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ニュース

２
１

第５回 AC21（国際学術コンソーシアム）国際フォーラ

３

１
２
３

開会式であいさつする総長
フォーラム会場の様子
上海事務所を視察する（左から）平野機構長、
小林特別教授、渡辺副総長、濵口総長

した。今回の運営委員会では、AC21新メンバーの加盟、

ムが、10月19日（火）、20日
（水）の両日、中国 上海交通大

運営委員会メンバーの推薦、AC21規約の改定について話

学において開催されました。

し合われ、米国ミネソタ大学が新メンバーとして承認され

2002年に本学、2004年にオーストラリア シドニー大学、

ました。また、2011年にタイのチュラロンコン大学で開催

2006年にイギリス ウォリック大学、2008年に米国ノース

される学生世界フォーラム及び2012年にオーストラリアの

カロライナ州立大学で開催されたのに続き、今回で５回目

アデレード大学で開催される国際フォーラムの準備状況に

となる同フォーラムは、２年に１度開催され、AC21の基

ついて、それぞれの大学の代表者から報告があり、さらに、

幹的な活動の１つです。

AC21の活動をさらに発展させるための今後の活動につい

今回のフォーラムでは、
「大学ランキングと高等教育の
評価」、
「国際化時代における大学院教育」及び「国際化時

ても具体的に議論が交わされ、「AC21スクーリング（仮
称）」等の新たな活動の枠組みが提案されました。

代における世界レベルの大学の構築」の３つのサブテーマ

フォーラム終了後の20日（水）午後には、第４回 AC21総

に分かれ、全部でおよそ30のプレゼンテーションが行われ

会が開催されました。総会には、AC21メンバー大学の代

ました。世界各国の AC21メンバー大学の学長、副学長を

表が集まり、運営委員会の提案に基づいて議論を進め、承

はじめとする大学関係者、教育の国際化に携わる研究者、

認を行いました。今後のイベントについても積極的に意

学生、政府機関、企業、地方団体関係者など、約100名が

見交換がなされ、中国の同済大学から2013年の学生世界

参加し、活発に議論し、関係者と交流しました。本学から

フォーラム、フランスのストラスブール大学から2015年の

は、渡辺副総長が本学の国際化戦略について発表するな

学生世界フォーラムの開催について申し出がありました。

ど、３名がプレゼンテーションを行いました。

メンバー大学それぞれが以前にも増して、AC21の活動

開会式では、張傑上海交通大学学長、濵口総長及び前総

に積極的に関わり、今後の活動に対しても具体的な提案を

長である平野眞一大学評価・学位授与機構長があいさつを

するなど、AC21の意義を評価し、さらに発展・活用して

しました。張学長は、今回のフォーラムのテーマの一つで

いきたいという意気込みや、国内外で AC21が注目を浴び

ある「国際化時代における世界レベルの大学の構築」につ

つつあることを実感できるものになりました。

いて触れ、同大学における今後の国際化の重要性について

濵口総長及び渡辺副総長は、上海滞在中、大学間学術交

意見を述べました。また、総長は、これからの国際化時代

流協定校である上海交通大学及び同済大学を訪問するとと

に欠かすことのできない、大学や学術組織間の競争と共存

もに、大阪大学上海教育研究センター開所式及び名古屋大

のバランスについて述べ、平野機構長は、現在上海交通大

学全学同窓会上海支部設立５周年記念式典に出席しました。

学の客員教授を務めている立場から、日中交流や国際協力
推進の重要性について述べました。
なお、2008年ノーベル物理学賞受賞者であり、現在日本
学術振興会理事の小林

誠本学特別教授がフォーラムの開

会式に出席しました。

上海交通大学では、19日（火）に小林

誠特別教授による

講演会が濵口総長及び平野機構長らも出席し、多数の参加
を得て開催され、参加学生の熱気と質問を投げかける積極
性に学生の勢いを感じました。
21日（木）には、総長が上海交通大学内に設置された平野

フォーラムに先立つ18日
（月）には、第８回 AC21運営委

機構長を所長とする平野材料創新研究所を訪問し、呉毅雄

員会が、上海交通大学閔行キャンパスにおいて開催されま

材料科学与工程学院長及び関係教員との会談を行いまし
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た。そのほか、張学長との懇談、陳国強副学長・医学院院
長との会談を行い、今後の本学と同大学の研究者交流・学
生交流等の促進について意見交換を行いました。
同済大学には20日
（水）に濵口総長が訪問し、周家倫 党
委書記らと会談しました。今年度、同大学において実施し
た夏の短期中国語研修プログラムを中心に意見交換を行い
ました。同プログラムは、本学学生に「生きた語学教育、
異文化交流体験」を提供するため、協定校である同大学の
協力を得て上海事務所が企画したもので、17名の学部学生
が参加し、語学能力の向上はもちろんのこと、国際感覚を
身につける貴重な経験をする機会となりました。同大学か
らは本学学生の積極的で真面目な態度に高い評価が寄せら
れ、今後も更なる連携を推進することで合意しました。
21日
（木）
には、大阪大学上海教育研究センターの開所式
が挙行され、本学上海事務所長である渡辺副総長が式典に
出席し、本学の事務所と同じ建物に設置されたこともあ
り、相互に協力して日中間の交流を推進していきたい旨、
あいさつしました。
同日夜には、名古屋大学全学同窓会上海支部設立５
周年記念式典が上海市内のホテルで挙行され、濵口総
長、豊田章一郎全学同窓会会長の代理として太田和宏名
古屋大学全学同窓会顧問・トヨタ紡織株式会社特別顧問、
伊藤義人全学同窓会代表幹事の出席の下、上海在住の同窓
生らを中心に約30名が集いました。最初に、楊立幹事長か
らあいさつがあり、上海支部の設立以来５年間の活動を振
り返るとともに、今後の活動を通じた大学との協力につい
て期待が述べられ、続いて総長から、これまでの支部の活
動に感謝するとともに、留学生のリクルートや、本学から
上海地区に派遣する学生に対する支援等への期待が述べら
れました。本学の大学紹介 DVD の鑑賞や上海支部の活動
紹介の後、参加者が現況や日本留学時の思い出を語り、終
始和やかな雰囲気で会は進行しました。
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 海交通大学平野材料創新研究所前での記念撮影
上
周同済大学書記及び関係者との会談の様子
AC21総会の様子
陳上海交通大学副学長との会談の様子

ニュース

名古屋大学レクチャー2010を開催

レクチャーシップの表彰楯授与式の様子（左から、総長、中西特別教授、岸特別教授）

名古屋大学レクチャー2010が、11月13日
（土）
、豊田講堂

中西特別教授への称号授与式の様子

引き続き、名古屋大学レクチャラーの称号授与式及び表
彰楯の贈呈式が執り行われ、総長から岸特別教授と中西特

において開催されました。
同レクチャーは、本学が主催する最も重要な講演会の一
つで、分野を問わず、世界的に高名な研究者の講演を広く
一般の方々に公開し、現代世界の最高の「知」に触れてい

別教授に名古屋大学レクチャーシップの表彰楯が贈呈され
ました。
贈呈式後は、小鹿

一生命農学研究科教授が「天然物の

ただくために行われるもので、講演者には、
「名古屋大学

モノとりと天然分子の構造決定」の基礎知識について分か

レクチャラー」の称号及び表彰楯が授与されます。

りやすく解説し、その後、中西特別教授が「彷徨える天然

６回目となる今回は「化学でひも解く生命の不思議：天

物化学者」と題し、視覚制御物質ロドプシンとレチナール

然分子から薬まで」と題し、共に本学理学部の故平田義正

の関係やイチョウ葉の成分「ギンコライド」の分子構造

教授の研究室の出身であり、米国ハーバード大学名誉教授

決定研究について説明しました。中西特別教授は、天然分

で、文化功労者に顕彰された岸

義人本学特別教授と文化

子の構造決定法の一つである円偏光二色性スペクトル法や

勲章受章者の米国コロンビア大学名誉教授の中西香爾本学

NMR に基づく NOE 法の開発について、実例を織り交ぜ

特別教授を講師に招き、
「天然有機化合物」の多様性と性

て解説しました。

質、並びに「天然分子」の構造の創造と解明についての講
演を行いました。
岸特別教授は、究極の「モノづくり」といわれている複
雑な天然有機化合物の完全化学合成（全合成）という研究

講演後に行われた参加者からの質疑応答では、岸特別教
授から「今ほど色々なことを化学で解明できる時代はな
い」
、また、中西特別教授からは「これからも研究をずっ
と続けていたい」との話がありました。

分野において、中西特別教授は、
「壊れやすい天然物をい

また、サプライズ企画として、中西特別教授による「特

かに生物から取り出し天然分子の構造を決定するか」とい

別マジックショー」が行われ、多彩な才能の一面を垣間み

う分野において世界的な権威の一人です。先端的な精製装

ることができました。

置や構造決定法を多数導入・開拓し、重要だが困難な天然

最後に、近藤高等研究院長から閉会のあいさつがあり、

物化学の課題に長年挑み続けてきた両特別教授の業績は、

大盛況のうちに終了しました。今回は、本学教職員、中・

医農薬品の開発や医学領域など幅広い分野において、大き

高校生を含む一般の方々等約800名が参加し、熱気溢れる

な革新をもたらしました。

講演会となりました。参加者からは、
「科学の魅力を感じ

はじめに、濵口総長のあいさつの後、西川俊夫生命農学
研究科教授が「天然物化学と天然物合成」の基礎知識につ
いて解説しました。
その後、岸特別教授が「複雑な天然有機化合物－構造と

た」、「良い刺激になった」との感想が多数寄せられ、大変
有意義なものとなりました。
なお、同レクチャーに先立ち、午前中には、中西特別教
授への本学特別教授の称号授与式が執り行われました。

合成・研究－」と題し、天然分子「パリトキシン」を立体
選択的につくるという難問を解決し、全合成を達成した経
緯や、海洋生物の成分で抗ガン活性物質であるハリコンド
リン B の全合成から抗がん剤エリブリンの開発へと至っ
た足跡などについての講演を行いました。
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平成22年秋の叙勲受章者決まる
－本学関係者４名が喜びの受章－
平成22年秋の叙勲の受章者が発表され、本学関係者では次の方々が受章されました。
［教育研究功労
瑞宝中綬章
岸

正倫

関係］

名誉教授（情文）

［保健衛生・看護功労
瑞宝単光章
柿本

美彩子

関係］

元医学部附属病院看護部看護師長

元教養部長
愛知江南学園理事長
元江南女子短期大学長・江南女子短期大学
教授
加藤

敏郎

名誉教授（工）
元岐阜医療技術短期大学客員教授

泉

有亮

名誉教授（工）
元椙山女学園大学長・椙山女学園大学教授
元椙山女学園理事

平成22年度大学院秋季入学式を挙行
平成22年度名古屋大学大学院秋季入学式が、10月27日
（水）
、豊田講堂において挙行されました。

課程79名の計107名でした。留学生特別コースとは、開発
途上国等でニーズの高い分野において短期間に学位を取得

今年度の秋季入学生は、留学生特別コースや大学院医学

したいという要望に応えて日本語を用いず英語による研究

系研究科修士課程医科学専攻医療行政コース
（ヤング・リー

指導を行うコースです。また、大学院医学系研究科修士課

ダーズ・プログラム）に入学する留学生を含む修士課程及

程医科学専攻医療行政コースは、開発途上国の次世代を担

び博士課程前期課程28名、医学博士課程及び博士課程後期

う行政官で原則経験年数５年程度以上の40歳までの方を日
本に招き１年間の英語による教育で修士学位を与えるコー
スです。
式典は、濵口総長をはじめ役員、各研究科長等の列席の
下、名古屋大学交響楽団が演奏する「カノン」
（パッヘン
ベル作曲）で始まり、総長の祝辞、各研究科長等の紹介に
続き、大学院国際開発研究科のフスパマワルニ・フィタ・
アマリアさん（インドネシア）が入学生総代として、入学に
あたって学生としての本分を全うすることを宣誓しました。
閉式後は、豊田講堂内で、家族などと晴れやかな表情で
記念撮影をする入学生の姿が見られました。

入学生宣誓をするフスパマワルニさん
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宮田理事がアジア学長フォーラムに出席
宮田理事が、11月13 日
（土）
、14日
（日）
の両日、中国 広
州市において、アジア学長フォーラムに出席しました。

その後、
「アジアの高等教育機関が直面している機会と
挑戦」
、
「地域経済の再生と大学改革」
、
「地域経済発展へ

同会議は、中国教育部及び広州市教育委員会の主催によ

の大学の技術支援」
、
「産学連携の革新的構造」
、
「経済の

り、
「アジアの高等教育と地域経済及び社会の発展につい

グローバル化におけるアジアの高等教育の発展と協力」と

て」をテーマに開催され、中国をはじめアジアの24カ国・

いった観点から、中国から国家重点大学５大学、日本から

地域から53大学の代表が出席しました。

東北大学、インドからベロール工科大学、シンガポールか

冒頭、万慶良広州市長からの歓迎あいさつ、ハンス・

らシンガポール国立大学、韓国から高麗大学、フィリピン

ドービル ユネスコ事務局長補からのあいさつに続き、

からアテネオ・デ・マニラ大学の各取り組みについて発表

劉延東中国国務委員による基調講演が行われました。

が行われ、続いて質疑応答が行われました。
休憩時間に、宮田理事はフォーラム
に参加している本学の学術交流協定校
の代表等と懇談を行ったほか、広州市
にある中山大学からの招待により、同
大学を訪問し、許寧生同大学副学長
と、両大学の今後の交流促進について
意見交換を行い、また、フォーラム参
加者の王卓君蘇州大学校書記と懇談を
行いました。

記念撮影

若手女性研究者サイエンスフォーラム・女子中高生理系進学推進セミナーを開催
若手女性研究者サイエンスフォーラム・女子中高生理系

よる特別講演、続いて、女子中・高校生に対してポスター

進学推進セミナーが、11月13日
（土）
、野依記念物質科学研

発表の聴き方、見方のポイントを伝えるポスターガイダン

究館において、あいち男女共同参画社会推進・産学官連携

ス、後半は、若手女性研究者29名によるポスターセッショ

フォーラムとの共催で開催されました。

ンを行いました。

前半は、大島まり東京大学情報学環・生産技術研究所教
授、森

郁恵理学研究科教授、平林智子工学研究科助教に

来場者は約130名で、三重、岐阜など県外からの参加も
あり、女子中・高校生とその保護者や中学・高校の先生な
どで会場はほぼ満席の状態となりました。ポスターセッ
ションが行われたラウンジも、１枚ずつポスターの前で立
ち止まり、じっと見入っては質問する来場者と、分かりや
すい説明をしようと懸命になっている発表者との熱気が感
じられました。最初は緊張気味だった中・高校生も、女性
同士という親しみやすさも手伝って、あちらこちらで積極
的なやりとりを繰り広げていました。
最後にはポスターセッションに対する投票が行われ、
得票数により、大学院工学研究科博士課程前期課程１年
の中尾早織さん、綾部慈子生命農学研究科博士研究員、
池田真由子生物機能開発利用研究センター COE 研究員の
３名に、濵口総長から総長賞が授与されました。

記念撮影
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ニュース

米国ノースカロライナにおいてビジネス・ラウンドテーブルを開催
アグリバイオテク・ビジネス・ラウンドテーブルが、10

た。本学からは福島和彦生命農学研究科教授のほか同研究

月22日
（金）
、米国ノースカロライナ州リサーチ・トライア

科から３名の研究者が参加し、活発な質疑応答が行われま

ングル・パーク（RTP）において、ノースカロライナ州

した。RTP は全米で３番目に大きなバイオクラスターと

立大学との共催で開催されました。

して有名ですが、州内には世界でトップを争う農業関連事

当日は、早朝から多くの人が集まり、参加者間で名刺交
換等が盛んに行われるなど、会場は活気に満ちていまし

業を主とした企業が集積しており、そのうち、モンサン
ト社、シンジェンタ社、バイエルクロップサイエンス社、
BASF 社の担当者より「研究・コラボレーション戦略」に
ついての講演がありました。常時90名前後の聴衆を集め、
会議全体としては130名の出席がありました。
本学の国際産学連携拠点である名古屋大学テクノロジー・
パートナーシップ（NU Tech）の主導により、農業・植物技
術を中心に、本学の先進的な研究が地元企業、研究者に対
して紹介され、発表のあった技術に関心を持った企業から
個別面談の申し込みがあるなど、実質的な成果へと繋がる
最初のステップとなる大変有意義な会議となりました。

ラウンドテーブルで講演する福島教授

平成22年度日本数学コンクール表彰式を挙行
平 成22年 度 日 本 数 学 コ ン ク ー ル 表 彰 式 が、11月 ３ 日
（水）
、野依記念学術交流館において挙行されました。
今回は、受賞した生徒とその保護者等、約100名が出席
しました。
表彰式では、濵口総長、日本数学コンクール委員会委員
長を務めている宮田理事、小島寿文愛知県教育委員会指導

主事からあいさつがあった後、８月８日（日）に行われた第
21回日本数学コンクール、第14回日本ジュニア数学コン
クールで優秀な成績を収めた53名及び第11回数学コンクー
ル論文賞で優秀な論文を作成した５名に対し、賞状、メダ
ル及び副賞として日本数学コンクールの内容をまとめた冊
子『寄り道の多い数学』が授与されました。
続いて、ジュニア大賞及び論文賞金賞を受賞した生徒か
らそれぞれ受賞の喜びと感謝の言葉が述べられました。
表彰式終了後には、コンクール実行委員会の教員が、問
題に対する解答と、そこに辿り着く過程や考え方について
ポスターセッション形式で解説し、参加した小・中・高校
生は、メモをとるなどして熱心に聞き入っていました。

感謝の言葉を述べる受賞者

8
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第30回経営協議会が、10月24日（日）、鶴舞地区にある鶴
友会館において開催されました。
会議では、濵口総長からのあいさつに続いて、榊原定征

ニュース

第30回経営協議会を開催

東レ株式会社代表取締役会長、松本正之東海旅客鉄道株式
会社代表取締役副会長から委員就任のあいさつがあった
後、濵口プラン、危機に直面する大学財政、人事院勧告へ
の対応方針、名古屋大学役員退職手当規程の一部改正につ
いて、各担当理事、副総長からそれぞれ説明が行われ、審
議の結果、了承されました。
次いで、平成21年度に係る業務の実績に関する評価、平
成23年度概算要求、平成21事業年度決算に係る財務分析、
上海事務所企画「同済大学 夏の短期中国語研修プログラ
ム」
、第６回ホームカミングデイの実施、第49回全国七大
学総合体育大会の結果について報告が行われました。
外部委員の方々からは、グローバル化の推進、産学官・社
会議の様子

平成22年度愛知地区国立大学法人等
退職準備セミナーを開催

会連携及び大学財政に関して、貴重な意見が寄せられました。
平成22年度愛知地区国立大学法人等退職準備セミナー
が、10月22日（金）、シンポジオンホールにおいて開催され
ました。
同セミナーは、愛知教育大、名古屋工業大、豊橋技術科
学大、豊田工業高等専門学校、自然科学研究機構岡崎地区
の５機関との共催により開催され、平成26年度までの定年等
退職予定者とその配偶者合わせて120名の参加がありました。
まず、堀内総務部長のあいさつの後、財団法人教職員生
涯福祉財団の専門講師である木曽

長氏による「生涯生活

設計づくりに向けて・退職後の健康プラン・退職後の生き
がいプラン」、設楽

徹氏による「共済年金・退職後の医

療保険」及び花輪

治氏による「経済生活プランの作成」

と題した講演が行われ、参加者は熱心に聴講しました。
講演終了後に設けられた個別相談コーナーでは、多数の
相談が寄せられるなど、参加者の関心の高さがうかがわ
会場の様子

平成22年度秋季新入留学生歓迎
懇談会を開催

れ、セミナーは盛況のうちに終了しました。
平 成22年 度 秋 季 新 入 留 学 生 歓 迎 懇 談 会 が、11月 ８ 日
（月）、南部食堂において開催されました。この会は、今秋
入学した留学生を対象に、今後の留学生活を実りあるもの
になるよう激励し、留学生と留学生関係教職員との懇談を
通して、一層の相互理解と交流を深めることを目的とし
て開催されたもので、当日は、新入留学生、教職員など約
300名の参加がありました。
最初に、濵口総長から歓迎と激励のあいさつがあり、こ
れを受け、新入留学生を代表して、大学院環境学研究科の
ミシュラ・アミト・クマールさん（インド）と、大学院国
際開発研究科のカイ・ティダロンドゥルさん（カンボジア）
が、それぞれ日本での留学について抱負を述べました。名
古屋大学留学生会から本学における留学生活動などの紹介
も行われました。引き続き、宮田理事の発声により乾杯し
た後、懇談に移り、石田留学生センター長の閉会のあいさ

あいさつする濵口総長

つがあり、大盛況のうちに終了となりました。
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知の先端

樹木の年輪研究の最先端－酸素同位体比で歴史の謎を解く

中塚

武

大学院環境学研究科教授

樹木年輪とは、机や柱などのあらゆる木製品・

作られる有機物の酸素同位体比は高くなることが

木造建築物に見られる、あの縞模様のことです。

分っています。セルロースの生成後は、その中に

年輪は木材細胞の大きさの季節変化によって生じ

含まれる酸素は環境中の酸素原子と一切交換しま

ます。一般に春には、葉に水をたくさん運ぶため

せんので、年輪のセルロースは、過去の気候、特

に、大きくて中が空っぽの細胞、つまり色が薄い

に降水量の変化を、酸素同位体比という形で半永

細胞ができますが、夏から秋には、大きな樹体を

久的に記録しているタイムカプセルなのです。

支えるために、強くて細胞壁の厚い、つまり色が

酸素同位体比の変動は物理化学的法則で決まる

濃い細胞が作られます。その色のコントラスト

ため、年輪幅よりもデータの再現性に優れてお

が、樹木に年輪を作っています。樹木年輪は、我々

り、現生の高齢木や考古学的な埋没木等の少数の

の日常生活に癒しを与えるだけでなく、過去の気

試料の分析から、正確に過去の気候が復元できる

候変動に関する貴重な情報を提供してくれます。

と言う特長があります。例えば、世界遺産で知ら

年輪の数を数え、年輪の幅を測ることで、過去の

れる屋久島のスギの年輪から抽出したセルロース

特定の年にその樹木がどれだけ太ったかが分りま

の酸素同位体比（図１）は、過去150年間以上、徐々

すが、樹木の肥大成長量は気温や降水量などの気

に増大を続けており、日本周辺での過去数十年間

候因子に左右されることが多いので、これまで世

の相対湿度の減少傾向が、実は産業革命以降一貫

界中で樹木年輪幅の計測から、過去数百年～数千

して生じていたことを示唆しています。こうした

年に亘る気候変動の解析が行われてきました。そ

地球温暖化に伴う水循環の長期変動のデータは、

の成果は気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

地域の治水・利水の計画を立てていく上でも重要

のレポートでも、長期の気候変動のデータとし

であるため、現在、伊勢湾流域圏で過去数百年～

て、常に引用されています。
近年、樹木年輪から年輪幅以外の多様な
情報を得る研究が進められています。その
一つが、年輪から取り出したセルロースの
酸素同位体比の測定です。酸素には重さ
（質量数）が16の原子以外に17、18の原子
があり、試料中の重い酸素（18O）の軽い
酸素（16O）に対する存在比のことを、酸
素同位体比と呼んでいます。一般に、軽い
酸素からなる水は、重い酸素を含む水より
も蒸発しやすいという特性があるので、天
気が良くて空気中に水蒸気が少なく、葉か
ら水が蒸発しやすい年には、軽い酸素が優
先的に葉から失われる結果、葉っぱの中で
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図１

 久杉の年輪セルロースの酸素（青）と炭素（赤）の同位体比の過去
屋
300年間の経年変化（約10個体分の混合試料のデータです）
。

図２

紀元前１世紀～紀元３世紀における木曽の埋没ヒ
ノキの年輪セルロースの酸素同位体比の経年変化
（水色：１年毎の値、青色：５年移動平均値）。２つ
の樹木のデータを接合したので、共通期間（AD61169年）の平均値に対する偏差で表しています。

数千年間に及ぶ降水量変動の復元に
取り組んでいます。
一方、年輪酸素同位体比がもたら
す１年単位での降水量変動の記録
は、歴史の理解に大きな影響を与え
る可能性があります。木曽の埋没ヒ
ノキの分析により明らかとなった弥
生時代末期の酸素同位体比の変動
（図２）は、紀元２世紀に長期に亘
る激しい洪水が日本を襲ったことを
示しています（中塚、2010）
。魏志
倭人伝によれば、この時代、日本に
大きな戦乱（倭国大乱）があり、そ
れを収める形で邪馬台国の卑弥呼が
台頭してきたことになっています。

図３

弥 生時代末期における樹木年輪酸素同位体比（図２）の変動周期の変化
（Wavelet 解析図：時代（横軸）毎に、どのような周期の変動（縦軸）が卓越
していたかを示した図。暖色が大きな変動のあったところを表しています）。

倭国大乱の原因については諸説あり
ますが、今回のデータは、降水量の数10年周期で

の現代社会の対応可能性についても様々な教訓を

の変動（洪水や干ばつの長期化）が、その原因と

与えてくれるでしょう。

なった可能性を示唆するものです（図３）
。今後、
古代から現代に至る日本史の全体を通じてデータ
を詳細に取得することで、各時代・各地域毎の気
候変動と人間社会の関係を明らかにできれば、考
古学・歴史学への貢献のみならず、地球温暖化へ

文献：中塚 武（2010）
：気候と社会の歴史を診る－樹
木年輪の酸素同位体比からの解読．地球研叢書「安定

同位体というメガネ 」
（和田英太郎・神松幸弘編）昭和
堂，p.37-58.
奈良県出身。1991年名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程単

なかつか

たけし

位取得退学、名古屋大学水圏科学研究所助手、北海道大学低温科学
研究所助教授を経て、2008年10月から名古屋大学大学院環境学研
究科教授。専門は、海洋生物地球化学と古気候学・古海洋学。現在、
古気候・古環境研究の国際的な推進のための IGBP/PAGES の科学委
員会で活動中。趣味は、高樹齢のご神木を探すための山岳寺社巡り
と、演劇鑑賞。
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ウコン色素を活用した低コスト型色素増感太陽電池

紀佳

大学院生命農学研究科准教授

松見

知の未来へ―若手研究者の紹介

環境に負荷のない再生可能なエネルギーとして
特に期待が大きい太陽電池は半導体シリコンを利

著者らは以前よりクルクミンを利用したβ-ジ

機色素を利用した色素増感太陽電池も着実に実用

ケトン構造を有する植物由来高分子の合成を行っ

化への途を辿っている。シリコン系のような高真

てきた。ウコン色素を利用したバイオベースポリ

空プロセスが必要ないことに加え、印刷技術を応

マーの合成は世界的にも最初の例であり、これま

用することが可能であることから生産コストは

でに新聞、雑誌など５件の報道に至るなど各方面

1／3 から 1／5 程度になるといわれ、シリコン系よ

の注目を集めてきた。

りも幅広い入射光を取り入れて発電することが可

クルクミン由来ポリエステルを高分子配位子と

能である。色素増感太陽電池はプラスチックフィ

して利用することにより様々なユニット導入率

ルム状であり、窓ガラスや外壁、電柱に巻きつけ

（0.5-4.0ユニット％）でルテニウム錯体を導入し

るなど、設置が自由自在となることも大きな利点

た高分子ルテニウム錯体の合成に成功した。
高分子ルテニウム錯体においては、錯形成前の

である。
今日、色素増感太陽電池において最も優れた

ポリエステルと比較して蛍光量子収率は大幅に減

特性を示す色素の一つはβ-ジケトナートルテニ

少し、ほぼ励起子の４割程度が電気エネルギーに

ウム錯体であるが、著者らはウコン色素でありカ

変換されたことが示唆された。また、得られた高

レーの黄色色素として知られるクルクミンを用い

分子色素のクロロホルム溶液に、ITO（インジウ

て安価に調整可能なβ-ジケトナート高分子配位

ムすず酸化物）上に酸化チタンをペーストし焼成

子を合成することによりβ-ジケトナートルテニ

した電極を含浸させ、白金電極とサンドイッチ

ウム錯体を高分子化し、色素増感太陽電池を構築

したのち電極間にレドックスイオンを含む電解液

した。豊富なウコン色素を集光アンテナとして活

を注入してサンドイッチ型セルを構築した。ソー

用することにより、レアメタルであるルテニウム

ラーシミュレータで光照射した際の光起電圧は
0.5 V を上回った（図２）
。僅かな
量のルテニウムを使用しているこ
とを考慮すると極めて高い値であ
り、クルクミンを集光アンテナと
して利用することで色素増感太陽
電池の大幅なコスト低減につなが

高分子化クルクミン―ルテニウム錯体における集光効果の概念図

図２
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素戦略上の利点が大きいと考えられる（図１）
。

用した系が主流であるが、ルテニウム系色素や有

図１

12

の使用量を大幅に低減することが可能になり、元

ソーラーシミュレータによる光照射時における光起電圧

ることが期待される。

徹

経済学部３年

６月に行われた東海地区予選会で名古屋大学

総力は更に強さを増し、監督、選手共に「今年は

は、史上初となる１位通過での本戦出場を果たし

伊勢神宮まで運べる」と自信を持って本戦に臨む

ました。昨年の全日本大学駅伝本戦では、第４中

ことが出来ました。しかし今年の本戦は４区まで

継所（最初の繰り上げがある中継所）
を余裕をもっ

に２つの区間新記録が出る高速レースとなり、名

て通過し名大の襷を伊勢神宮まで運べるのでは、

大の襷は昨年は繋がった第４中継所で途切れてし

と期待が高まりました。しかし惜しくも第７中継

まいました。その後第６、第７中継所でも白襷で

所であと数秒間に合わず、襷は途切れてしまいま

のスタートとなり、関東勢のレース展開次第で襷

した。それから１年が経ち、再び本戦。チームの

が渡るかどうかが決まってしまう現実を目の当た
りにしました。襷を繋ぐことを目標にして１年間
過ごしてきたので非常に悔しいものでした。しか
し目標は達成出来なかったものの、地元東海地区
の中京大学や関西の奈良産業大学、九州の日本文
理大学などの各地区のライバル校に勝つことがで
き、順位としては考えうる最高の順位（16位／25
校中）をとることができました。
今年はチームの力がついたことと関東の力の差
を同時に実感する大会となりましたが、来年は更
に力をつけ、今度こそ襷を伊勢神宮まで繋げたい
と思います。

集合写真



杜の都駅伝
山本

しおり

カワイ

トオル

1989年生まれ

愛知県出身

母校の襷をゴールまで

学生の元気

河合

陸上競技部が全日本大学駅伝対校選手権大会・
全日本大学女子駅伝対校選手権大会にそろって出場

全日本大学駅伝を振り返って

医学部５年

私たち名古屋大学陸上競技部は東海地区予選会

さんの応援の中、夢の舞台を走ることができたこ

で２位となり、10月24日に仙台にて全日本大学女

ともとても嬉しかったです。応援が私たちの大き

子駅伝に出場しました。目標は、襷を繋ぎ、全国

な追い風になりました。本当にありがとうござい

の舞台で勝負することでした。

ました。
この結果を受け止めて、さらに強いチームにな

選手は今ある自分の力を出すことができました
が、総合順位は23位（25校中）と厳しいものでし

れるようにこれからも頑張ります。

た。しかし伝統と仲間の思いの詰まった名古屋大
学の襷をゴールまで繋ぐことができました。たく



集合写真

第３区

ヤマモト

鈴木選手

シオリ

1988年生まれ

岐阜県出身

第３中継所前にて
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超高圧電子顕微鏡施設「反応科学超高圧電子顕微鏡」
オープニングセレモニーを開催
●エコトピア科学研究所

会場の様子

エコトピア科学研究所は、10月29日
（金）
、野依記念学術

品が贈呈され、さらに田中超高圧電子顕微鏡施設長から、

交流館において、超高圧電子顕微鏡施設「反応科学超高圧

ガス環境下で各種反応の「その場観察」が可能となった同

電子顕微鏡」オープニングセレモニーを開催しました。

装置の概要説明が行われました。

同研究所超高圧電子顕微鏡施設は、平成18年度に世界

式典後に行われた国際ワークショップでは、高分解能

トップレベルの超高圧電子顕微鏡装置を常時国内に保有し

透過電子顕微鏡を使用し、1995年にゲルマニウムの結晶

ていくことを目的として北海道大、大阪大、九州大、自然

化を動的にその場観察した最初の研究者として有名な

科学研究機構生理学研究所とともに設立した連携共同利用

ロバート・シンクレア スタンフォード大学教授による「材

設備群「超高圧電子顕微鏡連携ステーション」における役

料の界面反応の高分解能その場電子顕微鏡観察と将来展

割を強く担うべく、今年３月に新たに設置した最先端の反

望」と題した講演と、本学で学位を取得し、1980年代にア

応科学超高圧電子顕微鏡を擁する施設です。

ハラノフ・ボーム効果を実験的に証明した実績により一

オープニングセレモニーは、全国のユーザーに共同利用

躍ノーベル賞候補になった外村

彰 株式会社日立製作所

装置として本格的に開放することから、その披露を目的に

フェロー・独立行政法人理化学研究所グループディレク

執り行われ、学内外の関係者約240名が出席しました。

ターによる「電子の波は微小世界を開く」と題した講演が

高井エコトピア科学研究所長の開会あいさつで始まった

行われ、参加者は熱心に耳を傾けていました。

記念式典では、濵口総長の式辞に引き続き、戸渡速志文部

その後、施設見学会及び祝賀会が催されました。祝賀会

科学省官房審議官、廣川信隆社団法人日本顕微鏡学会会長

は、同研究所が設置されるまでの間、電子顕微鏡施設の教

が祝辞を述べました。

育・研究に携わり、現在も協力関係にある鈴置工学研究科

続いて、本学と共同して超高圧電子顕微鏡装置の開発に
当たった日本電子株式会社に対し、総長から感謝状と記念

長のあいさつと、シンクレア教授及び前超高圧電子顕微鏡
連携ステーション長である森

博太郎大阪大学超高圧電子

顕微鏡センター特任教授から祝辞があった後、前本学総長
の平野眞一大学評価・学位授与機構長による発声で乾杯し
て始まりました。
反応科学超高圧電子顕微鏡が全国のユーザーに開放され
ることにより、より一層の研究開発が進み、科学技術の発
展に寄与していくことを期待する声が数多く聞かれ、盛会
のうちに終了しました。

講演するシンクレア教授
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経済学部創立90周年記念行事を開催
●経済学部

経済学部は、11月６日
（土）
、豊田講堂において、同学部
創立90周年記念行事として記念式典、記念講演会及び祝賀
会を開催しました。
開会に先立ち、名高商校歌、本学の学生歌を BGM にし
た同学部の90年を写真でたどるスライドショーが上映され
た後、古川枝里子中部日本放送アナウンサーの司会で開会

されました。
はじめに多和田経済学部長から式辞があり、濵口総長、
岡田邦彦社団法人キタン会会長のあいさつの後、磯田文雄
文部科学省高等教育局長及び竹内弘之社団法人中部産業連
盟副会長からの祝辞がありました。
続いて、狂言方和泉流の井上靖浩氏及び鹿島俊裕氏によ
る『竹生島参』の祝賀狂言が執り行われた後，経済ジャー
ナリストの財部誠一氏による記念講演会が行われました。
財部氏は、国際時事問題並びに日本経済の進むべき方向性
について分かり易く解説し、出席者は熱心に聞き入ってい
ました。
引き続き行われた祝賀会では、
「創統の鐘」の点鐘を合
図に、岡田会長の乾杯の発声で始まり、会場には、関係者、
来賓、同窓生、在校生など約500名が集い、賑やかに創立
90周年を祝い、大盛況のうちに閉会しました。

会場の様子

国際経済政策研究センター・キタン国際学術シンポジウムを開催
●大学院経済学研究科

大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、

金井国際経済政策研究センター長の司会で行われた開会

10月17日
（日）
、文系総合館カンファレンスホールにおい

式では、まず、張立国中国駐名古屋総領事館総領事の代理

て、第25回国際経済政策研究センター・キタン国際学術シ

である池暁南領事、藤井理事、趙忠秀対外経済貿易大学学

ンポジウムを開催しました。

長補佐、松澤孝明科学技術振興機構中国総合研究センター

今回は、「低炭素社会の構築－環境のマネジメントと国
際協調のあり方－」をテーマに行われました。

参事役の４名からあいさつがありました。
続いて、荒山裕行経済学研究科教授の司会で基調講演に
入り、南川秀樹環境省地球環境審議官、戴彦徳中国国家発
展改革委員会エネルギー研究所副所長、茅

陽一地球環境

産業技術研究機構副理事長、岩間芳仁日本経済団体連合会
環境本部長がそれぞれ気候変動や炭素削減に関する取り組
みについて講演しました。
その後、薛進軍国際経済政策研究センター教授をコー
ディネーターとして、低炭素社会実現のための対策をテー
マに、パネルディスカッションが行われ、山口

務財団法

人電気技術者試験センター顧問、吉田文和北海道大学大学
院経済学研究科教授がパネリストを務めました。
満席の会場では、参加者が講演、質疑を熱心に聞いてい
ました。最後は、高桑宗右ヱ門経済学研究科教授が、アジ
ア・コアの活動全体の中に今回のシンポジウムの意義を位
講演する南川地球環境審議官

置づけてまとめました。
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先端技術公開セミナーを開催
●大学院情報科学研究科

大学院情報科学研究科は、10月21日
（木）
、IB 電子情報

向けて～」と題した、サイバーコミュニケーション総合研

館中棟012講義室において、NTT 及び NTT 西日本連携協

究所の概要、新サービス創造に向けた研究開発の取り組

議会との共催で、先端技術公開セミナーを開催しました。

み、今後のサービス系研究開発の方向性についての講演が

今回は、間瀬健二情報科学研究科教授の司会により、

行われました。

長谷雅彦 NTT サイバーコミュニケーション研究所所長に

長谷所長は、安心・安全な社会の実現に向けた利用者中

よる「NTT の研究開発戦略～光時代の新サービス創造に

心の利便性の高い新サービスの創出に NTT が取り組んで
いることを紹介し、光時代のブロードバンド・ユビキタス
サービスの創造を支える NTT の研究開発の取り組みにつ
いて、動画を交えわかりやすく説明しました。特に今後の
サービス展開については、多くの参加者の注目を集めてい
ました。
同セミナーには、学外からの参加者に加え、本学教職員
や学生ら35名が参加し、講演終了後には活発な質疑応答が
行われました。

講演する長谷所長

テクノ・シンポジウム名大 2010を開催
●大学院工学研究科

大学院工学研究科は、11月２日
（火）
、野依記念学術交流

合田忠弘九州大学教授による、国内外の標準化活動の解説

館カンファレンスホールにおいて、日比科学技術振興財団

とともに、我が国が攻めの姿勢で国際「競生」関係を樹立

との共催で、テクノ・シンポジウム名大2010「持続可能社

するためにも標準化が重要であること等の講演が行われま

会のエネルギーシステム：スマートグリッドの最前線」を

した。

開催しました。
初めに、鈴置工学研究科長からあいさつがあり、その後、

次に、IEEE スマートグリッド通信委員会委員長など米
国のスマートグリッド分野で著名なステファノ・ガリ博士
より、米国でのスマートグリッドの特徴、IEEE での標準
化動向、技術的課題等について、片山正昭エコトピア科学
研究所の要約説明付きの英語での講演がありました。
午後からは、諸住

哲新エネルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO）主任研究員より、NEDO による国内外で
の数々のスマートグリッド関係の実証研究について、それ
らの内容や目的、成果等についての講演がありました。
最後に岡島博司トヨタ自動車株式会社技術統括部主幹よ
り、環境、エネルギー、社会構造や生活を考えた将来の自
動車像と、そのための技術課題の講演及び次世代エネル
ギー・社会システム実証の国内４地域の一つである豊田市
での取り組みについての解説がありました。企業等から37
名と、他大学等から15名の計84名が参加しました。
講演するガリ博士
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●大学院生命農学研究科

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

第３回は、戸丸信弘生命農学研究科教授が「東海地方の

ター東郷フィールドは、９月18日
（土）
、東郷フィールド農

里山保全をめざして－シデコブシの生態と遺伝を明らかに

業館において、また、10月23日
（土）
、東郷町民会館におい

する－」と題して、この地方の里山では、「東海丘陵要素」

て、地域貢献特別支援事業「都市近郊の農業教育公園」の

と呼ばれる珍しい絶滅危惧種の植物が多く見られること

一環として、
「生物多様性」をテーマとした講演会の第３、

や、里山保全の象徴的存在であるシデコブシについて詳し

４回を開催しました。

く解説しました。参加者は、シデコブシの生態や遺伝に関

部局ニュース

地域貢献特別支援事業「都市近郊の農業教育公園」第３、
４回講演会を開催

する研究結果を聞いた後、シデコブシを絶滅させないよう
にするためにはどうしたらよいか意見交換しました。
第４回は、愛知県農業総合試験場の中嶋泰則氏が「お米
の品種改良－病気に強く、おいしいお米の開発－」と題し
て、これまでの品種改良の歴史や今後の品種改良、おいし
いお米について詳しく解説しました。参加した本学教育学
部附属中・高校生約30名が熱心に聞き入っていました。
講演後は、参加者から質問が相次ぎ、意見交換が行われ、
日本の米の将来について深く理解した様子でした。

会場の様子

台湾映画祭＋シンポジウムを開催
●大学院国際言語文化研究科

大学院国際言語文化研究科は、10月30日
（土）
、31日
（日）
の両日、文系総合館において、台湾映画祭＋シンポジウム
「台湾映画の現在」を開催しました。
初 日 は、「 台 湾 ニ ュ ー シ ネ マ の 現 在 」 を テ ー マ に、

よる「台湾ニューシネマの光と影」と題したシンポジウ
ムが行われました。
『珈琲時光』は、オール東京ロケで撮
られた小津安二郎監督へのオマージュ作品であり、また、
楊徳昌監督の映画で2000年カンヌ国際映画祭監督賞を受賞

侯孝賢監督の映画『珈琲時光』の上映、黄建業台北芸術大

した『ヤンヤン

夏の思い出』は、イッセー尾形氏を起用

学教授らによる講演発表及び台湾・中国・日本の研究者に

し、熱海ロケが効果的に使われています。このように意識
的・無意識的に日本と関わってきた台湾ニューシネマとそ
の変容について、熱心な議論が交わされました。
２日目は、最初に、
「台湾ドキュメンタリーの現在」を
テーマに、呉乙峰監督の映画『陳才根と隣人たち』、楊力州・
朱詩倩監督の映画『新宿駅、東口より』の上演がありまし
た。前者は中国大陸軍人の老後を取材し、後者は新宿歌舞
伎町で水商売をする台湾女性たちの苦境と逞しさとに寄り
添った作品です。上映後は、邱貴芬中興大学教授による社
会派ドキュメンタリーに関する講演等の後、監督、研究者
たちによるシンポジウムを行い、社会的弱者、埋もれた歴
史を顕在化するドキュメンタリーの意義について討論が交
わされました。２日間で100名弱の来場者があり、映像文
化に対する学生、一般の方々の興味を伺わせました。

記念撮影
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連続シンポジウム「境界の消失と再生」を開催
●大学院国際言語文化研究科

大学院国際言語文化研究科は、10月29日
（金）
、11月１日

10月29日（金）は、サッシャ・コルビー サイモンフレー

（月）
、11月３日
（水）
、文系総合館において、連続シンポジ

ザー大学助教授が、アメリカのモダニスト詩人ヒルダ・

ウム「境界の消失と再生」を開催しました。このシンポジ

ドゥーリトルが出演した映画を手掛かりに彼女の人生と芸

ウムは、19世紀後半から20世紀初頭の文化・芸術を中心に、

術の「越境」について解説しました。

近代から現代へと変貌していく欧米社会の姿を明らかにす
ることを目的に行われました。

また、11月１日（月）に行われたパフォーマンスと講演会
では、コルビー助教授自らがヒルダを題材とした一人芝居
を演じ、モダニズムが提起した問題や文学教育に演劇的手
法を取り入れることの意義などについて、活発な質疑応答
が行われました。
３日（水）には「世紀転換期ドイツ、オーストリアの芸術
運動」と題したシンポジウムが開催されました。各芸術の
枠を超えた「総合芸術作品」を作り上げようとする試み
が、どのような形で結実したのかについて、コメンテー
ターとして西村雅樹京都大学大学院文学研究科教授を迎
え、
「1902年第14回ウィーン分離派展覧会（ベートーヴェ
ン展）について」と「世紀転換期ドイツ、オーストリアの
芸術誌の諸相」の２テーマについて、５名の研究者が研究
発表と討論を行いました。

講演するコルビー助教授

第12回「まちとすまいの集い」を開催
●大学院環境学研究科

大学院環境学研究科は、10月30日
（土）
、環境総合館レク

まず、久野

覚環境学研究科教授が「地球環境時代、ど

チャーホールにおいて、第12回「まちとすまいの集い」を

うやって暮らして行くか」と題し、地球環境が危ぶまれて

開催しました。今回は、
「使いこなす・住みこなす－都市、

いる中での快適性の考え方と建築の関係を解説しながら、

建築、そして資源－」をテーマに３名の講演者がそれぞれ

パーソナル空調とローカル空調による省エネルギーへの貢

の専門分野から今後の展望を語り、60名超の参加者が聴講

献などについて解説しました。

しました。

続いて、恒川和久工学研究科講師が「大学キャンパスか
らサスティナブルな都市・建築へ」と題し、20世紀につく
られた近代建築や都市空間が残した問題を振り返りなが
ら、都市と大学の持続可能性の実現に大学キャンパスは大
いに貢献でき、その実験実証の場になりえるという考えを
示しました。そして、名古屋大学キャンパスマスタープラ
ン2010が提示する空間的骨格や点検評価のサイクルを有す
る先進性とともに、その実現に向けてはファシリティマネ
ジメントが重要になることを解説しました。
最後に勅使川原正臣環境学研究科教授が「よみがえれ
既存建築物」と題し、200年住宅の効果や住宅の長寿命化
に向けた政府の施策を紹介し、具体的な対応策として住棟
単位の改修技術開発に関する取り組みを紹介しました。
講演終了後、技術的な質問から哲学的な質問まで様々な

会場の様子
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質問があり、白熱した質疑応答が行われました。

●太陽地球環境研究所

太陽地球環境研究所は、11月11日
（木）から13日
（土）の

圏学会長から祝辞がありました。160名の出席者があり、

間、野依記念学術交流館において、同研究所創設20周年記

全国的な共同利用・共同研究機関としての責任を確認する

念式典、シンポジウム及び一般講演会を開催しました。

式典となりました。続いて、
「太陽地球環境研究所のこれ

初日の記念式典は、松見同研究所長の式辞に始まり、

までの歩みとこれから」をテーマに國分

部局ニュース

太陽地球環境研究所創設20周年記念行事を開催

征元同研究所

濵口総長のあいさつの後、森田正信文部科学省研究振興局

長ほか７名の招待講演者による記念シンポジウムが開催さ

学術機関課長、西田篤弘宇宙科学研究所名誉教授及び京都

れ、研究所の20年の歴史を振り返る数々の話題が披露され

大学生存圏研究所長である津田敏隆地球電磁気・地球惑星

ました。その後、関係者ら約80名の参加を得て祝賀会が行
われました。
第２日目は、同研究所の教員による「太陽地球環境研究
所の研究活動」
、梶井克純首都大学東京都市環境学部教授
ほか７名の学外研究者による「太陽地球環境科学の将来と
研究所に期待すること」をテーマとした記念シンポジウム
が開催されました。
最終日は、
「太陽とオーロラの謎を解く」をテーマに、
記念一般講演会が開催され、赤祖父俊一アラスカ大学国
際北極圏研究センター名誉教授による「オーロラの謎」
、
草野完也同研究所教授による「太陽の謎

ガリレオから未

来へ」と題した講演が行われました。会場の定員を超えた
申し込みがあり、サテライト会場を含め、224名の参加が
式辞を述べる松見所長

ありました。

第３回2010高校生向けセミナーを開催
●法政国際教育協力研究センター

法政国際教育協力研究センターは、11月６日
（土）
、同セ

生たちが同センターの研究活動の一端に触れることによ

ンター２階 CALE フォーラムにおいて、第３回2010高校

り、将来の進路選択の参考にしてもらうことを目指してお

生向けセミナー「ASIA －アジアの法と社会について考え

り、参加希望者は年々増えています。また、同セミナー

よう！－」を開催しました。

は、大学院法学研究科の学部学生、大学院生、留学生のイ

同センターでは、同セミナーを平成20年度から毎年開催

ニシアティブによって運営されており、彼らにとってもプ

しており、今年で３回目です。同セミナーは、地域の高校

ロジェクトの企画、立案、広報、運営を経験する貴重な機
会となっています。
セミナーでは、大屋雄裕法学研究科准教授から、アジア
の法と社会を学ぶ意義についての講義があった後、参加者
はウズベキスタン、モンゴル、カンボジアの国別に分かれ
グループ討論を行いました。討論では、まず大学院法学研
究科の学部学生及び留学生から各国の基本情報や歴史につ
いて説明を受けた後、グローバル化が進む現在において各
国はどのような社会問題を抱えているのか、それを解決す
るためにはどのような法律や政策が必要なのかについて考
えました。
25名の高校生が参加し、アジアのお茶を飲んだりお菓子
を食べたりしながら、活発な議論が展開されました。

記念撮影
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教育マネジメントコース第１期生への
学位授与式を挙行
●大学院教育発達科学研究科

大学院教育発達科学研究科は、８月11日（水）及び11月８
日（月）、同研究科博士課程後期課程教育科学専攻教育マネ
ジメントコースを修了した第１期生に対する学位授与式を
挙行しました。
同コースは、研究・教育機関、企業等で実践・実務経験
を持つ社会人、または、社会人経験を持ち、将来、応用的
な研究遂行能力を要する高度な専門家を目指す学生を受け
入れて、教育学、教育科学に関する基礎理論をベースにし
ながら、研究遂行能力と学識を有する専門家を育成するこ
とを目的とし平成18年度に開設されたもので、修了者には
博士（教育）（英語学位名：Ed.D.）の学位が授与されます。
博士（教育）を授与するコースは全国に例がなく、同コー
スが日本で最初に開設したものとなります。
今回は、８月に同コースの修了者第１号となったインド
ネシア出身のムルニ・ラムリ氏に、11月に服部

学位記を授与したムルニ氏

ICCAE 第11回オープンフォーラムを開催
●農学国際教育協力研究センター

晃岐阜女

子大学教授の２名に対し学位記が授与されました。
農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、10月21
日（木）、22日（金）の両日、野依記念学術交流館において、
第11回オープンフォーラムを開催しました。今回は、「農
学国際協力：新たな学問の創出に向けた知の集積」と題し、
農学分野における先進的な学術的知見や優れた人的資源を
結集した食料や環境の分野での国際的な課題の解決をめざ
す「農学国際協力」という学術分野の可能性、人材の育成
をテーマに、講演と議論が展開されました。
１日目は、２つの基調講演により、農学分野における国
際協力の現状と問題点、進むべき方向が報告され、さらに
７つのケースレポートにより、大学、政府機関等における
農学国際協力の具体例が報告されました。２日目は、パネ
ルディスカッションが行われ、国際開発学との住み分け
や、これからの農学国際協力がどうやって日本の農学の知
的資源を活かして若い人材を育てていくかについて活発な

パネルディスカッションの様子

ICCAE 第３回オープンセミナーを開催
●農学国際教育協力研究センター

議論が行われました。
農 学 国 際 教 育 協 力 研 究 セ ン タ ー（ICCAE） は、11月
２日（火）、生命農学研究科 B 棟319号室において、第３
回オープンセミナーを開催しました。今回は、ケニアの
ジョモ・ケニヤッタ農工大学上級講師であるエリジャ・
アテカ ICCAE 客員研究員による「ケニアにおけるイネい
もち病判別システムの構築」と題した講演と、前多敬一郎
ICCAE 教授による「先端科学技術と農学国際協力」と題
した講演が行われました。
アテカ客員研究員は、ケニアの稲作に甚大な被害をもた
らしているいもち病の現状、いもち病菌レースの分布調査
などについて説明しました。前多教授は、現代の農学分野
における先端科学や技術開発の結果をどのように国際協力
に活かしていくことができるかについて紹介しました。特
に食料の60％を海外農地に頼る日本においては、農学を国
際展開し、積極的に技術協力しなければいけないことや、

講演するアテカ客員研究員

20

名大トピックス◦ No. 211

人材育成の重要性について活発に議論されました。

●ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）は、11

ナノ空間」と題した講演が行われました。澤本教授は、世

月８日（月）
、９日
（火）の両日、VBL フロンティアプラザ

界に先駆けて開発に成功したリビングラジカル重合法を駆

において、第14回 VBL シンポジウムを開催しました。

使した、星形ポリマーの合成とキラル不斉場を利用した分

初日は、キラルナノ化学をテーマに、澤本光男京都大

子認識、不斉合成への応用について最新の研究成果を紹介

学大学院工学研究科教授による「キラル多分岐高分子」、

しました。相田教授は、らせんキラリティーに基づく一方

相田卓三東京大学大学院工学系研究科教授による「キラル

向巻きの共役オリゴマーの結晶化によるパリティーの破

部局ニュース

第14回ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーシンポジウムを開催

れ、自己組織化によるらせん状超分子コイルの創成と応用
について、美しい CG を交えて講演しました。
２日目は、ソフトナノ化学をテーマとし、渡邉正義横浜
国立大学大学院工学研究科教授による「イオン液体研究の
広がり」
、木村佳文京都大学大学院理学研究科准教授によ
る「イオン液体の微構造と化学反応」と題する講演が行わ
れました。渡邉教授はアクチュエーターや分子シャトルな
どの応用を目指した「イオン液体ゲル」に関する最新の研
究成果を、木村准教授はイオン液体の溶媒和構造が通常の
有機溶媒とは大きく異なる点を解説しました。
その他、学内の研究者６名による最新の研究成果が報告
され、講演後、参加者らによる活発な質疑応答が行われま
した。
講演する澤本教授

第21回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
●附属図書館

附属図書館は、10月26日
（火）
、同館５階多目的室におい

講演で伊藤助教は、16世紀に制作されたとされる『酒飯

て、第21回友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催

論絵巻』の概要について紹介した後、図像を示しながら、

しました。

当時の飲食や厨房の様子について講義しました。特に米の

今回は、伊藤信博国際言語文化研究科助教による「
『酒飯

分別作業をしていると見える場面については、文献資料や

論絵巻』に描かれる食物について－赤米を中心として－」と

現在に伝わる民俗なども参照しながら、そこで描かれるの

題した講演が行われ、学内外から39名の参加がありました。

が大唐米（赤米も含むインディカ米）であり、米の炊き方
も現在とはかなりの違いがあったことが想定されると説明
しました。
当日は、本邦初紹介となる、フランス国立図書館東洋写
本室所蔵『酒飯論絵巻』の図像が使われ、参加者からはそ
の彩色の美しさに感嘆の声が上がりました。また、当時の
庶民の食生活の様子が分かって面白かった、温かいごはん
を食べられる穏やかな生活への願いが感じられた、などの
感想が寄せられました。

会場の様子
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附属図書館が2010年秋季特別展を開催
●附属図書館

講演する水田名誉教授

附属図書館及び同館研究開発室は、10月14日
（木）から11

10月30日（土）に開催された講演会では、水田名誉教授に

月11日
（木）
まで、2010年秋季特別展「水田文庫新収蔵記念

よる「ぼくの思想形成と蔵書形成」
、田中秀夫京都大学大

アダム・スミスと啓蒙思想の系譜」を開催しました。

学院経済学研究科長による「自然法、共和主義、スコット

今回の特別展は、水田コレクションとして知られる

ランド啓蒙－水田文庫と私の研究」
、篠原

洋本学名誉教授が約60年にわたる研究生活において

学経済学部教授による「アダム・スミス思想体系と啓蒙思

収集した蔵書のうち約7,000冊が「水田文庫」として附属

想の遺産」と題した講演がそれぞれ行われ、一般の方々や

図書館に収蔵されたことを記念して行われたものです。

学生、研究者など参加した130名に、水田名誉教授の思想

水田

展示では、文庫に含まれる貴重な資料の中から、水田名
誉教授の研究の中核であるアダム・スミスの『道徳感情論』
や『国富論』の諸版を中心に、トマス・ホッブズ『リヴァ

形成と蔵書収集過程での思い出話や、アダム・スミスとそ
の周辺の思想についての話題が提供されました。
講演会終了後にも、多くの参加者が展示室に移動して、

イアサン』の初版３種、冤罪事件として有名なカラス事件

講師による展示解説を興味深く聞きながら、展示に見入っ

関係の資料など、16世紀末から19世紀初頭にかけて出版さ

ていました。

れたアダム・スミスの先駆者や、思想の継承者、同時代・
後世の批判者といった、ヨーロッパ啓蒙思想につらなる思

また、水田ゼミ卒業生や同窓生の参加もあり、会場外で
も思い出話に花が咲いていました。

想家たちの著作の原典71点を一堂に公開しました。経済学
という新しい学問体系を生んだ時代の社会の大きな動きを
感じられる展示で、600名余りの来場者がありました。

解説に聴き入る参加者
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展示室の様子

●博物館

部局ニュース

第14回博物館特別展「熱帯林～多様性のゆりかご～」を開催

講演する伊藤准教授

博物館は、７月20日
（火）
から10月23日
（土）
の間、第14回

また、展示物も、果実、木材、オランウータンの剥製、

博物館特別展「熱帯林～多様性のゆりかご～」を開催しま

ラオスの林産物など、多様性を実感できるものが並びまし

した。

た。その他、博物館の学生ボランティアである“NUMAP”

冬でも平均気温が18℃以上の地域にある林を指す熱帯林
は、赤道を中心に約17億ヘクタール、日本国土の約45倍に
分布しており、地球上の生物の約半分が集中しています。

が作成した熱帯林を上空から眺めるコーナーなど、見学者
が五感を使って楽しめる充実したものとなりました。
展示と平行して、山本浩之生命農学研究科教授によ

今年は国連が定めた国際生物多様性年にあたり、また名古

る「熱帯林の資源利用」
、中川弥智子同研究科准教授によ

屋では COP10も開かれたことから、今回は、この機会に

る「熱帯雨林の生物多様性」
、横山

生物の多様性や人々の多様な文化の源である熱帯林につい

教授による「モンスーンアジアの焼畑と自然資源利用」
、

て、特に本学でどのような研究が行われているかを広く一

西田佐知子博物館助教による「熱帯林の不思議な植物」
、

般の方に紹介する目的で開催されました。

伊藤香純農学国際教育協力研究センター准教授による「熱

智環境学研究科准

パネル展示は、大学院生命農学研究科、大学院環境学研

帯林と暮らし」
、安成哲三地球水循環研究センター教授に

究科、地球水循環研究センター、農学国際教育協力研究セ

よる「熱帯林と地球の気候」と題した６つの講演会が行わ

ンターなど学内の様々な研究分野の教員が作成に携わった

れました。毎回60名から80名の参加者があり、多くの質問

結果、熱帯林とは何か、なぜ生物多様性が高いのか、人々

が飛び交う活発な講演会となりました。中には「名大の研

の暮らしにどのように役立っているのか、地球の気候とど

究者に感動した」といった感想も聞かれました。

う関わっているのか、今後どのように利用し保護していく
べきなのかなど、多角的な視点から紹介するものとなりま

新聞等のメディアにも取り上げられる盛況かつ充実した
特別展となりました。

した。

展示室の様子
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第３回地球教室を開催
●博物館

博物館は、10月16日（土）、17日（日）の両日、第３回地球
教室「砂の中から宝石を探そう！」を開催しました。今回
は、小・中学生とその保護者48名から応募があり、抽選で
30名が参加しました。
初日は愛知県岡崎市の矢作川の河川で、同行した大英博
物館自然史部門で長年、展示・社会教育部門の責任者を務
めた、ジャイルズ・クラーク大英自然史博物館特別顧問や
ナラハーン・マンチュク モンゴル科学技術大学講師の指
導のもと、社会教育イベントの構成の仕方、鉱物選別のテ
クニックを学び、川砂を収集しました。
２日目は、昨日のおさらいをした後、顕微鏡で河原で収
集したものの中から、宝石を探しました。川砂の中には、
ガーネットや水晶、ジルコンといった宝石と同じ鉱物がた
くさん含まれており、参加者は、夢中になって宝石を探し
ていました。最後は、顕微鏡を使って宝石の写真を撮り、

川砂から宝石を探す参加者

第35回博物館コンサートを開催
●博物館

無事に終了しました。
博物館は、11月６日
（土）
、同館展示室において、第35回博
物館コンサート（NUMCo）を開催しました。今回は、
「パラ
グアイのハープ－アルパのささやき－」と題し、小栗康子
さんと山本祐子さんによる歌と演奏が行われました。
アルパは16世紀にスペインからキリスト教とともにパラ
グアイに渡った後、独自の発展を遂げた民族ハープで、ア
ルパの楽曲は楽譜がなく、師匠から弟子へ口伝により伝承
されています。
今回は、全11曲が演奏され、明るくはっきりとした鳥の
さえずるようなアルパの音色に観客はすっかり魅了されて
いました。演奏の合間には、アルパの構造、作り方、音の
出し方、さらに、ニャンドゥティとよばれる総レースの民
族衣装などについて詳しい説明がありました。
最後は、アンコールとして、「ふるさと」が演奏され、
観客がアルパにあわせ合唱するなど、盛況のうちに終了し

会場の様子
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本学関係の新聞記事掲載一覧［平成22年10月16日～11月15日］
部局ニュース
記事

月日

新聞等名

1

第６回名古屋大学ホームカミングデイ 地域と大学で考える「人・生命・未来」開催：16日

10.16（土） 中日（朝刊）

2

股関節教室開催：31日 長谷川幸治医学系研究科准教授、加納稔也医学部附属病院医員が講演

10.16（土） 朝日（朝刊）

3

講演会「現代科学と社会」開催：11月10日 益川敏英本学特別教授が講演

10.17（日） 読売

4

アメリカンフットボール東海学生リーグ：本学は中京大学に23-14で勝利し、南山大学との同時優勝の可能性を残す

10.17（日） 中日（朝刊）

5

堀 勝工学研究科教授は半導体集積回路製造のエッチング工程で使うプラズマ化したフッ素原子の密度を計測する
装置を完成する

10.18（月） 日刊工業

6

林 希一郎エコトピア科学研究所教授は経済・企業活動と生物多様性について解説する

10.18（月） 日経（朝刊）

7

東山哲也理学研究科教授の「生命システムの動作原理の解明と活用のための基盤技術の創出」が、科学技術振興機
構の戦略的創造研究推進事業の今年度新規研究テーマに採択される

10.18（月） 日刊工業

8

現代日本誤百科（327）：「関心が行き届かない」町田 健文学研究科教授

10.18（月） 中日（朝刊）

9

木村 宏医学系研究科准教授は風邪をひくと体の節々が痛む仕組みについて説明する

10.18（月） 中日（夕刊）

10

博物館特別企画「恐竜たちがやってきた－化石から学ぶ過去の生物多様性ー 第二弾：古生代の海と陸の生物」
開催：５日～12月28日

10.18（月） 中日（夕刊）

11

現代日本誤百科（328）：「錚々たる山々」町田 健文学研究科教授

10.19（火） 中日（朝刊）

12

西村幸敏太陽地球環境研究所研究員とカリフォルニア大学のチームは「脈動オーロラ」という現象が地球の電磁場
の振動で引き起こされていることを解明する

10.19（火） 朝日（朝刊）

13

サッカー愛知学生リーグ：医学部チームは豊田工業高等専門学校に2-0で敗れる

10.19（火） 読売

14

川崎祥子さん本学学生は中日新聞「學生之新聞」の特集「カメラ女子広がる」の学生取材スタッフを務める

10.19（火） 中日（朝刊）

15

国立大学の運営費交付金が６年連続で減少し、本学はホームページに運営費交付金の確保を求める緊急声明文を掲
載する

10.19（火） 中日（夕刊）

16

濵口総長は、日本の学術論文数が減少していることについて「ノーベル賞に結びつくような基礎研究ができなくな
れば、韓国や中国に抜かれてしまう」と危機感を募らせる

10.19（火） 中日（夕刊）

17

小野木克明工学研究科教授は、経費節減のため本来実験室で試験用小型プラントを造って確認すべきことをコン
ピューターを使ったシミュレーションで済ませることになり、
「今後、研究対象の物質に触ったことがない研究者が
出てきてもおかしくない」と懸念する

10.19（火） 中日（夕刊）

18

中部国際宇宙技術センターは本学や東京大学、宇宙航空研究開発機構、日本電気株式会社などで構成するバッテ
リー駆動の小型電動飛行機の研究会を設立する

10.20（水） 日刊工業

19 「宇宙博2010」開催：29～31日 益川敏英本学特別教授と杉山 直理学研究科教授が対談

10.20（水） 朝日（朝刊）

20

現代日本誤百科（329）：「つつがない語り口」町田 健文学研究科教授

10.20（水） 中日（朝刊）

21

下村吉治生命農学研究科教授は駅伝における理想的な給水方法について「『水分補給』と『エネルギー補給』とに分
ける。また、練習、レースの前半と後半で飲むものを変える」という提案をする

10.20（水） 朝日（朝刊）

22

第16回「ビジュアリゼーションカンファレンス」開催：11月５日 髙橋一郎情報連携統括本部情報推進部情報基盤
課技術専門職員が講演

10.20（水） 日刊工業

23

家森信善経済学研究科教授は講演の中で「2008年の金融危機で、信用保証制度がなければ愛知県の失業者の増加幅
が少なくとも今の倍になっていた」との見方を示す

10.21（木） 日経（朝刊）

24

現代日本誤百科（330）：制限を「年内撤廃」町田 健文学研究科教授

10.21（木） 中日（朝刊）

25

篠原久典理学研究科教授と宮田耕充物質科学国際研究センター助教はカーボンナノチューブを使った高性能のトラ
ンジスタを開発する

10.21（木） 日経産業

26

エコトピア科学研究所超高圧電子顕微鏡施設オープニングセレモニー及び国際ワークショップ開催：29日

10.22（金） 中日（朝刊）

27

本学は国立大学協会が始めた各大学の教育・研究・社会連携を集中的に紹介する「国立大学フェスタ2010」に41件
の活動プログラムを登録する

10.22（金） 日刊工業

28

第28回全日本大学女子駅伝開催：24日 本学陸上競技部は３年ぶり２度目の出場となる

10.22（金） 読売

29

松田 幹生命農学研究科教授のグループは精子受容体分子の X 線結晶構造解析に世界で初めて成功し、卵被膜の構
築および精子との相互作用の分子メカニズムを解明する

10.22（金） 読売
中日（朝刊）
10.27（水） 日刊工業

30

第20回博物館企画展 キタン－名古屋高等商業高校／名古屋大学経済学部－創立90周年記念展「響け！創統の鐘－名
商高から名大経済学部への90年－」開催：11月３日～12月18日

10.22（金） 読売
10.27（水） 中日（朝刊）

31

叙位叙勲：従四位 瓜谷郁三本学名誉教授

10.23（土） 中日（朝刊）

32

第121回博物館特別講演会「夢を翔んだ翼 ボイジャー」開催：30日 樋口敬二本学名誉教授が講演

10.23（土） 中日（朝刊）

33

本学と中立電機株式会社および浜松ホトニクス株式会社のグループは生物発光で遺伝子発現を生きたまま従来の
10倍高感度に測定する自動測定装置の実用化に成功する

10.23（土） 中日（朝刊）
10.25（月） 日刊工業

34

伊丹健一郎理学研究科教授はクロスカップリング反応について解説する

10.24（日） 中日（朝刊）
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記事

月日

35

この人に聞きたい：中村英樹工学研究科教授は道路の現状を分析し、11月から行う円形交差点「ラウンドアバウト」
の実証実験などの研究への思いを語る

10.25（月） 毎日（朝刊）

36

現代日本誤百科（331）：「スケジュールに余裕を持って」実施する 町田 健文学研究科教授

10.25（月） 中日（朝刊）

37

第28回全日本大学女子駅伝対校選手権大会：本学は23位となる

10.25（月） 読売

38

東海学生納射記念大会：鈴木正貴さん本学学生（男子個人１位）、男子団体１位

10.25（月） 朝日（朝刊）

39

坪木和久地球水循環研究センター准教授は、気象庁気象研究所などの研究グループが、竜巻に近い構造を持ちなが
ら竜巻に特徴的な「漏斗雲」を持たない突風を観測・撮影したことに関して「大変興味深い発見。積乱雲のもたら
す突風に竜巻やダウンバースト以外のタイプがあることを示しており、新たな観測基準を考える必要があるかもし
れない」と話す

10.25（月） 日経（夕刊）

40

名古屋メダルセミナー特別企画 Silver Medalists の集い「我が国の明日を拓く有機合成化学」開催：25日 野依良治
本学特別教授、山本 尚同名誉教授が講演

10.26（火） 中日（朝刊）

41

12日に開催されたフォーラム「次世代へのメッセージ」での益川敏英本学特別教授の講演内容が紹介される

10.26（火） 読売

42

和式馬術供覧開催：31日

10.26（火） 朝日（朝刊）

43

教養教育院プロジェクトギャラリー clas 展覧会「ダムタイプ《S/N》アーカイブ」開催：10月25日～11月１日

10.26（火） 朝日（朝刊）

44

本学は11月７日～14日開催の第30回東海・関西学生グライダー競技会に参加する

10.26（火） 日刊工業

45

中塚 武環境学研究科教授らの「気候変動影響予測に向けたアジアの水循環変動の過去２千年間における年単位での
復元」が住友財団の助成対象に採択される

10.27（水） 日刊工業

46

現代日本誤百科（332）：「マイナスイオン満載」の滝 町田 健文学研究科教授

10.27（水） 中日（朝刊）

47

北島淳也さん本学大学院生は「全国タナゴネットワーク」の事務局長を務め、
「守るために、科学的知見や保全手法
の確立を目指したい」と話す

10.27（水） 読売

48

アメリカンフットボール東海学生リーグ：本学は南山大学と31日対戦する 主将の上田雄太さん本学学生は「南山
大学の木全を抑えれば勝機はある。11人の組織力で止める」と話す

10.27（水） 中日（朝刊）

49

名古屋大学レクチャー2010「化学でひも解く生命の不思議：天然分子から薬まで」開催：11月13日 岸 義人本学特
別教授、中西香爾同特別教授が講演

10.28（木） 中日（朝刊）

50

愛知県学校図書館研究大会講演会「現代社会と科学－子どもたちへ伝えたいこと」開催：27日 益川敏英本学特別
教授が講演

10.28（木） 中日（朝刊）

51

後藤百万医学系研究科教授は前立腺がんの最新治療と検査について解説する

10.28（木） 朝日（朝刊）

52

現代日本誤百科（333）：「薄氷を踏む勝利」町田 健文学研究科教授

10.28（木） 中日（朝刊）

53

海老原史樹文生命農学研究科教授は、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに指定された名古屋市立向陽
高等学校の研究発表を聞き、
「研究は大学生でも通用するレベル。研究の結果を裏付けるには、実験の回数や統計的
な処置を増やすことが大切だ」と話す

10.28（木） 中日（朝刊）

54

佐々木重洋文学研究科准教授の研究室の学生たちが東栄町小林地区の「花祭り」の手引書を作成し、同准教授は「ゆ
くゆくは全地区でできたら」と話す

10.28（木） 中日（朝刊）

55

訃報：髙木靖文本学名誉教授

10.28（木） 中日（朝刊）
他２社

56

平成22年度鶴舞公開講座「食事：もっとも身近な健康法」開催：11月20日 鈴木富夫医学部附属病院栄養管理部副
部長が講演

10.28（木） 中日（朝刊）

57

第34回博物館コンサート「フォルクローレ南米民族音楽－パラグアイのハープ－ アルパのささやき」開催：11月
６日

10.28（木） 中日（朝刊）

58

北野 玲さん本学大学院生は「生物多様性国際ユース会議 in 愛知2010」の活動成果発表会で会議の概要報告をを英
語で行う

10.28（木） 読売

59

名大カフェ “Science, and Me” 第５回「美的サイエンスースキンケアの未来ー」開催：11月４日

10.28（木） 中日（朝刊）

60

第２回東海地区大学発ベンチャーカンファレンス開催：11月10日

10.28（木） 読売
10.29（金） 中日（朝刊）

61

平成22年度がんプロフェッショナル養成プラン市民公開講座「がんとともに自分らしく生きる」開催：11月21日
山田里美医学部附属病院看護師長、阿部まゆみ医学系研究科特任講師が講演

10.29（金） 中日（朝刊）

62

本学と名古屋市による社会実験「名チャリ」が世界保健機構からグット・プラクティス賞を授与される

10.29（金） 朝日（朝刊）
10.30（土） 中日（朝刊）

63

附属図書館2010年秋期特別展「水田文庫新収蔵記念展－アダム・スミスと啓蒙思想の系譜－」開催：14日～11月
11日 30日に水田 洋本学名誉教授が講演

10.29（金） 読売
11. 2（火） 中日（朝刊）

64

走るために就職の内定を断って本学大学院に進学し、全日本大学駅伝に出場する鈴木 慎さん本学大学院生のプロ
フィールが紹介される

10.29（金） 朝日（夕刊）

65

29日に開催されたエコトピア科学研究所超高圧電子顕微鏡施設オープニングセレモニーで濵口総長は「世界最高水
準の装置が開発できた。これからも産学官の連携拠点として、最先端研究の推進と社会貢献をしていきたい」と話す

10.30（土） 中日（朝刊）
読売
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新聞等名

66

中部航空宇宙技術センターは、本学などが研究に加わる予定の産学官連携の研究施設「ナショナル・コンポジット
センター」を名古屋市内に建設する計画を明らかにする

10.30（土） 読売

67

柴田清住医学系研究科准教授は子宮頸がんについて解説する

10.30（土） 朝日（朝刊）

68

名取春香さん教育学部附属高等学校生は第51回防犯書展で市長賞を受賞する

10.30（土） 中日（朝刊）

69

前立腺がん市民公開講座開催：11月23日 吉野 能医学部附属病院講師が講演

10.31（日） 中日（朝刊）

70

現代日本誤百科（334）：「明るみになる」町田 健文学研究科教授

11. 1（月） 中日（朝刊）

71

アメリカンフットボール東海学生リーグ：本学は21-21で南山大学に引き分け、全日本大学選手権の出場権を逃す

11. 1（月） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

72

東海地区大学準硬式野球秋季リーグ：医学部チームは愛知県立大学に9-5で敗れ、本学チームは2-0で愛知教育大学
に勝利する

11. 1（月） 中日（朝刊）

73

東海大学サッカーリーグ：本学は愛知大学に3-1で勝利する

11. 1（月） 中日（朝刊）

74

瀬尾杯アーチェリー：鞍本克真さん本学学生（男子総合優勝）

11. 1（月） 中日（朝刊）

75

中部学生氷上競技フィギュア：河野 元さん本学学生 ジュニア男子選手権１位、柴田真奈美さん本学学生 ジュニア
選手権女子１位、平手 聡さん本学学生 Ａクラス男子１位、村田 萌さん本学学生 Ｂクラス女子１位、矢田知幹さ
ん本学学生 Ｃクラス男子１位、太田遥奈さん本学学生 Ｃクラス女子１位、加藤 亮さん本学学生 Ｄクラス１位

11. 1（月） 中日（朝刊）

76

医学部は３年前から「研究者志向を持つ学生」の推薦入試を導入、大学院直結コースを設置し次世代の研究者育成
に取り組む

11. 2（火） 中日（朝刊）

77

本学は学内に導入した超高圧電子顕微鏡を来年度企業などに開放する

11. 2（火） 日刊工業

78

名大サロンの主役：大橋厚子国際開発研究科教授は「今、なぜ十九世紀半ばのジャワ島なのか？－問題解決ツール
としての歴史学」と題して講演

11. 2（火） 中日（朝刊）

79

現代日本誤百科（335）：「地球環境に貢献」する 町田 健文学研究科教授

11. 2（火） 中日（朝刊）

80

訃報：内藤奎爾本学名誉教授

11. 2（火） 中日（朝刊）
他２社

81

本学学生食堂で低カロリーの料理を食べると代金のうち20円が途上国に給食費として寄付される取組みが始まる

11. 2（火） 中日（朝刊）

82

平成22年秋の叙勲：泉 有亮本学名誉教授、加藤敏郎同名誉教授、岸 正倫同名誉教授が瑞宝中綬章を、柿本美彩子
元医学部附属病院看護師長が瑞宝単光章を授章

11. 3（水） 中日（朝刊）
他３社

83

現代日本誤百科（336）：「三連戦を戦う」町田 健文学研究科教授

11. 3（水） 中日（朝刊）

84

第４回京大・名大連携シンポジウム開催：５日

11. 3（水） 日刊工業

85

就職活動中の本学学生は「人気企業の説明会はすぐに定員が埋まってしまう。家に帰ってパソコンで予約していて
は間に合わない」と話す

11. 3（水） 日経（朝刊）

86

アメリカンフットボール東海学生リーグ最終順位：本学は３勝１敗１引き分けで３位となる

11. 4（木） 中日（朝刊）

87

現代日本誤百科（337）：「意外と」簡単 町田 健文学研究科教授

11. 4（木） 中日（朝刊）

88

野依良治本学特別教授はノーベル化学賞を受賞した北海道大学名誉教授 鈴木 章氏、パデュー大学特別教授
根岸英一氏と座談会を行う

11. 5（金） 読売

89

宮治 昭本学名誉教授は仏教学者 前田恵學氏を偲ぶ

11. 5（金） 中日（夕刊）

90

中部経済連合会「第二回『中部の未来を考える会』」開催：12月２日 林 良嗣環境学研究科教授が講演

11. 6（土） 中日（朝刊）

91 「グローバル人材育成プログラム」で優秀な成績を収めた本学学生たちが海外研修としてタイとシンガポールを巡
り、成果報告会を５日に本学で開く

11. 6（土） 中日（朝刊）

92

11. 6（土） 朝日（朝刊）

本学は NGO「全国青年環境連盟」が選ぶ今年度エコ大学ランキング国公立大学の部で４位となる

93 「J-Pop 鑑賞術」開催：13日 藤井たぎる国際言語文化研究科教授、田所光男同教授、布施 哲同准教授が講演

11. 6（土） 中日（夕刊）

94

小林 誠本学特別教授は母校の冨士中学校で「ミクロとマクロ」と題して講演する

11. 7（日） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

95

病院の実力 愛知編：本学の肝臓がんの治療実績が掲載される

11. 7（日） 読売

96

森口和幸さん本学学生は「逆求人」イベントに参加し、高校時代の書道部での活動を生かす作戦をとる

11. 7（日） 朝日（朝刊）

97

本学は第42回全日本大学駅伝で東海勢トップの16位となる

11. 8（月） 朝日（朝刊）

98

濵口総長は大学駅伝での男子女子揃っての活躍に「ノーベル賞レベルの快挙」と期待を寄せる

11. 8（月） 朝日（朝刊）

99

河本邦仁工学研究科教授は、低温で最高性能を出すが毒性を含む熱電変換の既存材料「テルル化ビスマス」を超え
る有力代替材料としてストロンチウムとチタンの酸化物半導体を挙げる

11. 8（月） 日刊工業

100 現代日本誤百科（338）：高速道路無料化の「社会実験」町田 健文学研究科教授

11. 8（月） 中日（朝刊）

101 浜本祐也さん本学学生はグローバル COE プログラムで学ぶ学生の一人として日立製作所会長 川村 隆氏との座談会
に参加する

11. 8（月） 読売

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No. 211

27

［平成22年10月16日～11月15日］
イベントカレンダー
本学関係の新聞記事掲載一覧
記事

月日

102 現代日本誤百科（339）：「真っ向から対立する」町田 健文学研究科教授

11. 9（火） 中日（朝刊）

103 本学は模擬患者「シミュレーティッド・ペイシェント」を使う医学授業に取り組む

11. 9（火） 中日（朝刊）

104 本学が天文観測拠点を設けているニュージーランドのテカポで星空を世界遺産に登録する動きが始まる

11. 9（火） 日経（朝刊）

105 「母娘で知りたい子宮頸がん」開催：20日 梶山広明医学部附属病院講師が講演

11. 9（火） 中日（朝刊）

106 岡本美紀さん、鈴木まり子さん本学学生は中日新聞「學生の新聞」の特集「日本の鉄道は多彩さ魅力」の学生取材
スタッフを務める

11. 9（火） 中日（朝刊）

107 本学と東京大学および名古屋工業大学の研究チームは杉の年輪を分析し、太陽活動の変動により江戸時代初期は湿
潤な気候であったことを突き止める

11. 9（火） 日経（夕刊）
11.13（土） 日刊工業

108 濵口総長は日刊工業新聞の「中部ビッグ鼎談」に臨む

11.10（水） 日刊工業

109 現代日本誤百科（340）：「今回の勝利は前回の二の舞」町田 健文学研究科教授

11.10（水） 中日（朝刊）

110 現代日本誤百科（341）：「お取り寄せしてみてください」町田 健文学研究科教授

11.11（木） 中日（朝刊）

111 レーザー：濵口総長は学生の意志改革のため、「海外大学での研修に実家通いの学生をどんどん送りだしていきた
い」と話す

11.11（木） 日刊工業

112 市民公開講座「あなたの腎臓は大丈夫ですか！！」開催：14日 松尾清一医学部附属病院長が講演

11.11（木） 読売

113 本学学生たちが主催する「円頓寺映画祭」が開催される：12～13日

11.11（木） 中日（朝刊）

114 大屋雄裕法学研究科准教授は「岡崎市立図書館問題」からインターネットがはらむ諸問題について考察する

11.11（木） 朝日（夕刊）

115 名古屋大学古楽研究会第30回定期演奏会「中世・ルネサンス・バロック期の西洋音楽」開催：23日

11.13（土） 中日（朝刊）

116 本学などを卒業してベトナムに帰国した元留学生56人が参加し、「ベトナム帰国愛知留学生ネットワーク」が現地
で設立される

11.13（土） 中日（朝刊）

117 家森信善経済学研究科教授は緊急保証詐欺について「貸し手にリスクがない制度は主要先進国で例がない。貸し倒
れの場合、しわ寄せは納税者に行く」と話す

11.13（土） 中日（夕刊）

118 寺﨑裕子医学系研究科教授は糖尿病の怖さや予防方法について語る

11.14（日） 読売

119 この人：信号のない新型交差点の実証実験に取り組む中村英樹工学研究科教授が紹介される

11.14（日） 中日（朝刊）

120 東海地区大学準硬式野球秋季リーグ：本学は3-2で愛知教育大学に敗れる

11.14（日） 中日（朝刊）

イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

10月５日（火）～12月28日（火）
場
所：博物館２階展示室
時
間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入 場 料：無料

内容

博物館企画展
「恐竜たちがやってきた
－化石から学ぶ過去の生物多様性－第２弾」
テ ー マ：「古生代の海と陸の生物」

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
11月１日（月）～１月７日（金）
場
所：野外観察園セミナーハウス
時
間：10：00～16：00
休 館 日：土・日曜日
入 場 料：無料

博物館野外観察園展示「名大の蛾～秋編～」

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
11月３日（水）～12月18日（土）
場
所：博物館２階展示室
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
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第20回博物館企画展
キタン－名古屋高等商業高校／名古屋大学経済学部－
創立90周年記念展
テ ー マ：「響け！ “ 創統の鐘 ” －名高商から名大経済学部への90年－」

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17日（金）
場
所：医学部附属病院中央診療棟３階
講堂
時
間：14：00～18：00
参 加 費：無料

第３回医学・バイオ系知財フェア

［問い合わせ先］
医学部・医学系研究科
経営企画課研究協力掛

講演題目：「医薬品の研究開発の問題点」
講 演 者：宮本政臣氏（生化学工業株式会社）
講演題目：「アカデミアにおける医薬品・医療機器開発」
講 演 者：直江知樹（医学系研究科教授）

052-744-2429

12月18日（土）、１月22日（土）、
２月５日（土）
場
所：経済学部カンファレンスホール
時
間：10：00～12：00
参 加 費：無料
［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
12月19日（日）
場
所：教育学部附属中学・高等学校
運動場
時
間：13：00～
参 加 費：無料

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：「歴史問題と国際歴史教科書対話－独仏関係を中心に－」（12/18）
講 演 者：近藤孝弘（教育発達科学研究科教授）
講演題目：「健康つくりと ICT（情報通信技術）」（1/22）
講 演 者：水野正明（医学系研究科准教授）
講演題目：「統治技術の変化が意味するもの：国家による監視は問題か？」（2/5）
講 演 者：大屋雄裕（法学研究科准教授）

和式馬術供覧
内
容：流鏑馬などの披露、体験乗馬
（※10月31日開催予定を、台風によるグランドコンディションの悪化により延期）

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
12月21日（火）
場
所：経済学研究科２階第１会議室
時
間：13：00～14：30
参 加 費：無料

経済学研究科セミナー
講演題目：「当面の景気展望：就職市場を巡る環境と併せて」
講 演 者：竹内淳一郎氏（日本経済研究センター）

［問い合わせ先］
経済学研究科
教授 家森信善 052-789-4935
12月21日（火）
場
所：環境総合館１階レクチャーホール
時
間：16：30～19：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
環境学研究科建築事務室

講演題目：「地域づくりとアート」
講 演 者：北川フラム氏（株式会社アートフロントギャラリー）

052-789-5233

12月22日（水）
場
所：経済学研究科２階第１会議室
時
間：16：30～18：00
参 加 費：無料
［問い合わせ先］
経済学研究科
准教授 花薗 誠

環境学研究科都市環境学専攻
建築学総合セミナー

経済学研究科
課題設定型ワークショップ
「ゲーム理論とその応用」
講 演 者：渡辺安虎氏（ノースウエスタン大学）

052-789-4932
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イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

12月22日（水）
場
所：名古屋国際センタービル15階
グローバル COE オフィス
時
間：18：00～
参 加 費：無料
［問い合わせ先］
GCOE 事務局 052-587-1710
12月22日（水）
場
所：豊田講堂シンポジオンホール
時
間：16：00～18：00
参 加 費：無料

内容

グローバル COE プログラム
「テクスト布置の解釈学的研究と教育」
第33回オープンレクチャー
講演題目：「法解釈を論ず」
講 演 者：森際康友（法学研究科教授）

理系女子学生エンカレッジ交流会

［問い合わせ先］
男女共同参画室 052-789-5987
12月24日（金）
場
所：環境総合館１階レクチャーホール
時
間：13：00～16：00
対
象：高校生
［問い合わせ先］
環境学研究科
教授 福和伸夫 052-789-3757
12月24日（金）
場
所：医系研究棟２号館１階
超微形態研究室
時
間：13：00～16：00
定
員：20名
対
象：小学校５年生から一般
参 加 費：50円

平成22年度高大連携
高校生防災教育推進事業
「高校生防災セミナー」
内

容：自然災害に対する知識や技術の習得などによる防災対応能力の向上、災害
時のボランティア活動など地域の防災向上に貢献できる防災リーダーの
育成を図る。

ミクロの探検隊
「動物のからだ：腎臓や粘膜などの組織を
電子顕微鏡や光学顕微鏡で見てみよう！」

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
12月26日（日）
場
所：経済学部２階第１会議室
時
間：10：00～18：15
［問い合わせ先］
経済学研究科
准教授 安達貴教

講 演 者：玉井寿樹氏（近畿大学）、宮澤和俊氏（同志社大学）、
山本庸平氏（カナダ・アルバータ大学）、篠崎 剛氏（東北学院大学）、
敦賀貴之氏（京都大学）

052-789-5962

１月11日（火）～２月５日（土）、
３月８日（火）～４月９日（土）
場
所：博物館２階展示室、
野外観察園セミナーハウス
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
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名古屋公共経済学・マクロ経済学
コンファレンス2010
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ボタニカルアート作品展
内

容：１月11日から２月５日までをⅠ期としてサークル作品を中心に
展示、３月８日から４月９日までをⅡ期として東海林富子氏の
作品を中心に展示

イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

内容

グローバル COE プログラム
「分子性機能物質科学の国際教育研究拠点形成」
生物化学ミニシンポジウム

１月12日（水）
場
所：野依記念物質科学研究館
時
間：９：30～17：30
［問い合わせ先］
GCOE 事務局
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

グローバル COE プログラム
「分子性機能物質科学の国際教育研究拠点形成」
講義［社会と科学］

１月18日（火）
場
所：野依記念物質科学研究館２階
講演室
時
間：10：30～12：00
参 加 費：無料

講演題目：「世界の将来を担う中国の研究者たち：夢と現実」
講 演 者：高 清志氏（天津大学薬学院教授）

［問い合わせ先］
GCOE 事務局
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp
１月19日（水）
場
所：環境総合館１階レクチャーホール
時
間：18：00～19：30
参 加 費：無料

第66回防災アカデミー
講演題目：
「私の体験的危機管理
－阪神・淡路大震災と新型インフルエンザ広報経験から－」
講 演 者：桜井誠一氏（神戸市役所）

［問い合わせ先］
災害対策室 052-788-6038
１月19日（水）、２月24日（木）
場
所：環境総合館１階レクチャーホール
時
間：15：00～17：00
参 加 費：無料
［問い合わせ先］
しんきん環境事業イノベーション寄附講座
052-747-6550
１月29日（土）
場
所：博物館２階展示室
時
間：14：00～15：00
入 場 料：無料

しんきん環境事業イノベーション寄附講座
第９回、第10回企業経営者向けゼミナール
講演題目：「最近の資源エネルギー状況」（1/19）
講 演 者：大澤一雄氏（伊藤忠商事株式会社）
講演題目：「リチウムイオン電池の現状」（2/24）
講 演 者：佐野 充（環境学研究科教授）

博物館コンサート
アイルランド音楽紀行
内

容：アイルランドのダンス音楽、民謡などの演奏と
アイルランド音楽の楽器解説

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
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第４代総長 松坂佐一 ― 名大をひきいた人びと⑨ ―

第４代総長の松坂佐一は、1898（明治31）年、岡山県都

科の設置準備を実質的に担ったのです。設置当初、松坂と

窪郡茶屋町（現在の倉敷市）に生まれました。愛知県豊橋

戸沢は非常勤講師でしたが、49年４月には正式に法経学部

市の八町尋常小学校を卒業後上京し、東京府立第一中学校
から第一高等学校へと進み、1923（大正12）年に東京帝国
大学法学部独逸法律学科を卒業しました。

（50年度から法学部）教授に就任しました。
その後松坂は、附属図書館長、法学部長、教養部長など
を歴任、そして1959年７月、法学部の東山移転とほぼ同時

一度は第一銀行（のちの第一勧業銀行、現在のみずほ銀

に総長となりました。名大創立70年の歴史の中で、唯一の

行）に就職しますが、1927（昭和２）年には京城帝国大学

文系学部出身の総長です。弁護士の資格を持ち、民間企業

法文学部助教授（のち教授）に転じました。専門は民法で

での勤務経験がある経歴にも特徴があります。

す。京城とは現在の韓国ソウルですが、当時の朝鮮半島は

総長在任の４年間における事績は、プラズマ研究所の附

日本の朝鮮総督府の統治下にありました。日本の敗戦によ

置（61年）、医学部附属病院分院の第一次移転（61年）
、東

り本土に引き揚げたのちの1946年、敗戦前は中国上海に

山への学生会館建設（62年）
、文学部の名城から東山への

あった東亜同文書院大学を引き継いで、豊橋市に設立され

移転（63年）など多くあります。とくに就任当初の１年間

たばかりの愛知大学から教授として迎えられました。

は、安保闘争の激化や伊勢湾台風の襲来、豊田講堂の竣工、

そして松坂は、1948年の名古屋大学法経学部創設に深く
関わります。これも愛大教授の戸沢鉄彦とともに新学部創

第１回名大祭の開催など、名大史の大きな出来事が集中し
ています。

設委員会の外部委員となり、この２人が法律学科・政治学

１

２

３

５

４

１
２

 坂佐一第４代総長（1898－2000）。
松
豊橋市政財界の重鎮たちと愛知大学
創 立 時 の ス タ ッ フ（ 愛 知 大 学 東 亜
同 文書院大学記念セ ン タ ー 提 供 ／
神野信郎氏撮影）
。右から２番目が
松坂教授、３番目が四方博教授。四方
は、愛大から名大法経学部経済学科
へ移り、第２代経済学部長となった。
３ 1953年当時の法学部教官。前列左から４番目が松坂教授、その右が戸沢鉄彦教授。背景
は名城キャンパスの法学部校舎（元陸軍歩兵第六連隊兵舎）。
４ 豊田講堂完成式（1960年５月）での万歳三唱。中央で音頭をとっているのが桑原幹根愛
知県知事、それから右へ石田退三トヨタ自動車社長、勝沼精蔵前総長、松坂総長。
５ 1988年の法学部創立40周年記念パーティーで挨拶する松坂名誉教授（当時89歳、『名古
屋大学法学部創立60周年記念写真集』より）。総長退任後は、弁護士として活動するとと
もに、NHK 経営委員会委員長、名古屋証券取引所公益理事などを務め、100歳をこえる
長寿を全うした。

名古屋大学基金

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、お問い合わせは総務課（基金推進室）あて（電話
052-789-4993，
2011、E メール kikin@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

