観点から「災害と被災の違
い」を分かりやすく説明し、各自が常日頃から災害時にど
うなるのかを考えること、つまり「晴れた日に荒れた山
を思え」が重要である、と強調しました。また、災害をコ
ントロールしようとするのではなく、災害と共生していく
ことが重要であると指摘し、最後に、「よりローカルな解」
が「災害と共生する術」であると提言しました。
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　平成21年度学生生活に関する教職員研究会が、２月４日
（木）、本部第１会議室において実施されました。
　同研究会は、本学における学生指導の当面する諸課題に
ついて共通の理解を持つことにより、教員及び事務職員の
連携をより緊密なものとし、学生指導の円滑な運営を図る
ことを目的としたものであり、杉山理事、山本副総長、各
研究科長など教職員約70名が参加しました。
　古橋忠晃学生相談総合センター助教により「学内におけ
る緊急対応を要したメンタルヘルスの事例検討」と題した
講演があり、同センターでの相談事例や取り組みの現状等
について話題提供が行われ、参加者は熱心に聞き入りまし
た。講演後には質疑応答があり、学生指導の今後のあり方
についての意識を深める有意義な機会となりました。

　川合伸幸情報科学研究科准教授と東山哲也理学研究科教
授が、第６回（平成21年度）日本学術振興会賞を受賞しま
した。
　この賞は、将来の学術研究のリーダーとして、後のノー
ベル賞候補者となるようなフレッシュな研究者をいち早く
顕彰することにより、今後の研究にチャンスを与えブレー
クスルーを促そうとするもので、今回は364名の被推薦者
の内、25名が受賞しました。
　今回の受賞対象となった研究テーマは、川合准教授が

「認知と学習の起源に関する比較認知心理学的研究」、東山
教授が「花粉管ガイダンスをはじめとした植物生殖の動態
および分子機構の解明」です。

　なお、授賞式は、３月１日（月）、東京都台東区の日本学
士院において行われました。
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川合情報科学研究科准教授と東山理学研究科教授が
日本学術振興会賞を受賞



　私達の生活は、医薬品や調味料をはじめとする
様々な有機化合物によって支えられています。今
世紀に入り、それらを効率よく作り出すための、
できるだけ環境に優しく安全な方法が強く求めら
れています。これを現実のものにするには、分子
を自在にデザインし合成できる有機化学の力が不
可欠であり、特に、化学反応をコントロールし
て望みの化合物のみを選択的に得るために必須で
ある、構造の定まった分子状化合物からなる触
媒（分子触媒）の開発が決定的な意味をもつこと
になります。私達の身体の中では、アミノ酸がつ
ながった高分子である酵素が触媒として働き、生
命活動に必須の物質を効率よく、しかも完全な選
択性で生産しています。このような生体触媒の機
能をフラスコの中で実現することは長い間の科学
者の夢であり、これを達成するために様々な手法
が試みられてきました。その中で、酵素が働く上

で重要な役割を担う弱い力に注目した研究は、人
工的な超分子レセプター注１の開発と応用として
大きな成果を収めています。一方、このような分
子に触媒機能、特にキラル注２な触媒としての働
きを期待する研究は、酵素の機能を理解し応用す
る上でも非常に重要ですが、これまで十分なアプ
ローチがなされてきませんでした。
　私達の研究グループは、キラルな有機陽イオン
と陰イオンからなる有機イオン対が示す触媒機能
の開拓と応用に一貫して取り組んでいます。今
回、その過程で独自に開発した水素結合注３部位
をもつキラルな有機陽イオン分子が、シンプルな
有機分子であるフェノール類３分子を取りこんだ
水素結合ネットワークを構築し、イオン間相互作
用の助けを借りることで、これまでに例のない分
子集合体を自発的に形成することを見出しました

（図１）。得られた集合体の特徴として、キラルな
有機陽イオン分子がもつ三次元の情
報がフェノール分子を介して増幅さ
れ、柔軟でありながら精密な分子ポ
ケットを形作っていることがあげら
れます。さらに、この分子集合体を
触媒として機能させるため、構成要
素の一つであるフェノール類とよく
似た形をもつ有機分子（アズラクト
ン）を取り上げ、これを炭素と炭素
の不飽和結合へ付加させることで新
しい炭素と炭素の結合を高い立体選
択性（鏡像異性体比）で触媒的につ
くることに成功しました（図２）。
またこの時、集合体の構成要素の全
てが反応の立体選択性に密接にかか
わっていることを明らかすることが
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図１　有機小分子の集合体形成のイメージ図
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自発的に組み上がる高性能な有機分子触媒を開発
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できました。同時に、溶液中での触媒の構造を、
分子の集合のしやすさが濃度の影響を大きく受け
ることを利用して推定し、集合体の形成が高い立
体選択性で反応を進行させる鍵であることを強く
示唆する結果を得ています。
　複数の弱い力の組み合わせにより、高性能の触
媒として働く分子集合体が自発的に組み上がると
いう発見は、シンプルな有機分子の組み合わせか
ら無数の触媒構造、ひいては新しい触媒機能が生
まれる可能性を明確に示すものであり、有機分子
のみからなる触媒を自在に設計するための新たな
手法を提供し、有用化合物の環境に優しい化学合
成の推進、さらにはこの分野の発展に大きく寄与
するものと期待しています。
　最後に、今回の成果は幸いにも Science 誌に掲
載されましたが、その端緒は、博士後期課程１年
の上木佑介君が単離に成功した触媒の結晶構造
解析により、思いもよらない三次元構造が浮か
び上がったことにあります。直接指導している
浦口大輔講師の感性と、上木君の実験科学者とし

ての力量、そしてすべてのグループメンバーの支
えによって「心のこもった論文」ができたことに
深く感謝したいと思います。そうした論文による
メッセージがもし、不特定とはいえ世界の研究者
一人一人の心の奥に届き、何らかの驚きや共振を
呼べば、分野はどうであれ、その個人の次なる科
学的挑戦へのささやかな糧となる可能性をもち得
るということは、言葉にすれば色あせそうなほど
当然のことかもしれませんが、科学研究の時空を
超えた魅力性の一つであると改めて感じます。こ
れをスタッフ、学生と共有することが、教育の深
化にもつながると期待しつつ。

注１　�超分子レセプター：複数の分子が非結合性の弱い相互作用
により結びついてできる大きな分子（超分子）で、特定の
物質などを選択的に受け取る（受容体）もの。

注２　�キラル：三次元の物体が、その鏡像と重ね合わすことがで
きない性質（キラリティー）を持つこと。

注３　�水素結合：水素原子を仲立ちとして、電気陰性度の大きい
二つの（ヘテロ）原子がつくる弱い結合。
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図２　開発したキラル分子触媒の特徴と化学反応スキーム

1965年、名古屋市生まれ。1994年、名古屋大学大学院工学研究科
博士後期課程修了、同年マサチューセッツ工科大学博士研究員。
1995年、北海道大学大学院理学研究科助手、1998年、同講師を経
て2001年、京都大学大学院理学研究科助教授。2006年より現職。
「新しい、価値ある分子を自らの手で創り出す」という有機化学の
本質的魅力に根ざした基礎研究によって、構造ゆえの機能を備えた
分子触媒を生み出し、有用化合物を供給するための持続的利用に耐
え得る分子変換反応の開発を目指す。スクールとしての意義をもつ
研究室運営を大切にしたい。趣味はテニス、スキー、読書、映画鑑
賞だが、生まれ変わったら料理人になってみたい。

おおい　たかし



　利益を追求する企業の経済活動を適切に測定
し、利害関係者に伝達するために、会計というシ
ステムが利用されています。会計システムの媒体
として、企業の財務状況と営業成績を表す財務諸
表があり、財務諸表から読み取れるもの（情報）
は財務情報です。投資者（株式会社の場合は株
主）、債権者、従業員、仕入先・顧客等の取引先、
政府機関などの企業にとっての利害関係者は、そ
れぞれの目的を持って財務情報を利用し、自らの
意思決定に役立ちます。たとえば、株主は自分が
出資した資金を経営者が適切に管理・運用し、そ
の結果として収益を上げているのかを確認し、引
き続き投資を継続するかの意思決定をします。こ
のように、利害関係者は財務情報を用いて、意思
決定に役立つことは「財務情報の意思決定有用
性」といいます。異なる利害関係者は違う視点で
の「財務情報の意思決定有用性」が存在します。
　一方、会計システムが各国の商習慣などに合わ
せ、形成されてきた経緯があり、国によって違い
ます。しかし、近年の企業活動・経済活動のグロー
バル化によって、同一な会計基準を利用する土壌
が少しずつ整い始めました。ちょうどヨーロッパ

地域で発祥された民間組織、国際会計基準委員会
が国際財務報告基準を作成してきたこともあり、
国際財務報告基準を全世界の統一会計基準とする
機運が高まりました。実際、中国や豪州、カナダ
など110カ国以上が国際財務報告基準を利用し始
めました。日本も2010年３月期からの任意適用を
控えており、会計基準の国際的統一化の波に呑み
込まれています。
　しかし、各国の投資者（利害関係者）は当然な
がら自分の国の商慣習について最も詳しく、自分
の国の言語で書かれた財務情報について最も馴染
みあると思われます。そのため、投資者にとって
の意思決定には国際財務報告基準が最も良いとは
限りません。意思決定有用性という観点から、国
際財務報告基準を自国の会計基準として利用する
のが妥当かどうかについての判断は、理論的・実
証的に検証される必要があると私は思います。そ
こで、各国におけるそれぞれの投資者の財務情報
の意思決定有用性を確認し、会計基準が統一化す
るのが良いかどうか、会計基準（会計制度）のこ
れからあるべき姿を提唱することは、私が探求し
ていこうと思うテーマです。
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図１　財務情報の意思決定有用性
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　近年、少子化と理系離れの影響を受けて理系進
学者が減少しています。そんな中、研究の現場で
は女性研究者を積極的に採用する動きが見られま
す。しかしながら、女性研究者の卵である理系女
子学生からすると、どうすれば研究者になれるの
か、どのような職場環境なのか、結婚・子育てと
の両立はできるのかなど悩みは尽きません。理系
女子学生の身近にロールモデルがいないことでキ
ャリア・ビジョンが描けないためです。
　あかりんご隊はこの問題を解決するため、2007
年に結成されました。理系女子学生自身が中心と
なり、女性研究者や女性研究者を支援する立場の
方、理系学部を卒業された先輩方の体験談を聞く
イベントを企画・運営しています。
　例えば、毎年12月に理系女子学生エンカレッジ
交流会を開催しています。今回は限られた時間の
中で多くの話を聞けるよう、パネルディスカッシ
ョン形式を採用しました。仕事でお互いをサポー
トし合うご夫婦や育児中の女性研究者の方に体験
談をお話頂きました。交流会後のアンケートで
は、研究と家庭の両立に前向きになれた、女性研
究者の本音が聞けてよかったという感想が多く寄
せられています。私たちも参加者の一員として将
来のビジョンを描くいい機会となりました。交流
会で印象に残った言葉があります。『人間、やろ
うと思ったらなんでもできる、努力次第』。その
言葉にはパワーがあり、女性研究者の方々の生き
生きとした姿の源なのだと感じました。

　あかりんご隊の活動は理系女子学生のキャリ
ア・ビジョン形成を支援するだけに留まりません。
私たち理系女子学生自身がロールモデルとなる活
動も積極的に行なっています。根本的な問題とし
て残る理系離れに対し、少しでも理科を身近に感
じてもらおうという試みです。学内に創設された
こすもす保育園および学童保育所や、名古屋市科
学館にて開催された科学の祭典で出張科学実験会
をしています。実験会では入浴剤作りや夕日のメ
カニズムなど日常生活に関係する科学を紹介し、
体験してもらっています。小さな子どもたちは実
験の中で起こる変化に興味津々で、次から次へと
質問が挙がってきました。「どうして？　こっち
やってみたらどうなる？」という声を聞いている
うちに、理系へ進学し、研究職へ進もうと決意し
た時の気持ちを思い出しました。日常生活から湧
き出るなぜ？という気持ちを育て、理系科目への
理解を深めてもらえることを願っています。
　あかりんご隊は、理系女子学生にキャリアプラ
ンを考える機会を提供しています。また同時に、
イベントを企画・運営する側にも大きな成長をも
たらしてくれます。私たちはこれまでの活動を通
じ、女性研究者として生きる将来をより具体的に
考えることができるようになりました。これから
あかりんご隊は更に活動を拡げていくことになり
ます。常に進化するあかりんご隊と共に成長して
いきたいです。
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科学の祭典2009に参加したあかりんご隊
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　皆様ご存知の通り、名古屋大学において、建築
基準法の旧耐震設計基準（昭和56年以前）で設計・
建設された耐震性能が低い建物は、大地震に対応
するため順次耐震改修を実施してきましたが、現
在までに概ね８割以上の建物について工事を完了
することができました。引き続き、耐震性能の低
い建物の工事は継続していきますが、今回は、平
成20年度に完成した建物を２棟紹介します。

■理学部 E・F 館、D 館
　理学部 E・F 館、D 館は、E・F 館が昭和42年
から60年にかけて、D 館が昭和54年から57年にか
けて増築を重ねて建設された
建物であり、老朽化に加え、
耐震性能も低いため改修を行
いました。この改修工事は、
耐震補強とともに、教育研究
環境の改善を図り、また、省
エネルギーやユニバーサルデ
ザインにも配慮しています。

具体的には、耐震補強工法に、コストパフォーマ
ンスが高く、窓面の採光を多く確保できる、既存
建物フレーム（柱・梁）内に鉄骨造の枠付ブレー
スを設置する工法を採用しました。また、省エネ
ルギー対策として、窓ガラスの複層ガラス化や西
面ガラスの遮熱フィルム貼り、外壁・屋根スラブ
の50mm の断熱材吹付け、遮熱シート防水の採用
など行い、更には、ユニバーサルデザイン対策と
して、エントランスのスロープ、車椅子対応エレ
ベーター、オストメイト使用者にも配慮した多目
的便所の設置などを行いました。
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■全学教育棟北棟
　全学教育棟は、昭和37年から62年にかけて建設
された建物であり、耐震対策および老朽・機能改
善を目的として、平成18年度から全体を３期に
分けて順次改修を行ってきました。今回紹介す
る、全学教育棟北棟は、３期目の最終であり、改
修が完了したことによって、東山キャンパスのグ
リーンベルトに面する建物がすべて新しく生まれ
変わりました。この工事においても、耐震補強や
機能改善とともに、分散していた部局使用室の集
約・再配置を図り、明確なゾーニングを実現しま
した。具体的には、建物東側エリア（情報文化学
部）と西側エリア（国際言語文化研究科）を分け、
その接点に、２階のカフェ空間や３・４階のファ
カルティスクエアなどのコミュニティ空間を設け

ました。また、廊下等の共用空間は、明るいモノ
トーンを基調とし、東西のエリアのドアは、案内
サインの部局カラーと調和する色彩で塗り分けま
した。耐震補強工法は、グリーンベルトに面する
北面は、他の建物と同様にダブルウォール（分離
型フレーム）工法を採用し、キャンパス景観に配
慮しています。

　今回紹介した建物も含めて、完成した建物の紹
介を施設管理部のホームページ内で紹介していま
す。現在実施している工事の進捗状況も見ること
ができますので、是非、下記アドレスをご覧下さい。 

（http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/ 
3sseibika/index3f.html）
 （施設管理部）
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１　理学部 E館南東側外観
２　理学部 F館南西側外観
３　理学部D館南側外観
４　全学教育棟北棟北側外観
５　２階　カフェ空間
６　３・４階　ファカルティスクエア

１ ４

２ ３ ５ ６



　大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、
２月12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11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、地域に開かれた研究活動を推進すること
を目的として開催されたもので、今回は、金井経済学研

究科長及び岡田邦彦キタン会会長の開会のあいさつの後、
前田純一日本銀行名古屋支店長による「最近の金融経済情
勢について」と題する講演が行われました。
　前田支店長は、昨年の景気情勢、物価情勢を振り返り、
どん底からスタートしたが春以降は持ち直しの動きがみら
れること、それを牽引したのがエコカー購入支援策等によ
り支えられた自動車販売だったこと、ただし設備・雇用の
過剰感が引き続き大きく、未だ自律的な回復はしていない
ことなどについて説明しました。さらに、今年の展望とし
て、景気は基本的には持ち直しを続けるが、年の前半は海
外におけるエコカー購入支援策の終了なども影響して、持
ち直しペースが幾分鈍化する可能性があること、中国を中
心とする新興国経済の成長維持と米国経済の回復に期待し
ているが、不確実性が大きいことに留意する必要があるこ
となどについて述べました。
　景気の先行きが大きな関心を集めている時期ということ
で、100名近くの参加者は熱心に聞き入っており、講演後
には、今回の危機の原因などについて活発な質疑応答が行
われました。

　大学院経済学研究科は、１月４日（月）から６日（水）の３
日間、中国 海南大学において、「東アジアにおける生産と
技術のマネジメント」セミナーを開催しました。
　同セミナーは、日本学術振興会のアジア研究教育拠点事
業に平成20年度に採択された課題「東アジアにおけるモノ
づくりと環境のマネジメント」の一環として行われたもの

で、中国から天津大、北京理工大、西南交通大、南開大、
対外経済貿易大、海南大の研究者、日本から本学をはじめ
大阪市立大、神戸大などの研究者、さらには産業界からも
参加がありました。
　同事業では、我が国及び経済成長の著しい東アジアにお
いて、製造企業におけるモノづくりを支えるために、長年
培われてきた経営管理システムについて理論と実践の両面
から開発研究を推進しています。また、近年国際的な取り
組みが急務となっている地球温暖化に対しても、モノづく
りならびに低炭素社会の形成の観点から、経済発展と環境
改善のための方策について、北京大をはじめ中国の重点大
学と共同で研究を進めています。
　セミナーでは、まず、開会式で傅国 海南大学副学長か
ら歓迎のあいさつがあり、続いて、東アジアにおける生産
と技術の経営・マネジメントに関して、経営学だけでなく
経済学の観点から講演及び討議が行われました。
　講演内容は、大学院レベルのテキスト教材としてまとめ
られ、日中英の３ヶ国語で刊行される予定です。
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第11回名古屋ビジネスセミナーを開催
●大学院経済学研究科

「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」セミナーを開催
●大学院経済学研究科



　エコトピア科学研究所は、日本福祉大学健康社会研究セ
ンターとの共催で、１月31日（日）、シンポジオンホールに
おいて、国際シンポジウム「健康・環境・経済の観点から
21世紀の理想社会を考える－エコトピア指標の構築に向け
て－」を開催しました。
　同研究所では、安全と安心が確保され環境と調和した持
続可能な理想社会（エコトピア）の実現度や貢献度を評価

するための新たな指標（エコトピア指標）構築を目指し、
エコトピアとして期待される豊かさの評価項目として経
済・社会・健康・心理の各項目をいかに取り込んでいくか、
ということを大きな課題として取り組んでいます。
　今回のシンポジウムは、いくつかの影響評価手法につい
ての理解を深め、またよりよい評価指標の構築と具体的な
応用事例を紹介し、今後の展望について報告してもらうこ
とを目的に企画されました。
　はじめに、松井エコトピア科学研究所長のあいさつが
あった後、近藤克則日本福祉大学教授からシンポジウムの
ねらいについて説明があり、続いて、アンディ・ペニングトン 
リバプール大学講師から、安全・安心の核となる健康につ
いての講演がありました。
　その後、国内の４人の研究者から、疫学・持続可能性・
政策科学・資源と環境等、それぞれの研究分野における影
響評価や指標の概念・理論・方法と具体的な応用事例など
が紹介され、またエコトピア指標についての考え方が報告
されました。
　最後に、講師の方々と参加者とで議論が交わされ、有意
義なシンポジウムとなりました。

　大学院工学研究科は、１月29日（金）、環境総合館レク
チャーホールにおいて、平成21年度工学研究科懇話会を開
催しました。
　同懇話会は、「工学研究科附属センター群への期待と
展望」をテーマに、各センターの産学連携を軸とする教
育・研究開発等の活動にとどまらず、センター群として

の活動の可能性やその方向性を探ることを目的に実施さ
れたものです。今回は、各センターに関係の深い企業か
ら、加納浩之 NU エコ・エンジニアリング株式会社代表
取締役社長、川原伸章株式会社デンソー基礎研究所エレク
トロニクス基盤研究部長、近藤継男株式会社豊田中央研究
所主席研究員、鈴木茂樹トヨタ自動車株式会社常務役員、
葛原　正三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作
所研究部長が委員として出席しました。
　最初に、小野木工学研究科長からあいさつがあった後、
同研究科の５つの附属センター長それぞれから、センター
の設置目的やその活動の特徴等の紹介があり、それを受け
て委員から、現在取り組んでいるセンターとの連携活動、
また将来の連携計画を踏まえて、センターに期待すること
等の紹介がありました。その後、各企業で産学連携に携
わり、要職にある委員から、大学の研究内容、企業の経営
理念等について発言があり、活発な意見交換が行われまし
た。
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国際シンポジウム「健康・環境・経済の観点から21世紀の理想社会を考える」を開催
●エコトピア科学研究所

平成21年度工学研究科懇話会を開催
●大学院工学研究科



　物質科学国際研究センターは、１月７日（木）、８日（金）
の２日間、シンポジオンホールにおいて、第３回物質合成
国際会議を開催しました。
　これは文部科学省特別教育研究経費による本学、京都大
学、九州大学の大学間連携事業である「物質合成研究拠点
機関連携事業」が１年おきに開催する国際会議であり、同

事業の最終年度にあたる今年度は、本学で開催されまし
た。同事業は、あらゆる基礎学問の進歩と新技術開発の基
盤となる「物質合成研究」において世界をリードするため
の新たな機関連携研究体制を構築することを目的としたも
のです。
　７日は、本学の研究リーダ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で始まり、柴崎正勝東
京大学教授による「不斉二核金属触媒の最近の進展」と題
した基調講演が行われました。その後、京都大学から外国
人講演者２名を含む４名が「有機化学の新展開」というテー
マのもと、それぞれ講演をしました。
　引き続き翌８日には、九州大学から４名が「生体模倣機
能化学」というテーマで、本学からアメリカとドイツの講
演者３名及び巽センター長の４名が「還元系酵素の化学」
というテーマで講演及びセッションを行いました。
　また、両日にわたってポスターセッションが行われ、３
大学以外からの申し込みも含めて総数63件が発表されまし
た。会場では、講演の合間にポスターの前でディスカッ
ションする学生や研究員の姿が多く見られ、それぞれの参
加者が高い関心を示した意義のある国際会議となりました。

　エコトピア科学研究所エネルギーシステム寄附研究部門
は、１月27日（水）、ベンチャービジネスラボラトリーにお
いて、エコトピア市民公開講座「電気でファッショナブル
ライフ、あなたも今日からエコロジスト！（第８回）」を
開催しました。
　同公開講座は、環境と調和した持続可能な社会の実現の

ために、市民一人ひとりが電気への理解を深め、その大切
さを知り、電気を上手に使ったエコライフを目指すことを
目的に、平成18年度より年２回開催しているものです。
　最初に、長﨑正雅エコトピア科学研究所教授から開会の
あいさつがあった後、豊田合成株式会社・LED 照明推進
協議会の山本　脩氏による「LED が変える地球環境」と
題した講演が行われました。講演では、LED 照明を中心
に、照明全般に関わる省エネルギーの流れについて、手
回し発電機を用いた消費電力を実感できるデモンストレー
ションや、白色 LED の原理について実演を交えて説明が
ありました。
　引き続き、ヤマハ発動機株式会社の高橋大輔氏による

「人と電気のハイブリッド、電動アシスト自転車」と題し
た講演が行われ、商品開発における苦労などを交えなが
ら、電動アシスト自転車の動作原理や有効性について説明
がありました。その後、希望者を対象に電動アシスト自転
車の試乗会が行われ、その効果を実感してもらいました。
　100名を超える聴講者があり、講演終了後も質疑が絶え
ず、大変好評を博しました。
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第３回物質合成国際会議を開催
●物質科学国際研究センター

エコトピア市民公開講座を開催
●エコトピア科学研究所



　博物館は、２月11日（木）、「電子顕微鏡で見る 野鳥のミ
クロ世界」を開催しました。
　これは、地域貢献事業の一環として、実体顕微鏡及び走
査型電子顕微鏡を使い、野鳥の羽の多様な構造を観察する
ことを目的に行われたもので、小学生と保護者計22名が参
加しました。

　まず、簡単な電子顕微鏡の仕組みの説明があり、次に、
あらかじめ用意したカラスの正羽のフック、カルガモの翼
鏡、セグロカモメの綿羽などの構造を各自が実体顕微鏡で
観察した後、その微細構造を走査型電子顕微鏡を操作しな
がら観察しました。　
　参加者は、野鳥の羽の多様性に驚嘆し、自然が造るミク
ロの造形を体感しました。終了後のアンケートでは、電子
顕微鏡を使ったこのような企画に次回も参加したいという
感想が寄せられました。

　留学生相談室は、２月15日（月）、CALE フォーラムにお
いて、留学生センターとの共催で、第２回グローバルリー
ダー育成プログラムを開催しました。
　留学生30万人計画などによって、学内の外国人留学生の
増加が見込まれる中、学生にとって、多文化理解能力を高
めていくことや主体的に交流活動を推進する能力など、国

際化が進むキャンパスにおいて必要な能力を身につけるこ
とはますます重要になってきます。今回は、これらの能力
を育成するきっかけとして行われたもので、留学生を含む
本学の学生、近隣大学において国際交流活動に関わる学生
など、約30名が参加しました。
　まず、参加学生によるアイスブレーキングゲームから始
まり、本学、南山大、名城大において留学生支援や国際交
流活動を目的として活動している学生グループの紹介と質
疑応答が行われました。
　その後、堀江未来立命館大学准教授による「世界の留学
交流と日本」と題した講義が行われ、参加者は、留学によ
る学生の移動とキャンパスにおける国際交流活動の位置付
けについて学び、最後にグループで、新しい発想の国際交
流の活動を企画し、発表し合いました。
　参加者からは、「自分達の活動が、世界的な流れの１つ
であるという大きな見方ができて新鮮だった」、「他大学の
取り組みやグループでの企画・発表は、新しい発見があり、
刺激された」などの意見が寄せられました。
　今後も学生たちがリーダーシップを発揮できる様々な場
面をサポートしていきたいと思います。
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電子顕微鏡の画像をパソコンから見る参加者

グループ発表の様子
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「電子顕微鏡でみる野鳥のミクロ世界」を開催
●博物館

第２回グローバルリーダー育成プログラムを開催
●留学生相談室



　博物館では、２月５日（金）、今年度の入館者が、創設以
来初めて２万人を突破しました。2008年度は10ヶ月間で
17,406人の入館者があったので、近いうちに２万人を超え
るのでは思われていたところ、翌年の突破となりました。
　２万人目の来館者は台湾から来日中の黄翔琳さんで、友
人から同館の見学を勧められて来たとのことでした。足立
博物館長から２万人目の来館者である証明書とともに、記

念品として奈良坂源一郎作の蟲魚図譜の復刻版と特製のボ
タニカルアート絵はがを手渡された黄さんは、「旧正月の
前にこんな素敵なプレゼントがもらえるとは縁起がいい」
と喜んでいました。
　当日は、ちょうど駐日エチオピア連邦共和国大使が濵口
総長を表敬訪問しており、総長とともに博物館のノーベル
賞コーナーを視察しました。

　博物館は、１月19日（火）から２月20日（土）まで、博物館
友の会の協力のもと、同館展示室と野外観察園セミナーハ
ウス２階において、ボタニカルアート作品展を開催しまし
た。
　当初は２月６日（土）までの予定でしたが、15日間で1,500
人を上回る来館者があり、予想を超える人気に急遽20日ま
での延長を決定しました。博物館友の会ボタニカルアート

サークルの方々が描いた49点と講師の東海林先生が描いた
15点の計64点の作品が展示されました。それに加え、描き
方の順を追ったチューリップの作品４点を展示し、どのよ
うに書き進めるのかをわかりやすく解説しました。
　現在、約40名のボタニカルアートサークルの会員がお
り、来年度も作品展を開く予定です。
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２万人目の来館者証明書授与の様子 視察する総長（左端）とエチオピア大使（右端）

ボタニカルアートの作品 展示室の様子
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博物館の年間入館者が２万人を突破
●博物館

ボタニカルアート作品展を開催
●博物館
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定年退職される教授のことば

　あこがれてやっと入った名古屋大学。学ぶことが楽しくて
大学院まで学び続けた。助手に採用され、やがて、慕いつづ
けた思師の後をおって教育史講座の教員として就任。名古屋
大学にはのべ20余年も勤められたのだからありがたい。神戸
商科大学（現在の兵庫県立大学）での11年間を含んで、34年
間の教員生活ということになる。
　名古屋大学に職を得たことは、誠に幸いであった。父母に
孝養をつくしながら、学問を中心にしたライフスタイルをと
いう願いは、どうにか叶えられたように思う。好きな教育史
の研究と教育を存分に楽しみながら、毎日の生活を自分の流
儀で充実していく。かけがえのない一日一日をおだやかに送
る、ということも叶えられたように思う。
　研究では、向上心をもった英国成人の自己学習と余暇充実

を求める活動に関心をもち、その実態史研究にのめり込ん
だ。その英国と日本の教育文化交流史研究にも手を染めた。
　研究であれ教育であれ、実に恵まれていたと思う。恩師は
もちろん、学生、先輩、それにとても有能な事務職員に、い
つもまわりで支えていただいた。感謝せずにはおられない。
　気ぜわしい時節であるだけに、これまでのような名古屋大
学であってほしい。旧帝国大学としての品格とかけがえのな
い歴史を大事にしてほしいと願う。
　キャンパスの桜は、今年もまた蕾が膨らみはじめている。
豊田講堂前のこぶしも、まもなく白い花を開くであろう。

　名古屋大学には、教員として36年、学生時代も含めると45
年の長い期間通ったことになる。いろいろな先生の退職を見
てきたが、いよいよ自分の順番になるといろいろな思いが浮
かんできて、何となく感傷的な気分である。
　この間で、思い出に残り関心が高かったのは、やはり研究
分野の関連で、1971年のニクソンショック、1973年の第 1 次
オイルショック、1979年の第 2 次オイルショック、1990年前
後のバブル経済、1999年前後の金融危機、2006年頃の「平成
の大合併」である。1970年頃に高度成長が終焉し、低成長
期に入り、1990年以降はゼロ成長時代となっている。近年
は、市場原理主義と呼ばれ、政府の役割を縮小し、できる限
り市場に委ねなければ日本経済には発展がないといったおか
しな主張が蔓延してきたが、漸くその流れも少し変わってき

たが、まだまだ妄想にとらわれている政治家・経済学者も多
数いる。まさに、日本経済にとって激動の時代であり、その
日本経済を研究対象とできたことは研究者として大変幸せで
あったと感じている。経済学を研究する者として、今後も、
社会の公平・効率に貢献するように、積極的に発言していき
たいと思っている今日この頃である。

　定年退職の原稿の依頼を受けてちょっと考えた。
　これまでは、人に一生の職場があって、そこで定年まで勤
め上げることが、いわば真っ当な人生だったのだろう。だか
ら定年は一大事だったわけだ。
　人生に一区切り、これからは、これまでやってきたこと、
後輩へ、まあこんなことを書くのが相場だったようだ。
　でも時代は変わる。
　一生の職場という考えが成り立たなくなり、職場を変える
ことが当然になるだろう。
　寿命が延びたから、もうひとつ専門を持つことも可能だ。
工学をやり直して環境問題に取り組むことも出来るし、年を
とって経験をつんでから法学をやるのもいい。
　モンゴルの山奥で日本語を教えるなんていうのも結構重

要だ。
　定年なんていってる場合じゃないだろう。
でも、どミクロの話ばかりの時代になるのは確実だ。マクロ
の学問だけは廃れてゆく。 
　其処だけ押さえておけば結構楽しい時代になるだろう。や
ることは多すぎる。

定年退職をむかえて

加藤　鉦治　　大学院教育発達科学研究科教授

退職にあたって

竹内　信仁　　大学院経済学研究科教授

時代は変わる

塚田　弘志　　大学院経済学研究科教授

（原文のまま掲載しています）
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定年退職される教授のことば

　名古屋大学に講師として赴任してほぼ35年になります。当
時は高度成長真っ盛りであり、私の大学時代の友人の多くは
銀行、商社など大企業に夢を託して就職していきました。大
学院に進学することはめずらしい時代でした。やがてバブル
期を迎え、これまで一部の経済学者の間で理想の体制と考え
られていたソ連も崩壊しました。日本はその後、バブルの後
遺症に苦しみ、世界的不況のあおりを受けて未だに苦境を脱
せない状態にあります。世紀末から世紀の初めにかけて社会
は大きく変わってしまいました。
　大学の環境も同様です。大学院の重点化あるいは法人化と
いった抜本的な制度改革により、研究と教育の在り方が昔と
は全く違ってしまいました。もちろん、こうした変化は、あ
る程度致しかたないことなのかもしれません。しかし、最近

の、特にまだこれから嘱望される若い研究者が様々な雑事と
単なる事務上の書類作成に追われているのを見ますと、本当
にこれでいいのかという思いにとらわれます。また、教育面
におきましても、すぐに役立つ知識ということがまず求めら
れておりますが、それでいいのでしょうか。
　ともあれ、多くのすぐれた先輩、同僚そして学生に恵まれ
ながら定年まで研究と教育を続けることができましたこと
は、私にとって大変幸せでした。30年以上にわたって私を支
えてくれた名古屋大学に対しあらためて感謝申し上げたいと
思います。

　「もう決めなければいけない年なのですよ、とりあえず私
がひきうけましょう」。志望先未定だった私は、こんなふう
に東大生物化学・植物生理の研究室にいれていただきました。

「光合成」の研究は面白かった。手作りの装置から日進月歩
で進むレーザ、光技術やコンピュター、生物科学の発展にあ
わせ、研究も場所も変わりました。
　2000年からは名大物理教室（生命理学併任）に加えていた
だき、「 1 兆分の 1 秒刻みで光エネルギーをとらえる物理過
程」を知ることも、「北極圏での化石や植物の探索」、「新型
光合成の発見」もできました。物理学の中で生命を考えるの
は新鮮でした。素粒子や原子、星とともに「生命」もこの宇
宙の主役の一つ。「真空3K の宇宙空間」に浮かぶ「惑星地
球」に、「太陽光」が流れ込み「熱」として周波数を変えて

また出て行く。この繰り返しの中で、光合成は光エネルギー
を捕え、しばし生命の中にとどめ、分子やタンパク質や細胞
を変え、多様な生命を生み出し、大気や環境を変え続けてき
ました。光合成の分子装置は物理の法則を満たしながら、30
億年の進化の名残をとどめつつ、海底や火山にいる細菌から
海藻、地上植物のもつものまで、環境にあわせて多様な形で
完成されているようです。
　「 1 兆分の 1 秒から30億年」、宇宙や生命にとっては当たり
前のことですが、これを学ぶのは思った以上に楽しい事でし
た。

　名大物理教室の懐の深さによって大学院入試で辛うじてす
くい取られ、自由闊達な雰囲気のもとで鍛えられ育まれた。
博士取得後の海外での武者修行ののち、東大原子核研究所、
高エネルギー研究所での研究三昧の15年間を過ごし、そして
15年前に古巣の物理教室に回遊した。
　素粒子物理にロマンを求め、力いっぱい好き勝手な作品を
いろいろと制作した。ニュートリノ質量測定からタウ・レプ
トンによる新素粒子世界の探索などと、そのつど研究チーム
を組織し、果敢に挑み続けた。また、教育にもたずさわるこ
とができ、新たに学び、かつ教える楽しみも満喫できた。こ
の間、実に多くの多くの先輩や先生方に大いに可愛がられ、
教えを受け、ここまで辿りつくことができた。同僚や学生に
も恵まれた。感謝いっぱいである。

　若さと体力と気力で、奔り通した。
　伊予・宇和島にこぢんまりとした庭園がある。天赦園とい
う。「馬上に少年過ぎ　世は平らにして白髪多し　残軀は天
の赦す所　楽しまずして是を如何せん」という句に因んだも
の。これからは心の天赦園で楽しませてもらおう。
　世の中が奔流として急激に変化している。理念、思想、大
戦略がなく、先が見通せない。例外なく、大学もこの奔流の
渦中にある。益々厳しくなる今後ですが、名古屋大学のみな
さまの一層のご活躍と発展をお祈りします。

定年をむかえて

皆川　　正　　大学院経済学研究科教授

１ 兆分の １秒から30億年：光合成の分子システムとその進化

伊藤　　繁　　大学院理学研究科教授

奔り通して

大島　隆義　　大学院理学研究科教授
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　45年前に入学した名古屋大学は、理系キャンパスを中心に
木造校舎が多く残っており、また建物の密度が低くて緑豊か
であった。グリーンベルトは豊田講堂前の一面だけが芝生
で、市道（いつの頃からか山手グリーンロードと呼ばれてい
るようだ）の西側は赤土の広場が 3 面続いていた。授業の合
間などにソフトボールをするのに絶好の場所であった。木造
の建物は数年のうちに鉄筋コンクリートの校舎に変わって
いった。ゲートが無く、広々とした開放的な雰囲気がキャン
パス全体に存在していた。
　大学院以降在籍していた理学部分子生物学研究施設（分子
生物学科、生命理学科へと改組）はスタッフが皆若く、キャ
ンパスの雰囲気と同様に自由で活気に満ちていた。一貫して
DNA 複製の研究に取り組み、複製とその制御のしくみにつ

いて、ささやかながらいくつかの学問的貢献をすることがで
きた。じっくりと研究に取り組む環境を与えていただいたこ
とに感謝している。IT 時代と言われ始めた頃からだろうか、
大学と社会の変動が加速し、ゆったりとした気持ちで研究に
取り組める時間が少しずつ失われてきたように思われる。名
古屋大学と我が国のアカデミアが、自由な発想に基づく基礎
研究に専念できる環境を守り続けることを願っている。

　大学院生活が始まった頃、東大に低温センターが出来、夢
多かりし時であったが、低温物理学や超伝導等の研究分野
は、すでに解決済みのものとして、次の発展の模索段階に
入っていたかもしれない。その時期に、価値あるテーマを
悶々と探した結果、暗闇の光明に思えたのが、高温超伝導実
現という目標設定が自分に出来てきたことであった。助手時
代に中性子散乱という新たな実験手段を持てたことが、物質
系を広く見渡す目を多少なりとも養ってくれ、目標を具体化
する研究対象として、酸化物（超）伝導体を選択することに
つながった。私の研究のターニングポイントはその選択をし
たときだったように思う。以後、銅酸化物高温超伝導体の発
見もあり、研究方向の迷いなしに、超伝導やそれをとりまく
物質物理開発に取り組んできたが、研究面で気をつけたこと

は、“観測した物性現象を正直に、かつ、広い角度から見よう”
ということであった。今も、それが正しい結論に到達する最
短の道であると考えている。
　名大では20年間、教授として勤務させて頂いたが、教育面
では“学生と思いやりのある緊張関係を保つこと”と“研究
指導の責任について自分を偽らないこと”とを考えてきた。
名大ほどの大学であれば、己に対して妥協を許さないしっか
りした人材を育てることが今後もこうして可能になると考え
ている。ますます役割を果たしていける学府として発展する
ことを祈念している。

　これまでの研究を振り返ると、阪大の大学院で始めた実験
がその後の研究の方向を決めたことに感慨を覚える。研究室
に初めてラマン散乱用の大型分光器が入り、実験を始めた頃
は安定したレーザーも無く、検出器もアナログで感度が悪
く、不透明な物質ではほとんどデータがとれなかった。その
頃一般に出回り始めたデジタル IC で回路を作り、 ８ ビット
の CPU を CP/M で動かしてデータがとれたときは感激し
た。
　これまでに狭ギャップ半導体の構造相転移、電荷密度波相
転移、アモルファス半導体、銅酸化物高温超伝導体、低次元
磁性体、d 電子軌道波、砒化鉄系超伝導体の研究をラマン散
乱と赤外－紫外分光で行ってきた。ラマン散乱では格子振動
よりも電子励起、磁気励起、軌道励起を主に研究してきた。

銅酸化物高温超伝導体が発見されたときは大変なフィーバー
で寝る間も惜しんで実験を行った。直ちに高エネルギーまで
の磁気励起は測定出来たが、どんなに努力しても超伝導ギャ
プを検出できなかった。当時は他の研究室から頂いた貴重な
単結晶を壊さないように鏡面研磨して測定していたが、その
後自分達で単結晶を作っては次々に割り、劈開面を測定する
ことで超伝導ギャップを観測できるようになった。現在ラマ
ン散乱で強相関電子系のインコヒーレントな電子状態、軌道
秩序下の新しい物性等が垣間見える状況である。これまでの
研究で多くの方々の協力をいただきましたことを厚く感謝申
し上げます。

停年退職に際して

小川　　徹　　大学院理学研究科教授

超伝導、中性子散乱、そして物質物理開発

佐藤　正俊　　大学院理学研究科教授

これまでの研究を振り返って

水貝　俊治　　大学院理学研究科教授
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　周知のように、名古屋大学は坂田昌一そして小林・益川を
輩出しました。その物理学教室にあって、小林・益川論文の
きっかけを与えた丹生　潔教授から写真乾板技術による素粒
子研究の手ほどきを受けました。時は国の威信を競って、原
子核・素粒子の更に下の階層のクォーク・レプトンによる素
粒子の解明を目指し、ヨーロッパ、米国、ソ連で、巨費を投
じて次々に巨大な加速器が造られた時期でした。写真乾板に
3 次元的に記録された素粒子飛跡の自動読み取り装置を開発
してチャームクォークの研究に参加し、後にはタウニュート
リノを発見した研究で指揮をとれたのが大きな喜びでした。
今、クォーク・レプトンの解明はめでたく終盤を迎えていま
す。しかし宇宙のダークマターはまったく説明がつかなく、
自然の仕組みの解明作業はつづきます。クォーク・レプトン

の更に下の階層に迫る研究に更なる巨大加速器が活躍できる
か大いに疑問です。多面的な思考、別分野で獲得した知識が
互いに入り混じる場こそが次の階層の解明の突破口を見出す
に間違いありません。名古屋大学がそんな場であって欲しい
と願っています。
　クォーク・レプトンの研究の中で開発された実験技術が「癌
治療の最新の放射線治療機器」を生み出しました。自分の開
発した実験技術も「噴火の可能性が迫る火山の内部の透視装
置」などに活躍の場を拡げているのはうれしい事です。

　益川さんの推薦で尾張の地名古屋大学に職を得たのは19８0
年のことだった。時あたかも、クォークの存在が確立し小林・
益川理論を含む素粒子の標準模型が定着していった1970年代
が終りを告げ、素粒子論の流れが標準模型を超える“より基
本的な”理論の模索に向かっている転換期であった。　
　歴史は繰り返すというが、名大着任後の私は、1955年に始
まる坂田の複合模型がクォーク模型に発展し標準模型へと結
実した成功のひそみに習って、いったん定着した標準模型の

「素粒子」もさらに下部の構造を持つ複合粒子ではないかと
いう複合模型の研究を始めた。以来30年にわたりこの道を歩
んできた。その核心は1960年の南部の理論（ノーベル賞受賞
論文）を基礎として、それをゲージ理論で定式化した益川・
中島の理論（1974年）を現代の複合理論に適用したものであ

る。このアプローチの正否は今年本格稼働した LHC が近い
将来答えを出すであろう。
　この 4 月から益川さんを機構長とする新しい研究機構が発
足する。私も定年後そこに特任の職を得ることになった。は
からずもいましばらく名古屋大学とのおつきあいが続くこと
となり、長いおつきあいの益川さんともまた新しい形でのお
つきあいの始まりである。
　　三十年　夢追ふ日々の　をはりかな　
　　　　　　　　まだ覚めやらぬ　夢のかずかず

　何のためにこの分野を専門とするか、が三十数年前に名大
医学部卒業後、時代遅れと言われた細菌学を選んだ時以来の
自分に対する問いでした。その後大部分の年月を名大医学部
での研究・教育に過ごし、定年を迎えての回答は平凡ながら、
人の生命・健康維持に少しでも資すること、ということでし
た。その目的を実現できたか心もとないのですが、合計 3 千
名の医学生に細菌学・感染症について教育するとともに、約
230編の論文と30名の大学教員ならびに 4 名の公立研究所員
を育てることができました。また、名大病院に日本最初の院
内感染対策チームを立ち上げ、さらに国立大学附属病院感染
対策協議会を立ち上げ事務局長として、日本の院内感染対策
の草分けとなりました。入院中に院内感染で心ならずも死亡
する人が、20年前に比べて激減したことが私のひそかな喜び

です。しかし新たな病原菌や耐性菌が生まれ、結核、O157
大腸菌感染症などもあまり減少していません。国の予算を
もっとそれらの対策に向けるべきであろうという思いがあり
ます。
　さてもう一つの仕事は産学連携担当の総長補佐として医・
工連携および産学連携の支援でした。医・工連携委員会を立
ち上げ、多くの共同研究ならびに振興調整費による大型プロ
ジェクト（総額13億 5 千万円）に結実しました。また産学連
携の窓口である名古屋大学協力会を立ち上げ育ててきまし
た。それによる中部の産業の今後の発展を期待しています。

退職に際して

丹羽　公雄　　大学院理学研究科教授

「三十年　夢追ふ日々の　をはりかな」

山脇　幸一　　大学院理学研究科教授

細菌学・感染症を専門とした理由

太田　美智男　　大学院医学系研究科教授
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　昭和40年に名古屋大学医学部に入学、50年に解剖学教室の
助手となりました。以後、筑波大学、福島県立医科大学を経
て、平成 ８ 年、名古屋大学に戻り、足かけ30年間お世話にな
りました。
　この13年間は、明治以来の大改革といわれた大学の法人化
に直面し、経験したことのない時期を過ごしました。建築の
委員を最初に、勝又医学部長の補佐となり、その後 6 年間、
医学部長、平野総長の副総長と大学の運営業務に携わってき
ました。
　学部長時代一番の事件は入試ミスへの対応でした。受験生
に不利益を与えず、大学の名誉を傷つけず、いかに情報公開
を行うか。リスク管理の ABC を学びました。また法人化で
大学が不利益にならないか、教職員が損害を被らないか心を

砕きましたが、時代の波は全く学部の忖度を超えていまし
た。
　施設担当の副総長となり教養教育棟の改修など目白押しの
計画をいかに滞りなく実現させるか悩み、最後に鶴舞の基礎
研究棟、大幸の研究棟が改築され安堵しました。
　思えば学生時代は、教授会との交渉で「トイレに紙を付け
て」という要求を出すような、物もない時代でしたが、高度
経済成長とともに豊かな時代に入り、洗って使っていた器具
はいつの間にかディスポに代わっていました。しかし大学
は、目に見える施設や設備が変わっても、今後も変わらず若
者や社会に将来の夢と希望を与えるところと信じています。
　多くの経験を与えてくれた名古屋大学にあらためて感謝し
ます。

　大学人の使命は言うまでもなく研究・教育ですが、これら
に医学部の臨床教室ではさらに臨床（昨今では“収益を上げ
る臨床”）が加わります。名大で12年 6 カ月、その前の秋田
大学で 4 年、その前の東北大学にて16年半、合計33年の大学
勤務もこの 3 月で終わります。上を見ればきりがないのです
が、大学人としては合格点に十分達したと自分では思ってい
ます。
　私は30数年メラニンを生成する色素細胞（melanocyte）、
そしてその癌化した悪性黒色腫（malignant melanoma）
について研究を行ってきました。私自身が誇れる教科書的な
研究成果は 3 つあります。色素細胞や黒色腫細胞のマーカー
として現在利用されているチロジナーゼ関連蛋白 1 （TRP-
1、DHICA oxidase）は私が作成した単クロン性抗体により

発見されたこと。19８9年にチロジナーゼ遺伝子変異によっ
て眼皮膚白皮症が発症することを世界に先駆けて明らかに
したこと。そして名古屋大学において、2003年に遺伝性対
側性色素異常症の病因遺伝子が RNA 編集酵素の一つである
adenosine deaminase acting on RNA 1（ADAR1）遺
伝子であることを明らかにしたことです。そしてこれらの成
果を軸にして研究を広げてきました。もちろんこれらの仕事
は私が一人で行ったわけではなく、すばらしい共同研究者や
優秀な大学院生に恵まれた結果であり、これらの方々には感
謝しています。
　最後になりましたが、名古屋大学の益々の発展を祈念して
います。

　私は昭和46年に名古屋大学医学部を卒業し、大垣市民病院
で 1 年の研修とその後 2 年大垣市民病院内科で勤務した後、
名古屋大学医学部第二内科呼吸器グループ（第二研究室―責
任者；佐竹辰夫先生：現名古屋大学名誉教授）に帰局しまし
た。大学では慢性肺気腫、気管支喘息等の肺機能検査の実務
の一部を担当し、その後、主に気管支喘息について臨床・研
究を担当しました。テオフィリン製剤の薬物相互作用の検討
や新たな喘息治療薬としてのキサンチン誘導体の開発に、薬
剤部長谷川高明先生（現愛知医科大学教授）らとともに関わ
ることができました。さらに、研究室内外の先生方とで喘息
に関連した多くの研究成果をあげることができました。です
が、咳と痰の重要性にいち早く着目して研究を進めていた研
究室（現リウゲ内科名駅クリニック院長龍華一男先生指導）

にいながら、喘息の病態と考えられている気道炎症の存在を
示唆する喀痰中の細胞等の重要性に気づかなかったことが悔
やまれます。
　さて、私は、昭和50年 6 月に医学部第二内科助手、昭和57
年 9 月から平成10年 3 月まで同講師、平成10年 4 月からは保
健学科教授として、長く名古屋大学にお世話になりました。
　定年退職にあたり、元名古屋大学医学部第二内科教授佐竹
辰夫先生、元名古屋大学医学部第二内科講師龍華一男先生は
じめお世話になった皆様に心より御礼申しあげます。

退任に当たって

杉浦　康夫　　大学院医学系研究科教授

退職にあたり

富田　　靖　　大学院医学系研究科教授

定年をむかえて

髙木　健三　　医学部保健学科教授
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　「19歳の少年はひたすら泣く。人前では平気な顔を装って
いたが、夜、病室で一人になると涙があふれた。涙を“拭う手”
はない。流れ落ちる涙は耳の中に溜まっていく。中耳炎にな
るかと思うほど耳の中を濡らした。“ひたすら泣くだけ”そ
して泣き続けると、涙はやがて涸れて出なくなってしまうの
だと……絶望の淵から一人では這い上がることはできない。
家族、仲間、隣人、全てが立ち直れた理由からはずせない！」
ある頚髄損傷の方についての記事の抜粋である。胸に迫る一
文である。
　極限にある治療対象者に希望を与え、心身ともに、生活の
自立を支援することはリハビリテーション医療の使命であ
る。この一翼を担う作業療法は、単なる専門的な知識・技術
より人を思い遣る“優しい心”が優先される。まさに“隣人”

は作業療法士と解釈できる。作業療法学でいう「作業」は、
occupational を和訳したものであるが、「occupy」とは
時間や場所、また心を「何かで占める」という意味がある。
　1965年当時、我国の作業療法には、要請に応える人材はお
らず、作業療法の先進国である米国から指導者を迎えた。私
は米国留学で作業療法の理論と実践を科学的に研究し、高度
な専門知識を学び、金沢大学と名古屋大学でこの経験が、教
育・研究に生かされたと思う。医療技術者教育では百年余の
歴史と伝統を有する、名古屋大学に赴任し十年経過したとこ
ろで定年を迎えた。医療を担うリーダーとなる有為な人材育
成に携われたことを誇りに思う。

　学生時代から45年、その殆どの時間を名古屋大学で過ご
し、26年間の教員生活を経て定年を迎えることとなった。
　東山キャンパスの「教養時代」は教養部設置が一段落した
頃で、現在の中央図書館を中心とするグリーンベルトはむき
出しの赤土帯であった。今では、グリーンベルトの樹木は大
きく茂り、45年の変化を静かに示している。
　鶴舞キャンパスでは、「学園紛争」が多くの場合清算的に
語られるなかで、幾多の問題を乗り越えつつ、医学部構成員
全層による確かな改革が進められた。助手となり、病院検査
部門の神経生理分野を担当しながら、多くの人に支えられて
自律神経障害や睡眠と自律神経に関する臨床研究を進めるこ
とができた。
　大幸キャンパスでは、戦前の建物が使用されているという

教育環境から脱し、国立大学法人化の対応に迫られつつも大
学院を設置し、少子高齢化社会を迎える我が国の保健医療福
祉に関する広範な課題や、「チーム医療」実践に立ち向かう
ことができるような学問の場、人材養成の場の創立に係わる
事ができた。
　定年に際して、 3 つのキャンパスでの生活を懐かしく思う
と同時に、それぞれのキャンパスでお世話になった皆様に深
く御礼申し上げます。

　陽のあたる教育・研究の道を歩み続け、健康で定年を迎え
ることを喜んでいます。若い頃、「坂の上の雲」に描かれて
いるような青雲の志をもち、シカゴ近郊のノースウエスタン
大学に留学しました。この大学は材料分野では、全米で 1 、
2 位を争う有名大学です。恩師の J. B. Cohen 先生から第
一に学んだことは、プロフェッショナルな研究の仕方です。
それは、その時にできることは徹底的に研究し尽くし、他の
研究者の介入、批判を許さないという厳しい姿勢です。
　私の経験から、大学の先生は学生の「学問の世界の道標」
として重要な役割を担っていると思います。先生の社会的な
学問的評価と、その先生に対する学生自身の直接評価から、
学生は自分が学問の世界でどの程度の位置にいるのかを知り
ます。自分の位置が高ければ、自信に繋がります。

　高等研究院の教員として研究に没頭しましたが、今の私に
とり一番の誇りは、研究室から優秀な研究者が育っているこ
とです。難しい時代ですので、若い人達は研究に悩むかもし
れませんが、それに打ち勝って下さい。ノーベル賞クラスの
研究テーマが、石ころのようにあちこちに転がっているよう
な気もします。それを拾うため、たとえ不案内な研究領域で
も足を踏み入れて下さい。新しい研究を行う上で、国内外の
人的ネットワークも大切です。独自の哲学を持ち、個性豊か
な研究に挑戦して下さい。若手研究者、頑張れ！

定年を迎えて

田川　義勝　　医学部保健学科教授

定年に際して

古池　保雄　　医学部保健学科教授

若手研究者、頑張れ！

森永　正彦　　大学院工学研究科教授
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　1974年 ８ 月に名古屋大学工学部に赴任して来て以来、早い
もので35年半が経過した。最初の20年は古めかしい工学部 1
号館で過ごしたが、その間緑豊かな東山キャンパスの散策を
楽しむことができた。1995年からは鏡が池横の新 1 号館に移
り、名古屋の都心の高層化を眺めながら、PC に向かい考え
事をするようになった。21世紀になってからの東山キャンパ
スの発展を見るにつけ、世相の慌しさを横目によい時を過ご
させていただいたものだと感謝している。
　教育・研究で大学へ貢献したとは言いがたいが、最後の
4 年間は多くの方々のご支援により、環境安全衛生管理室
長としての重責を曲りなりにも果たすことができた。環
境報告書の作成に携わり、今日話題となっている“green 
innovation”というキーワードを逸早く実感してきた。た

だし、研究・教育における安全に関してはまだ全学の意識は
低く、環境安全衛生管理室の一層の充実と発展を要望した
い。
　最近は、若い研究者・技術者が育ちにくい環境になってい
るようで心配である。グローバル化の影響もあろうが、我々
が若かった時代と異なり、日本全体が若い人達に厳しい環境
にあるのは残念である。名古屋大学の若い人達には、このよ
うな閉塞感を打ち破り飛躍してくれることを期待したい。こ
れからは OB として、時に東山を逍遥しつつ、名古屋大学
の発展を見守ることができれば幸せである。

　私が名古屋大学に入学したのは、昭和41年 4 月であった。
5 月、教養部への通学路、現在の北部生協辺りに、白いカッ
ターを薄ピンクに染めるほど、つつじが咲いていた。以来、
学部学生、大学院生、学振奨励研究員、教務職員、助手、講
師、助教授、教授として44年間在籍した。 7 ヶ月間の文部省
在外研究員を除き、職業人として全ての期間を東山キャンパ
スで過ごした。まことに世間知らずの人生を送ったと言わね
ばなるまい。しかし、同級生から始まって後輩やがて指導生
と対象は変わっても、一貫して20代の若者と接することが
できたのは、教員として最大の喜びであった。加速器を使っ
た夜を徹しての中性子実験、京都大学・近畿大学・日本原子
力研究所の原子炉や臨界集合体実験装置を使った長期共同実
験、そして国内外の学会発表準備や卒業論文・修士論文・博

士論文の研究過程で闘わした熱い議論が、懐かしい顔と共に
浮かぶ。同時に「あの時、こう話しておけば、こう伝えてお
けば……。」との心残りが疼く。
　同じ年月を、名古屋大学サッカー部の選手、コーチ、監督、
部長として過ごした。勝利を目指して、若者と共に苦しみ、
怒り、叱り、喜び、泣くことが、私の心の支えであった。
　歩みの遅い私を、終始、暖かい目で見守り、導き、励まし、
支えて下さった、恩師、同僚、後輩の全ての皆様に、ありが
とう、そして、さようなら。

　昭和53年 3 月に名古屋大学へ赴任して以来、私の人生の半
分以上を名古屋で過ごしました。東大大学院ではキクの植物
ホルモン、博士取得後は、オーストラリア国立大学理学部科
学科でユーカリの植物ホルモンの生物有機化学的研究を行い
ました。名古屋では、並木満夫名誉教授、川岸舜朗名誉教授
という、素晴らしい指導者に恵まれ、また、多くのスタッフ、
共同研究者、職員の皆様、また、優秀な卒業生と共に、産学
連携も活発に行うことができ、充実した研究生活でした。
　特に、印象深いのは、19８4年に日本でスタートした「機能
性食品」研究の流れが世界的な流れとなり、“科学的な根拠
に基づいた”（Evidence-based）「機能性食品」の開発に
大きな貢献ができたことです。特に、酸化ストレス制御の基
盤的な研究アプローチは、われわれの研究室の最重要のテー

マであり、研究成果が世界的レベルで評価されたことでし
た。特に、最近では、一滴の血液や唾液、尿中に存在する「酸
化ストレスバイオマーカー」を利用した「抗体チップ」によ
る未病診断、食品機能性評価の開発を進め、2009年には、大
学発ベンチャー企業「（株）ヘルスケアシステムズ」社をスター
トさせることができました。今後も、ヒト臨床分野での機能
性食品研究に関与できればと願っておりますが、その展開に
は名古屋大学の果たす基礎研究の果たす役割は益々重要視さ
れることと確信し、今後の益々のご発展を期待しています。

東山逍遥

山根　　隆　　大学院工学研究科教授

あかあかとして、つつじさくみち

山根　義宏　　大学院工学研究科教授

定年退職を迎えて

大澤　俊彦　　大学院生命農学研究科教授
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　農学部の 4 年、同大学院の 5 年、1974年 4 月から1992年10
月までの環境医学研究所、その後の農学部・大学院生命農学
研究科教員として、45年を名古屋大学で生活した事になります。
　入学を歓迎してくれたのは、ベトナム北部へのアメリカ軍
の空爆（北爆）に抗議する全学ストライキで、2500名の学
生・院生の学内デモはこれが大学なのだ、という衝撃を残し
てくれました。授業に出るより、クラブの部屋に入り浸って
いる方が多く、「エンゲルス」にはまり、「白上謙一」や「川
喜田二郎」に熱をあげることもありました。大学院時代は論
文らしいものを 1 つも残せず、やっと研究らしいことを始め
てから気がついたのは動物を飼育することに才能があるので
は、ということでした。ニワトリに始まり、マウス、ラット、
スンクスの数10のミュータント育種と発生異常学、10種以上

の野生動物の実験動物化、野生動物資源探索での国内外での
フィールドワーク、畜産資源としてのシバヤギや口之島産野
生牛の繁殖集団の確立、そして常時2000匹以上の動物の飼育
を続けてきました。何よりもそれら多くの種と系統を多くの
研究者に利用してもらえたことが誇りになっています。それ
は熱情をもった学生、院生、職員、共同研究者の支えがあっ
たればこそ言えることです。
　自由闊達、勇気ある知識人の輩出という目標を実現するた
めには、総長はもちろん構成員個々の志がより高くは当然で
すが、自治組織である学生自治会、院生協議会、教職員組合、
科学者組織のより活発な活動がより求められています。これ
だけ長く生活させていただいた名古屋大学の寛容さ、そして
人と組織に感謝する次第です。

　名大入学（1965）以来、45年間を大学で学んだ。名大でお
世話になったのは、学生・研究員・教員として計24年である。
当時の教養部には、授業等に独特なスタイルの先生が多数お
られた。私は柔道に熱中し、若さに付随するさまざまな悩み
の中に生き、人生にとって重要で多感な教養時代を「友人と
自由と孤独」の中で自律的に送ろうともがいていた。
　大学の誕生は13世紀の初頭で、ボローニャ、パリ、オック
スフォードに創設され、８00年に及ぶ歴史の中で幾度も変転
を重ねてきた。大学は国家、教会さらには経済的な圧力に晒
され、これらの圧力により、一時的に停滞・沈滞したが、「知
の自律、視点の複数性、教育の機会均等、批判的精神」など
でしたたかに甦ってきた歴史を持つ（文庫クセジュ、大学の
歴史2009）。

　今、大学は「市場原理」の中で、かつてなかったほど「不
確かな世界」となっている。しかし、まだ打つ手が無くなっ
た訳ではない。なぜなら、大学そのものが「歴史的に、権威
への従属を断ち切ろうとする『知識人』をもたらした画期的
な存在」であり続けてきたからである。若者にとって、大学
は多様な経験を学べるかけがえのない場であり、知識人的生
活を体験できる唯一の場でもある。「社会全体に対する自覚
を持った、若くてしたたかで勇気ある知識人」の輩出を名大
に期待するのは私だけではない。45年間私を支えてくれたの
はこの「希望の大学」だったのだと今にして思っている。

　私は1971年 4 月に名古屋大学農学部附属生化学制御研究施
設で研究を頂くことになりました。上司の先生から頂いた
テーマは「光合成 CO2固定酵素（Rubisco）のサブユニッ
ト構造の機能解析」というものでした。サンプルはホウレン
ソウ、藍藻、光合成細菌と進化的に面白いものを広く使わせ
ていただきました。光合成細菌から Rubisco を精製するた
めに、30L のガラス容器を約10個使い、細菌を育てました。
これを重い遠心ローターで集菌し、4℃の低温室内でもくも
くと実験を行いました。すごい力仕事をしましたので、これ
までの自分に何か賞を与えるなら、この時の自分に「努力賞」
を与えたいと思います。
　講師になった時から、私は独立したテーマで研究をさせて
頂きました。その頃、熱帯林を伐採して、農業を続けている

と塩が土壌に浮き出るという現象が東南アジアで話題にな
り、「植物の塩ストレス耐性機構の解明」をテーマとしまし
た。さらに助教授、教授と、名古屋大学農学部にお世話にな
ろうとは、今でも信じられないほど名誉なことです。これは
一重に皆さま方の暖かい励ましと支えがあってのことです。
優秀な大学院生にも恵まれました。研究では新発見をいくつ
かすることができ、無事定年を迎えられることは、幸運以外
のなにものでもありません。
　39年間、本当にありがとうございました。

野生動物と実験動物と畜産動物の探索と飼育

織田　銑一　　大学院生命農学研究科教授

希望としての大学

宗宮　弘明　　大学院生命農学研究科教授

39年間ありがとうございました。

髙倍　鉄子　　大学院生命農学研究科教授
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　19８4年から27年間名古屋大学に在職しました。それを振返
ります。
　まず教養部に赴任しました。それ以前は多くの学生を相手
に講義をしたことがないので、慣れるのが大変でした。また
教育と大学の雑用に割く時間が多くなりました。これは家で
の用事の手伝いをあまりしないことによって、研究の時間を
減らさず、解決しました。もともと共同研究は主に外国で
行っていたので、その期間設定は講義のない時期だけにな
り、少し困りました。しかし共同研究は四六時中するのでは
なく、ある期間議論をし、問題を設定し、その証明方法を相
談し、名古屋に持ち帰り一人で研究しました。
　そのあと、教養部に慣れた頃、教養部がなくなりました。
それで理学部に移りました。ほどなく、その居場所もなくな

り、多元数理科学研究科に移りました。やっかいなことに、
この研究科は大きな問題を抱えていました。そして、思わぬ
巡り合わせで、その問題を解決するために、科長になってし
まいました。解消の方向付けはしましたが、過労で倒れ、一
年で科長はやめました。そのあと、教育と雑用のノルマを減
らしてもらい、研究のペースを落し、病気とつき合いながら
やってきました。そして定年を迎えます。
　退職後は研究のペースを上げます。

　私が45年前に入学した頃、グリーンベルト脇の楠木は直径
が10センチ位で高さは 3 メートルほどであったが、今では、
見違えるほどの大木になった。随分時間が経ったものだと思
うばかりだ。私は、大学院で数学の勉強をしたいとの思いで
理学部に入学したのだが、数学の研究者になれるなどと考え
た事はなかったし、まさかここで定年を迎える事になるとは
思いもよらなかった。
　当時、 1 、 2 年次は教養部に所属した。学部毎にクラスは
あったが担任制ではなく指導教官制であった。私は、数学の
白尾恒吉先生に指導教官をお願いした。先生は1８0センチ程
の長身で、柔道の有段者でもあり、授業はチョークが黒板の
上でつぶれる程の迫力であった。こんなことで、授業中は少
しも気が抜けなかったが、研究室を訪ねれば穏やかに対応し

てもらい、参考書を貸して頂いたりもした。学部に進級する
頃に、先生のアドバイスもあって、今の研究とは随分違うが、
シュワルツの超関数を用いた偏微分方程式の勉強を始めた。
そんな事で、溝畑　茂先生のもとで勉強をしたいと思い大学
院は京都大学に進学した。これで名古屋大学とは縁が切れた
と思っていたのだが、金沢大学、筑波大学を経て 9 年振りに
教養部に舞い戻り、定年を迎えるまで居てしまった。
　研究のきっかけを与えて頂いた白尾、溝畑両先生をはじ
め、数学する事の楽しさ・苦しさを教えて頂いた多くの先生
方に、ここまでこられたことに感謝したいと思う。

　ここ二十数年来、大学が置かれた環境を顧みると、二つの
大きな転機に思い当たります。ひとつは「設置基準の大綱化」

（1991年）であり、今ひとつが「遠山プラン」（2001年）の策
定とその具体化です。前者に謳われた「自由化」は単なるス
ローガンで、その実、教養教育の骨抜きがなされ、実利性と
効率性が最重視されるとともに、大学に自己評価を強いる官
僚支配の強化に矮小化されました。それに一層の輪をかけた
のが後者でした。とりわけ、経営手法による業績評価や競争
原理の導入という「新自由主義」の押し付けが、今日の疲弊
を招いた元凶であり、ひたすら増加し続ける書類作りと競争
的資金の偏重は、そうした動向の当然の帰結に他なりません。
　人文系の学問や基礎研究の本領は、既成の枠組みに囚われ
ることのない根源的課題を問うことにあります。それが、短

期の成果を求める査定に馴染まないのは言うまでもないこと
です。もともと大学（universitas）の原義は、教える者と
学ぶ者との同業組合であり、つまりは、何者にも阻害される
ことなく、自由闊達な討議を行うことを意味しました。自主
的で創造的な研究活動こそ、今日においてもなお、大学が担
うべき、最大の任務でもまた使命でもあるのではないでしょ
うか。そもそも危機に直面したときの鉄則は、存立の意義を
問い、すべからく原点に回帰することです。これからのみな
さんが、「研究」と「教育」の現場を託された者の矜持を胸に、
さらにいっそう健闘されることを期待して止みません。

名古屋大学での27年間

塩田　昌弘　　大学院多元数理科学研究科教授

恩師に感謝

三宅　正武　　大学院多元数理科学研究科教授

今こそ「大学（universitas）の原点」に立ち返るべきとき

柴田　庄一　　大学院国際言語文化研究科教授
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　自由闊達な学風を誇り、野依・益川・小林・下村諸先生な
どノーベル賞受賞者輩出の名古屋大学に就任してから、早く
も 3 年間過ぎようとしております。国際言語文化研究科の諸
先生方と事務の方々のお世話とご配慮の下で仕事をスムーズ
にすることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
　また、長年中国の北京で働いていたのと、全く違った体験
ができ、得るところが非常に多かったのです。そして、名古
屋大学で定年退職をさせてもらうことができまして嬉しく思
うと同時に光栄にも思っております。
　任期中、研究らしい研究はしなかったものの、多元文化の
魅力を十分満喫したつもりでいます。また、全学科目の中国
語教育を担当して、たいへん有意義でした。いろいろな原因
で、中日両国民の間には、わだかまりがまだあって、うまく

いくかと心配でした。そのため、学期毎の学生アンケートの
自由記載欄の学生たちの書いた意見などを興味を持って読ん
でいました。「中国に行きたくなった」「中国語が好きになっ
た」「中国や中国語に興味を持つきっかけとなった」「先生じゃ
なかったら、確実に挫折していた。先生は名大に必要だ」と
かの内容にすっかり感動・感激してしまいました。これを力
に、これを励ましに、これから、中国に帰っても、両国民の
相互理解のためにもっと頑張りたいと思っています。

　平成19年度から 3 年間、「実務家教員」として、みなさん
の仲間に入れていただきました。貴重な経験でした。私自身
は自分のことを勝手に Journalist-in-Residence と自称し
てきました。「大学駐在のジャーナリスト」とでも訳せばい
いでしょうか。米国務省やホワイトハウスで一緒に取材した
米国人記者たちが今そんな肩書きで米国の大学で活躍してい
ます。司馬遼太郎は「サラリーマンは社長を目指すが、記者
は一体何になるのか」と問いましたが、私は「生涯一記者」
です。在職中、取材・執筆も続けました。一昨年には「朝鮮
半島有事の際、事前協議なしの在日米軍出撃」を認めた密約
文書を米国出張で発掘し、「大学発のスクープ」と銘打ちま
した。退職後はもっと取材・執筆に打ち込みたい、と楽しみ
にしています。

　さてジャーナリストに必要なものとは何でしょう。見識と
アクセス、だと私は思います。見識があっても、政府などの
取材先へのアクセスがないと取材ができません。しかし、今
の日本のジャーナリズムはアクセスを過剰に重視し、報道の
意義など問わず「特ダネ」をと奨励しています。歴史観も世
界観も哲学もなく、目先の特ダネを追っていると社会は堕落
し、メディアは廃れます。見識を磨く、という意味で、本学
に在籍できたのは幸せでした。骨太のジャーナリストを育て
る夢は未完ですが、志願者が 3 倍増になったメディアプロ
フェッショナル論講座のこれからに期待したいと思います。

　フランス留学中に語学センターへの就職が決まり、それか
ら35年間、研究者としてフェミニズムやジェンダーの研究
に、教育者として主にフランス語教育に携わってきた。時間
の配分が自分のペースで行えたので、子供ができた時、保育
園探しに苦労したとはいえ、研究と子育てが同時にでき、全
く素晴らしい職場であったと感謝している。
　語学センターは、総合言語センター、言語文化部、国際言
語文化研究科へと変化してきた。大学院発足から数年後には
研究科長がジェンダー論講座開設に向けて尽力くださり、開
設が決定された時、東京へ出張していた私の携帯にその喜び
の連絡を下さったことを、今でもよく覚えている。2001年に
は名大で男女共同参画推進のためのワーキンググループがで
き、その一員となり、他研究科の優秀な女性教員の方々と知

り合い一緒に仕事ができたのも、大変嬉しいことだった。そ
して男女共同参画推進の政策を推し進める中で、それまで
は“権力”を批判する立場から物事を考えていた私が、いわ
ば“権力側”に移行したために、政治とは、政策の推進とは、
このように成されるのだという貴重な体験をすることができ
た。そして“権力”も時には必要であることを実感した。
　就職した頃、女性教員はほとんどいなかった。今では国際
言語文化研究科の 3 割近くが女性教員である。名大に新たな
保育園もできた。35年。隔世の感を禁じ得ない。後輩女性た
ちの活躍を願わずにはいられない。

名古屋大学での三年間

秦　　明吾　　大学院国際言語文化研究科教授

「実務家教員」ことジャーナリストとして

春名　幹男　　大学院国際言語文化研究科教授

35年間を振り返って

松本　伊瑳子　　大学院国際言語文化研究科教授
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　ロマン派詩人ワーズワースが大学在学中に友人と二人でア
ルプスへ徒歩旅行に出かけたとき、スイスからイタリアに入
る途中、シンプロン峠を越えることになる。険しい山道を歩
いていく間に道に迷ったのではないかと不安になり、偶然通
りがかった農夫に尋ねると、気がつかないうちに「すでにア
ルプスを越えてしまっていた」（『序曲』）ことが分かる。退
職を間近にひかえて、どういうわけかこのエピソードがよく
脳裡に浮かぶ。
　名古屋大学にお世話になって以来、33年もの歳月が流れ、
優秀な学生・同僚・職員の方々に恵まれて、どちらかといえ
ば平穏な教員生活を送ることができたことに心から感謝した
い。そのお陰で、在職期間中に 3 冊の著書と15冊の翻訳書を
刊行することができたが、今になって実感することは、まだ

峠には近づいてさえいないのではないか、ということであ
る。ヨーロッパ文化史の裾野の広さゆえであろうか、研究対
象はつねに「分散と集中」を繰り返しながら変容してきた。
峠を近くに感じることもあったが、しばらくすると別の理由
から遠くに退いていく。特に平成15年の大学院重点化と平成
16年の法人化以降の研究科中期計画・中期計画に関わるよう
になってからは、峠など何処にも見えなくなってしまったよ
うな気がする。退職を迎えて少しは余裕のある日々が見えて
きたこの頃であるが、もう一度本道に立ち返り、着実に「シ
ンプロン峠」を越えていきたいと願っている。

　現在、環境問題、とりわけ気候変動などの地球規模の環境
問題が世界的な重要問題となり、多くの大学で環境という語
を冠する学部・学科、研究科・専攻や研究所が存在していま
す。私の学生時代－1960～70年代－を想い起すと隔世の感が
します。
　大学院博士課程時代は、非平衡系の熱・統計力学を勉強し
ていたのですが、ローマクラブの「成長の限界」報告書に触
れてから、自然と人間が一体として織り成す複雑系のシステ
ム・ダイナミックスに興味を持ち、それが現在まで一貫した
自分の興味の中心となっています。大学院修了後、設立間も
なかった環境庁に入り、14年余を国、地方、国際機関での環
境政策に従事しましたが、経済官庁や産業界の抵抗も強く、
逆風の時代でした。

　40過ぎに九州大学の招きを受けて大学教員に転身し、2000
年に名大に移りました。若いころ得意だったつもりの数学な
どが全然できなくなっており、勉強やり直しの毎日でした
が、行政で得た経験や知識を教育研究に活かすことができた
とすれば結果としてはよかったかと思っています。環境に光
が当たる現在、心配するのは「環境学栄えて環境滅ぶ」の事
態です。
　最近痛感するのは、日本の大学の国際化の遅れと、学生に
見られる内向き思考です。名大が、世界中の学生を強く惹き
つける大学に発展することを期待しています。

　「無事定年を迎えられおめでとうございます」名古屋大学
に移り来て19年、先輩の先生方がこの言葉で送られるのを見
るたびに「何がおめでたいものか！あの先生はもっともっと
研究したいはずなのに ･･･ かわいそうに」と思って来た。自
分が定年を迎える今、この定式化された言葉にもううーんと
納得させられる点が見えて来た。自分の能力（効率）と意欲
の低下である。最先端（今流行でなく）にいるワクワク感が
少なくなって来た。そうか、あの言葉はなぐさめの言葉だっ
たのだ。
　前任の国立研究所になかった事は、頑張る学生の存在であ
る。セリウム同位体、岩石風化の構造規制、安定同位体分別、
学生からのあおられとワクワク感の共有が研究を進める大き
な原動力となった。外国から来てくれた多くの研究員や学生

達も、生きた世界の文化を伝えてくれた。ああ、彼の地へ行っ
てみたい、そんな思いも度々であった。やはり大学は文化の
坩堝なのだろうか。
　心残りは、学生に「論文を書く」事を口酸っぱく教えたり
実行しなかった事である。着任当初は「◯◯理学部長と松田
聖子はどちらが偉いか」などという話しもよくさせてもらっ
た。第 2 次安保時代に学生だった名残であろう？
　で、私はこれから何をやるか？まだまだ面白いバクチがあ
る。もっとその先を見たい。あきらめの悪さが今日の本心で
ある。

退職を迎えて

吉村　正和　　大学院国際言語文化研究科教授

環境問題と環境学の今昔

井村　秀文　　大学院環境学研究科教授

定年雑感

田中　　剛　　大学院環境学研究科教授
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　1965年に名大の土木工学科に入学し、米国に 4 年、スイス
やデンマークで都合 1 年半程過ごした外は、生活の基盤がほ
とんど名古屋大学であった。関東、関西に近い地の利もあり、
生活しやすく、その上、先生や後輩、学生さんに恵まれて幸
運な研究生活を送ることができた。まずは感謝したい。
　学部、大学院で鋼橋の疲労の研究を始めたが、違った勉強
がしたくて米国に留学した。そこで与えられたのが橋の疲労
であった。のめり込んでみるとけっこう奥が深くて面白く、
私の研究の柱の一つとなった。大学に戻った後、鋼橋の実務
につながる研究を意図して、国内研修の道を模索したが、省
庁の壁が高くて果たせなかった。そこで、日本学術振興会の
長期研究員に申請して、情報の交差点であるスイスで研修し
た。この経験はその後の研究に大いに役立った。人生、何が

幸いするか本当に分からない。
　日本のインフラは、戦後に駆け足で整備されたものが多
く、それらが老齢化し、社会問題化してきた。長寿命化を意
図した橋の補修・補強に関して、道路管理者に助言する機会
が増えた。研究と実務の格差、この社会の複雑、怪奇な仕組
みに驚かされたが、希望した道でもあったので、全力投球で
取り組んだ。せっかちな性分の私には、改善の取組みは決し
て早いと思えないが、少しでも前向きな動きならよしと考え
ることにした。退職後も、もう少し橋の長寿命化に貢献した
い、と考えている。

　タイトルに示していますように、三菱重工における30年の
技術者生活を経た後、私立大学での 3 年間を経て名古屋大学
のお世話になりました。名古屋大学に来てからの 6 年間は、
それこそあっと言う間でした。大学の「しきたり」にも少し
慣れ、世話する学生の数がピークに達したと思ったら、もう
定年を迎えることになりました。
　タイトルの「制御とともに……」とありますように、まず
会社においては、幾つかの航空宇宙機の飛行制御システムの
開発に関わりました。生来の「新し物」好きもあって、常に
最新の制御理論の応用に取組み、それなりの成果が出たよう
に思います。しかしながら、技術者としての生活を終える段
階で、制御系における安定余裕の限界の見極めという課題が
脳裏から離れることはありませんでした。私が大学に移った

時期は、1990年代に始まる H 無限大制御理論で代表される
ロバスト制御理論の著しい発展後に線形制御理論関連の研究
者が著しく減少した時期と重なっており、若干寂しい思いを
しました。
　研究者としては、力不足を否めない私でしたが、上記の問
題に取り組み、この 6 年間である程度、問題解決の糸口を見
出したような気がします。こうして、私のまわりの教職員の
方々や学生皆さんの力添えで、なんとか大学生活を無事終え
ることが出来そうです。
　皆様、大変ありがとうございました。

　1965年に入学以来、学生、教員として計45年間を名古屋大
学で過ごしてきました。人生の ８ 割弱の期間を一所に留まっ
て過ごし、“井の中の蛙”であり、グローバル化が求められ
るのに、これでよかったのかと振返る思いです。玉が埋まる
という浜辺にいき、それを探そうと砂を掘り返しているうち
に、探すべき玉の特徴（研究目的）が変わって再チャレンジ
を繰返す内に、“もう時間だよ”と言われ、周りを見渡して
みるといつの間にか暗くなっているのに気がついたような今
日この頃です。人に誇るべき立派な玉を探せたか忸怩たる思
いです。十年一日のように研究・教育を惰性で続けてきまし
たが、この 4 月より新たに自分を見直せるいい機会かと考え
ています。
　ただ、無事に定年を迎えることができたのは恩師を始めと

して同輩、後輩、学生、関係する方々のお陰と深く感謝して
います。
　45年ほど前は日本の高度経済成長期で産業界も拡大を続け
ている時代でしたが、今は亡き恩師の K 教授は日頃“日本
の産業成長もいい加減にしなければならない。知足が大事だ
よ”と言っておられ、現在の環境破壊、公害を既に予見され
ていたようです。私は以来“足るを知る”をモットーとして
生きてきました。後輩からはゼミを通して物性、情報技術に
関する新たな知識を吸収させてもらいました。研究者にとっ
て大きな仕事のテーマ選定で、学生と話し合ううちに微細加
工、知能化応用技術に独創的な視点を得たのも度々でした。

橋の長寿命化の研究で社会にお返しを

山田　健太郎　　大学院環境学研究科教授

制御とともに歩んだ30＋9年

髙濵　盛雄　　大学院情報科学研究科教授

定年を迎えるにあたって

森　　敏彦　　大学院情報科学研究科教授
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　私は、『給食を知らない子供』世代です。私の入学時に給
食もなくなり、卒業後、給食が再開されました。ですから『昼
ご飯は自宅で取る』が原則で、お弁当持参の場合は事前届け
と共に中身のチェックも行われました（欠食児童をなくすた
めでしょうか？）。
　そういう状況の 5 年生のあるとき、先生が弁当をチェック
して席に戻り、自分の弁当を私共に見せ、こう言われました。

「私は、働き稼ぎを得ている人間である。君たち生徒は、働
いてもいず、稼いでもいない。働いている先生ですら、この
ように麦ご飯のお弁当である。働いてもいない君たちの中に
白いお米のご飯を持ってきている人がいる。以後稼げるよう
になるまで、白いご飯は持ってこないように。」そのとき私
は白いご飯の弁当を学校に持ってきていました。家では押し

麦の入った麦ご飯を食べていたので、先生の一言はとっても
重かったが何故か理由がわかりませんが、『働いているあい
だは、お米のご飯を食べよう』と決心してしまったのです。
　20年程前名大に赴任してきて、名大生協で食事をしたと
き、白くお米としか見えないご飯を一口食べた瞬間私の口が
そのご飯を拒否したのです。健康のために数％麦を入れてい
ますとのこと、名大生協の食事は残念ながら、私の決心には
反するもので、私には食事をとるところではなくなってしま
いました。
　この決心もやっと消える瞬間が来てしまいました。健康の
ために麦ご飯も食べよう。

　私は、教育学部附属高等学校 2 年（1963年）から、東山キャ
ンパスに通っていますから、約半世紀をここで過ごしたこと
になります。医学部を卒業した後は、 4 年間静岡の病院に勤
務しましたが、1975年からは環境医学研究所で心電図・不整
脈の基礎研究を行うようになりました。当時は心臓の細胞電
気生理学が脚光を浴びており、私も心筋活動電位の観察に明
け暮れる毎日でした。研究所は東山キャンパスの最も奥まっ
た位置にあり、自然の木立に囲まれたすばらしい環境です。
梢の蕾と小鳥のさえずりに春の訪れを感じ、満開の桜に行く
春を惜しむ。輝くような若葉に夏の訪れを、そして降りしき
る落ち葉に冬の訪れを思うことができました。その後、助教
授を経て教授に就任（1993）しましたが、四季の移ろいを味
わうよりも、日々の業務に追われるようになりました。大学

は法人化（2004年）された頃から、競争原理が全てに優先し、
目に見える数値で常に成果を出すことを求められ続けていま
す。その一方で、教員が瑞々しい感性で、研究・教育に携わ
ることが難しくなってきています。未知の世界にチャレンジ
し、情熱が情熱を生み、感動が感動を呼び起こす大学本来の
気風が、世代を超えて受け継がれてゆくことを祈念いたしま
す。長い間、私を支えて下さった多くの先輩の方々、友人、
後輩の皆様に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

　前任地の京都から名古屋に転任したのが197８年でしたから
30年以上を名古屋大学で過ごしたことになります。何事にも

〈良いことばかり、悪いことだらけ〉ということはありませ
んが研究所にいたということは、どう考えても良いことが多
かったとしか言いようがありません。研究所というところは
極言すると〈ふんだんな時間〉と〈自由な決断〉を基本とし
た生活が可能なところです。教育の比重は極めて少なく、人
にもよりますが会議にかける時間はかなりの程度自分自身で
コントロールすることができます。残った時間は研究とそれ
を実行する為の研究費や資源を確保することと論文や原稿を
書くだけの単純な構図でした。この時〈研究〉を〈仕事〉と
考えるかどうかは大きな問題です。研究は面白いのが身上で
嫌な研究だとか強制されてやる研究なんていうのはちょっと

考えにくいものです。しかし研究に付随する〈仕事〉という
ものはあります。科研の申請書作製や査読を含めた各種の審
査などのサービス業務などがそれにあたりますが、これらは
研究活動のインフラと言えます。面白いことには熱中するこ
とになりますが一日の時間の大部分をそれに当てると残りは
緊張解消の為の何らかの作業（？）とあとは良質な睡眠にな
ります。これも単純な構図です。結局、名古屋大学で過ごし
た時間は極めて単純かつ明快なものでした。このことについ
ては「感謝」以外の言葉はありません。

これで麦ご飯が食べられる！

森　　昌弘　　大学院情報科学研究科教授

東山キャンパスの47年

児玉　逸雄　　環境医学研究所教授

どこまでが研究でどこからが仕事か

古賀　一男　　エコトピア科学研究所教授
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　昭和40年に名古屋大学医学部へ入学以来、45年間、名古屋
大学にお世話になりました。医学部副手、留学、医員を経て、
昭和54年に総合保健体育科学センターへ着任しました。当初
は消化器病特に膵臓病の研究を続ければよいといわれていた
のですが、センターが独立大学院を目指していた時期でもあ
り、センター特有の研究展開が必要だということで、専門を
生かして運動と消化管機能の関連について研究するようにな
りました。
　また、東山キャンパスでは他分野の方々と共同研究をする
ことができました。例えば、工学系の人たちと企業を交えて
呼気や皮膚からの VOC を測定して病気の診断に役立てると
いう、本来の興味とは違った方向へも進むようになりまし
た。現在でも、この方面の研究は進行中ですし、将来最も役

に立つ研究になるかもしれません。
　研究以外には、学生・職員の健康管理を担当し、また、セ
クハラ相談所に引き続き、ハラスメント相談センターの業務
も行ってきました。早くから運用定員をお願いしてきたので
すが、やっと年俸制職員が配置され、一歩前進と考えていま
す。健康管理やハラスメントあるいはメンタルヘルスなどの
支援組織は名古屋大学にとって、なくてはならないもので
す。運営には人と予算が必要ですが、残念ながらそれを反映
する明確な評価基準がありません。長らくこれらの支援業務
に携わってきた者として、今後とも、学内の皆様のご理解と
ご支援をお願いします。

　学生時代に登山を始めたことがきっかけで環境や体力に関
心を持つようになり、エンジニアになるという当初の進路を
変更して体育科学の研究室に進みました。そして、故松井秀
治教授に声をかけていただき、名古屋大学で34年半に渡って
体育（現・健康スポーツ科学）を担当することになりました。
最初の数年間は環境医学研究所にあった日本最高レベルの低
圧室を利用して、ヒマラヤの高峰を目指す多くの登山隊の高
所トレーニングを兼ねた実践研究を行いました。今もご健在
の御手洗玄洋先生と森　慈夫先生には大変お世話になりまし
た。
　また、当時中京大学におられた故朝比奈一男先生のご紹介
で国立極地研究所とも関係を持つことができ、第23次南極越
冬隊員として貴重な体験を積むことができました。帰国後、

先輩教授を通じて名古屋市の保健所での運動指導を頼まれ、
断りきれずに引き受けたのですが、その後高齢化社会が一段
と進み、運動の重要性が飛躍的に増したことで、いつのまに
か中高年者の健康づくりが自分の本業となってしまいました。
　授業の面では、自分が体育へ進むきっかけとなった登山の
経験を生かしてスキーやトレッキングの授業を行い、受講生
と一緒に自分も十分に楽しませてもらいました。最後の数年
間はトレッキングの授業のおかげで、名大構内に貴重な自然
が多く残されていることにも気付くことができました。偶然
と人との出会いに負うところの多い、楽しい名大生活でした。

　センター設立半年後の1999年10月、教授として多国籍企業
から転職して以来、10年余の間、とてつもなく忙しく、また
楽しく過ごさせていただいた。それまで開発途上国へは農薬
開発でよく訪ねたが、赴任後は、開発問題で訪ねることに
なった。学生時代、ベトナム戦争反対運動に加わったが、そ
れ以上何も出来なかったことに責任を感じていたので、イン
ドシナ半島諸国の農学系大学の教育強化に取り組んだ。特に
この戦争が引き金になって起きたポルポト政権による知識人
の大量虐殺の影響が深刻なカンボジアを重点に、王立農業大
学の教育改革、大学院修士・博士課程の設立に協力してき
た。その時の弟子が昨年新設されたカンボジア初の総合大
学、バッタンバン大学の学長に抜擢され、うれしい限りであ
る。2006年からは、カンボジア農村でお酒造りを中心に農産

物加工産業振興に取り組み、昨年12月に市販のめどをつける
ことができ、私の卒業に間に合うことができた。
　開発途上国は文明では差があるが、文化に関しては全く先
進国と同等いやそれ以上である。東南アジアの食文化はアメ
リカやイギリスのそれよりはるかに豊かといえる。どちらが
野蛮な国かは、イラク戦争が教えてくれた。今、若者は外の
世界に目を向けようとしない傾向がある。私は言いたい、「若
者よ、ケータイを捨て、世界にでよう！」と。「名古屋大学
から Nagoya University へ」を担う若い研究者、学生諸君
に期待する。

定年退職を迎えて

近藤　孝晴　　総合保健体育科学センター教授

定年を迎えて

島岡　　清　　総合保健体育科学センター教授

開発途上国の農学・農業問題に取り組んで

松本　哲男　　農学国際教育協力研究センター教授



記事 月日 新聞等名

1 第65回国民体育大会冬季大会 愛知県選手団：富田 希さん、河野 元さん本学学生（スケート競技フィギュア 成年
男子）

� 1.16（土） 朝日（朝刊）

2 公開シンポジウム＆実演「花祭りの過去・現在・未来」開催：16、17日 佐々木重洋文学研究科准教授は「花祭り
を歴史的、地理的、文化的に広い視野からとらえ、全国に共通する伝統文化の諸問題を考えることができた」と話
す

� 1.17（日）

� 1.18（月）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）
毎日（朝刊）

3 山中佳子環境学研究科准教授はハイチ大地震について地震波や余震分布から断層のずれた距離を推計する � 1.18（月） 日経（朝刊）

4 現代日本誤百科（190）：「照明を消灯する」町田 健文学研究科教授 � 1.18（月） 中日（朝刊）

5 レーザー：石川孝司工学研究科教授は冷間鍛造の精度を向上させる技術を研究し「ソフトの活用を広めて日本全体
の技術力の底上げに役立ちたい」と話す

� 1.18（月） 日刊工業

6 名大サロンの主役：犬塚修一郎理学研究科教授が「宇宙の進化と天体形成論」と題して講演 � 1.19（火） 中日（朝刊）

7 訃報：楢崎彰一本学名誉教授 � 1.19（火） 日経（朝刊）
他４社

8 現代日本誤百科（191）：所得制限を「年内撤廃」町田 健文学研究科教授 � 1.20（水） 中日（朝刊）

9 法学研究科長・法学部長に鮎京正訓同研究科教授が、情報科学研究科長に大西 昇同研究科教授が選出される � 1.21（木） 読売

10 私の視点：地方の「足」住民を担い手に作り出そう 加藤博和環境学研究科准教授 � 1.21（木） 朝日（朝刊）

11 現代日本誤百科（192）：「鍵をなくされることが頻発しています」町田 健文学研究科教授 � 1.21（木） 中日（朝刊）

12 本学大学院で読売新聞特別講座「新聞社のメディア戦略」が開催される 参加したオドンフ・ムンクセイハンさん本
学大学院生は「新聞業界がオンラインメディアの欠点を改善していけば新しいビジネスモデルを開拓できるのでは
ないか」と話す

� 1.21（木） 読売

13 本学が実施したアンケート調査の結果、東海の航空機関連メーカーでは高い技術力・開発力をアピールする交渉力
を持つ人材が不足し、海外の大手航空機メーカーなどとの取引拡大のネックとなっていることがわかる また、人材
育成のための講師人材の不足も課題となっていることがわかる

� 1.21（木）
� 1.23（土）

読売
日経（朝刊）

14 シンポジウム「企業・大学から見た『都市と生物多様性』」開催：21日 林 希一郎エコトピア科学研究所教授が講演 � 1.22（金） 毎日（朝刊）

15 本学で１月８～10日に開催されたシンポジウム「反乱する若者たち─1960年代以降の運動・文化」の内容が紹介さ
れる シンポジウムを企画した坪井秀人文学研究科教授は「68年を今日につながるものとしてとらえ、特に学生、教
員の在り方を問い直したいと思った」と語る

� 1.22（金） 朝日（夕刊）

16 本学は新型インフルエンザで受験できなかった人に対する追試験は行わないことに決定 � 1.23（土） 朝日（朝刊）
他３社

17 環境医学研究所所長に村田善晴同研究所教授が再任される � 1.23（土） 中日（朝刊）

18 老年学：不安 目の前にこそ 井口昭久本学名誉教授 � 1.23（土） 朝日（朝刊）

19 近現代史研究会例会開催：30日 浅野麻衣さん本学大学院生が報告 � 1.23（土） 中日（朝刊）

20 現代日本誤百科（193）：困難な「選択肢に迫られる」町田 健文学研究科教授 � 1.25（月） 中日（朝刊）
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本学関係の新聞記事掲載一覧［平成22年１月16日～２月15日］

　理学部地球科学教室の助手として赴任したのが1979年 4 月
なので、ちょうど31年間名古屋大学でお世話になりました。
この間、2000年に新設の大学博物館に移ってからは、“博物
館”という既成概念にとらわれず名古屋大学らしさをどう
やって出すかを考えて、組織の立ち上げと整備に全力投球し
ました。その結果、ミューズセラピー（Musetherapy）と
いうコンセプトに基づく博物館コンサート、野外観察園とセ
ミナーハウス、東山キャンパス全体をキャンパス・ミュージ
アムにする構想などは実現しましたが、残念ながら当初から
の夢であった新館はできませんでした。
　担当した展示で最も印象に残っているのは、2001年の特別
展『野依良治 - ノーベル賞への道』です。「キラル触媒によ
る不斉反応の研究」というノーベル化学賞の理解に悪戦苦闘

しながら、野依先生に提供してもらった写真を使って、 3 週
間で展示パネルを完成させました。振り返ってみると、当時
はまだ少し若く馬力があったのだと思います。野依展の最終
日には、スウェーデン産花崗岩で造ったノーベル賞記念碑の
除幕式とアスナロの記念植樹が博物館の前庭で行なわれまし
たが、それがついこのあいだのように思われます。この2001
年の経験が200８年の小林・益川・下村 3 博士のノーベル賞展
示に大きく役立ちました。博物館在職の10年間に、 2 度の
ノーベル賞展示を始めとする様々なイベントを開催すること
ができたのは幸運でした。暖かいご支援を下さった学内外の
多くの方々に心からお礼申し上げます。

博物館での１0年

足立　　守　　博物館教授



記事 月日 新聞等名

21 藤田耕史環境学研究科准教授は「ヒマラヤ氷河が後退しているのは事実だが、2035年になくなるほど消失スピード
は速くない」と話す

� 1.25（月） 日経（朝刊）

22 本学は「大学ブランド・イメージ調査2010（東海編）」で前年に引き続きトップとなる � 1.26（火） 日経（朝刊）

23 国際フォーラム「生物多様性の恵みと経済の新たな仕組み」開催：２月20日 安成哲三地球水循環研究センター教
授、林 希一郎エコトピア科学研究所教授、林 良嗣環境学研究科教授がパネリストとして参加

� 1.26（火） 朝日（朝刊）

24 上田 実医学系研究科教授はインプラント治療の課題について語る � 1.26（火） 中日（朝刊）

25 現代日本誤百科（194）：「突然悲しい」町田 健文学研究科教授 � 1.27（水） 中日（朝刊）

26 現代日本誤百科（195）：「教育が鍵な気がする」町田 健文学研究科教授 � 1.28（木） 中日（朝刊）

27 文学研究科長・文学部長に羽賀祥二同研究科教授が選出される � 1.28（木）
� 1.29（金）

中日（朝刊）
読売

28 西澤泰彦環境学研究科准教授は、20世紀の建築物の保存を訴える国際学術組織「DOCOMOMO」日本支部の委員を
務め、同組織が愛知県立芸術大学の校舎の保存の要望を出したことについて「耐震補強などは現在のままでも可能
で、一時の不都合を理由に建物が壊されるのは大きな損失」と話す

� 1.28（木）
� 1.29（金）

毎日（朝刊）
読売

29 博物館講演会「海からのメッセージ－漂着クジラが語ること－」開催：２月18日 � 1.29（金） 読売

30 故・楢崎彰一本学名誉教授への追悼文を愛知県陶磁資料館館長補佐�井上喜久男氏が寄稿する  � 1.29（金） 中日（夕刊）

31 伊藤素行高等研究院特任准教授らの研究グループ 神経幹細胞から神経細胞を生み出すたんぱく質の仕組みについ
て解明

� 2.� 1（月） 朝日（朝刊）
他４社

32 福田敏男工学研究科教授、中島正博同助教ら 培養液の蒸発を抑制し、操作性もよい細胞培養・解析用機器を完成 � 2.� 1（月） 日刊工業

33 現代日本誤百科（196）：「見ず知らずの果物」町田 健文学研究科教授 � 2.� 1（月） 中日（朝刊）

34 備える：田所敬一環境学研究科准教授は地震の体験施設の目的と役割について語る � 2.� 1（月） 中日（朝刊）

35 本学の女性研究者支援事業の一つとして結成された理系女子学生の団体「あかりんご隊」の活動が紹介される � 2.� 2（火） 中日（朝刊）

36 国際言語文化研究科「メディア社会の近未来」プロジェクト第１弾 佐藤 優氏講演会開催：９日 � 2.� 2（火） 中日（朝刊）

37 現代日本誤百科（197）：驚いて「腰がくだけた」町田 健文学研究科教授 � 2.� 3（水） 中日（朝刊）

38 博物館 恐竜と翼竜、魚竜などの化石標本を約100点購入 恐竜、翼竜、魚竜３種類の化石をそろえるのは国立大学
では初めてとなる 生物多様性条約第10回締約国会議に合わせ夏頃から順次一般公開する予定

� 2.� 3（水） 毎日（朝刊）

39 国公立大学の出願が締め切られ、本学前期日程全体の志願者は4946人、倍率2.9倍となる � 2.� 4（木） 読売
他４社

40 医学部附属病院長に松尾清一同院長が再任される � 2.� 4（木） 読売
中日（朝刊）

41 杉浦伸一医学系研究科医療システム管理学寄附講座准教授が企画した急性心筋梗塞患者の救急搬送先を速やかに決
める「急性心筋梗塞システム」の実証実験が５月から３ヵ月間行われる 同准教授は「患者が適切な病院に運ばれ、
費用もほとんどかからない。簡単に導入できるので、名古屋から全国にシステムを広げていきたい」と話す

� 2.� 4（木） 中日（朝刊）

42 医学部附属病院東海がんプロフェッショナル養成プラン市民公開講座開催：３月６日 黒柳佳代医学部附属病院看護
師、安藤雄一医学部附属病院准教授が講演

� 2.� 5（金） 中日（朝刊）

43 毛利佳年雄本学名誉教授と臨床研究情報センター長�福島雅典氏は水を磁化した「磁化水」を作製し、独自開発の高
度な磁気センサーで磁化現象を計測することに成功

� 2.� 5（金） 日刊工業

44 訃報：雨宮好文本学名誉教授 � 2.� 6（土） 中日（朝刊）
他３社

45 川合伸幸情報科学研究科准教授と東山哲也理学研究科教授が日本学術振興会賞を受賞 � 2.� 6（土） 日刊工業

46 藤田耕史環境学研究科准教授は、北海道大学が人工衛星の軌道データを活用して算出したヒマラヤの氷河の減少量
について「険しい山岳地帯での現地調査は難しく、氷河の減少量を示した意義は大きい。一部の氷河の現地調査で
は年50～60センチの勢いで減っており、今回の結果はおおむね妥当だ。」と話す

� 2.� 6（土） 毎日（朝刊）

47 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授は外国人参政権問題について語る � 2.� 7（日） 中日（朝刊）

48 学生マンション事業セミナー開催：13日 杉山理事が講演 � 2.� 7（日） 中日（朝刊）

49 第64回名岐駅伝：陸上部は大学勢トップの11位となる � 2.� 8（月）
� 2.� 9（火）

中日（夕刊）
中日（朝刊）

50 西脇公俊医学系研究科教授は麻酔科医が不足していることについて「名古屋大学では20年前からすべての麻酔を麻
酔科医がやっているが大病院でも簡単な麻酔は外科医がやっているところがある。中小病院だともっと多いはず」
と話す

� 2.� 9（火） 中日（朝刊）

51 佐々木重洋文学研究科准教授は、エスニックアートが新しい表現を求める先鋭的な芸術家を刺激する理由を分析する � 2.� 9（火） 中日（朝刊）

52 現代日本誤百科（199）：事件が「衝撃を与え続けている」町田 健文学研究科教授 � 2.� 9（火） 中日（朝刊）

53 小野耕二法学研究科教授が名古屋市政の「政権交代」について語る � 2.� 9（火） 朝日（夕刊）

54 春名幹男国際言語文化研究科教授退官記念講演・シンポジウム開催：12日 � 2.10（水）
�
� 2.13（土）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）
中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

55 現代日本誤百科（201）：「ソフトウエア」町田 健文学研究科教授   2.11（木） 中日（朝刊）

56 中村二郎医学系研究科准教授は糖尿病の薬物療法について「素早く効くインスリン注射を毎食前に打ち、一日中効
果が続く持効型のインスリン注射を１回打つ、一日計４回注射の強化療法が広く行われている」と話す

  2.12（金） 中日（朝刊）

57 地下鉄栄駅構内で「サカエ・駅ナカ・バレンタインコンサート」開催：12～14日 フォルクローレ同好会など本学
の音楽サークルが参加

  2.12（金） 中日（朝刊）

58 江口 忍氏本学卒業生が東海経済の自動車産業界における本学の「グリーンビーグル材料研究開発拠点」に対する期
待を述べる

  2.12（金） 毎日（朝刊）

59 川合伸幸情報科学研究科准教授が第６回日本学士院学術奨励賞を受賞   2.13（土） 朝日（朝刊）
読売

60 國枝秀世理学研究科教授らは宇宙航空研究開発機構が2013年に打ち上げる予定の次期 X線天文衛星「アストロ -H」
に搭載する硬 X線望遠鏡の製作を始める

  2.15（月） 日刊工業

61 吉川史隆医学系研究科教授は子宮頸がんの基本知識、検診、予防ワクチンなどについて解説する   2.15（月） 中日（朝刊）

開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

３月15日（月）～16日（火）
場　　所： 野依記念学術交流館
時　　間：９：30～17：45（3/15）、
　　　　　10：00～17：15（3/16）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
GCOE 事務局　052-747-6521

グローバル COE プログラム 
「地球学から基礎・臨床環境学への展開」 

国際シンポジウム
テ ー マ：「 アジアにおける複合的環境問題をどう解くか 

－地球学から基礎・臨床環境学への展開－」

３月18日（木）
場　　所： 環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：14：00～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
環境学研究科
教授　竹内恒夫　052-789-5643

グローバル COE プログラム 
「地球学から基礎・臨床環境学への展開」シンポジウム 

持続可能な未来のための知と技

３月19日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：16：00～18：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
研究協力部研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

第３回高等研究院レクチャー
講演題目：「宇宙を理解する：素粒子から太陽・地球、そして宇宙まで」
講 演 者：杉山　直（理学研究科教授）

３月19日（金）
場　　所：博物館展示室
時　　間：14：00～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第33回博物館コンサート（NUMCo） 
「早春の音楽会Ⅱ（ソプラノ＋弦楽四重奏）」
演 奏 者：カルテット・フリーセント、本田美香氏（ソプラノ）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

３月21日（日）～22日（月）
場　　所：豊田講堂
時　　間：10：00～17：00
　　　　　９：00～17：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
環境省自然環境局自然環境計画課
03-3581-3351

生物多様性条約第10回締約国会議　プレ・コンファレンス 
新しい生物多様性目標を考える 
～生物多様性と生態系サービスの保全にむけて～
基調講演：「生物多様性条約新戦略計画の策定」
講 演 者：ディビッド・クーパー氏（生物多様性条約事務局）

３月23日（火）
場　　所：イトーヨーカドー犬山店
時　　間：10：30～15：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
医学部保健学科
准教授　堀　容子　052-719-1922

リフレッシュ！！ 
介護ストレスを吹き飛ばそう！
講演題目：「笑顔で家族とコミュニケーション！！今日からできる笑み筋体操�R」
講 演 者：堀　容子（保健学科准教授）
講演題目：「食べてイキイキ介護生活！！栄養満点簡単レシピ」
講 演 者：丸山智美氏（金城学院大学准教授）

３月23日（火）
場　　所：IB 電子情報館北棟10階
　　　　　創造工学センター
時　　間：10：00～16：30
定　　員：最大30名まで（グループ制）
対 象 者：�高校生（所属高校を通しての参加）

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

平成21年度第２期 
高大連携・ものづくり公開講座
テ ー マ：「スターリングエンジン」（機械工作チーム）、
　　　　　「テルミン」（電子回路工作コース）

３月23日（火）
場　　所：生命農学研究科 B棟319号室
時　　間：15：30～17：00
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
教授　松本哲男　052-789-4240

農学国際教育協力研究センター 
第８回オープンセミナー
講演題目：「アルコール飲料加工の技術改善：カンボジアの米焼酎の事例より（仮）」
講 演 者：�チャイ・チム（農学国際教育協力研究センター客員研究員、�

カンボジア王立農業大学研究助手）

３月23日（火）～７月10日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第13回博物館特別展 
名古屋大学博物館・南山大学人類学博物館合同企画 

「縄文のタイムカプセル－貝塚－」
関連講演会
　場　　所：博物館講義室（4/22、6/22）、
　　　　　　南山大学名古屋キャンパス L棟１階 Pルーム（5/29）
　時　　間：13：30～
　入 場 料：無料
　４月22日（木）	 講演題目：「縄文人と動物」
	 講 演 者：西本豊弘氏（国立歴史民族博物館）
　５月29日（土）	 講演題目：「北方の原風景－根室の自然と野生動物」
	 講 演 者：佐藤紳司（理学研究科助教）
　６月22日（火）	 講演題目：「縄文土器はなかった」
	 講 演 者：大塚達朗氏（南山大学教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

３月24日（水）
場　　所：西尾信用金庫本店１階会議室
時　　間：14：00～16：00

［問い合わせ先］
環境学研究科寄附講座
准教授　河原一夫　052-788-6550

環境学研究科　しんきん環境事業イノベーション寄附講座 
第３回環境学公開講演会
テ ー マ：「�生物多様性を理解するために�

－生物多様性を保全する環境調和型社会の実現－」
講 演 者：�佐野　充（環境学研究科教授）、林　誠司（環境学研究科講師）、�

安田公昭（環境学研究科寄附講座教授）

３月25日（木）
場　　所：豊田講堂
時　　間：10：00～（大学院）、
　　　　　11：50頃～（学部）

［問い合わせ先］
学務部学務企画課　052-789-2159

名古屋大学 
平成21年度卒業式

３月25日（木）
場　　所：豊田講堂第１会議室
時　　間：卒業式終了後

［問い合わせ先］
学務部学務企画課　052-789-2159

総長顕彰授与式

３月31日（水）
場　　所：総合運動場
時　　間：11：00頃
参 加 者：�総合保健体育科学センター関係者

及び総長

［問い合わせ先］
総合保健体育科学センター
教授　池上康男　052-789-3959

総合運動場改修工事 
竣工記念式典
内　　容：陸上競技部による競技会の実施等

３月31日（水）
場　　所：豊田講堂
時　　間：午後
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
研究協力部研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

名古屋大学レクチャー
講 演 者：杉浦昌弘（名誉教授）、
　　　　　竹市雅俊氏（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター所長）

４月５日（月）
場　　所：豊田講堂
時　　間：10：00～（大学院）、
　　　　　11：15頃～（学部）

［問い合わせ先］
学務部学務企画課　052-789-2159

名古屋大学 
平成22年度入学式

４月26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
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第58回防災アカデミー
講演題目：「音で探る海溝型地震」
講 演 者：田所敬一（環境学研究科准教授）
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191号（2009年４月）
こぶしの薫りに包まれるキャンパス

194号（2009年７月）
本部棟より都心を望む

192号（2009年５月）
新緑けむるキャンパスの小路

195号（2009年８月）
目に涼しい附属図書館前の池

193号（2009年６月）
学生で賑わう全学教育棟前の通りから�
附属図書館を臨む

196号（2009年９月）
学生が憩う全学教育棟中庭
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197号（2009年10月）
豊田講堂屋上から見る黄昏のキャンパス

198号（2009年11月）
最寄り駅から見た医学部附属病院

199号（2009年12月）
紅葉が美しい野依記念学術交流館周辺の�
雑木林

200号（2010年１月）
東山スカイタワーから見る名古屋大学

201号（2010年２月）
夕焼けに染まる大幸キャンパス

202号（2010年３月）
冬晴れの空と宇宙線望遠鏡研究室
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表紙

冬晴れの空と宇宙線望遠鏡
研究室

（平成22年２月13日）

名大トピックスの表紙で綴るキャンパス風景



　昨年、名大創立70周年（創基138周年）を記念して、写
真図録『知と創造の拠点 名古屋大学の歴史』が刊行され、
10月17日の記念式典出席者にもれなく配布されました。
　大学文書資料室では、編さんにあたって、本部や部局等
からさまざまな写真や資料の提供をうけました。中でも、
特に興味深い資料の一つが、理学部化学科（化学教室）の
銅製写真印刷用刷版です。現在、大学院理学研究科物質理
学専攻（化学系）で保管されており、田中健太郎教授の協
力により利用することができました。
　この写真印刷用刷版（銅版）は全部で18枚あり、1944（昭
和19）年から1957年までの卒業記念写真が中心です。本来
は、原図をゼラチン膜によって銅板に転写し、銅板にイン
クを塗り込んで紙に印刷するグラビア印刷用であると思わ
れますが、今回の『知と創造の拠点』では、銅版をスキャ
ニングして印刷しました。

　これらの銅版は、1940年代から50年代の理学部化学教室
の教官や学生たちの姿を今に伝える貴重なものです。例え
ば、当時の新制第４回卒業生（1956年）の写真（写真２）
には、女子学生が３名写っています。戦後すぐの第２回卒
業生の男子だけの写真（写真３）と比較すると、女性が大
学に本格的に進学しはじめた当時の世相がうかがえます。
　これらの卒業写真は、理学部化学教室談話会が1957年に
刊行した『化学教室名簿』にも掲載されています。また、
卒業記念写真以外にも、化学教室の校舎を写したものもあ
り、その中には1957年の移転まで化学教室が使用した理学
部３号館、４号館の貴重な写真も含まれています。
　これらは、当時の化学教室が撮影したものとも考えられ
ますが、こうした撮影方法をとった理由など、当時の経緯
はまだ分かっていません。詳しい情報をお持ちの方は、ぜ
ひ大学文書資料室までご連絡ください。

１ ２ ３

４ ５ ６

１　�名古屋大学編刊『知と創造の拠点　名古屋大学の歴史』（2009年10月17日、オールカラー A4版、64頁）
２　�理学部化学科新制第４回卒業生の写真（1956年）。扉の右横に小さく見えるのが６の「化学教室」の木製看板。
３　�理学部化学科第２回卒業生の写真（1945年）。戦時下で着用された国民服姿の教官も写っている。
４　�東山の理学部校舎の写真。手前が３号館、奥の建物が４号館と思われる。現在の工学部８号館・９号館周辺にあった。
５　�保存されている銅製の写真印刷用刷版。
６　�現在も理学研究科で保存されている化学教室の看板。

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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