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世界の学術・教育を牽引する
かけがえのない大学へ

松尾清一総長が「NU MIRAI 2020」において
「世界屈指の研究大学になること」を基本目標として掲げてから３年目を迎えます。

野依良治特別教授と松尾総長の対談では、
現在、大学が置かれている状況を踏まえ、今の名古屋大学に必要とされること、

また、あるべき姿について、語り合っていただきました。

松尾 清一
Seiichi Matsuo

名古屋大学総長

野依 良治
Ryoji Noyori
名古屋大学特別教授
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ゆるぎのない理念で世界から若き知性を呼び込む

辻	 まず、今後10年を見据えて、名古屋大学が目指すもの

と、それを進める原動力について伺いたいと思います。

松尾	 総長に就任した際に「NU MIRAI 2020」という将来構

想をまとめ、「世界屈指の研究大学になること」を基本

的な目標として掲げました。マネジメント改革を進め、

次世代をリードする高度人材の育成、世界最先端の研

究による真理の探究やイノベーション創出を目指して

います。具体的なビジョンとしては、①世界最先端の

研究拠点群形成、②知識基盤社会の中核となる博士人

材の育成、③キャンパスの国際化と海外展開、④産業

界と連携したイノベーション創出を実現するための構

想の4つを示しています。これらをどう実現するか、各

部局と活発な議論をしながら、アクションプランを作っ

ているところです。

野依	 原動力、それは明確に「社会からの期待」です。明治以来、

我が国の国立大学は、社会から尊敬と信頼を得て、研

究と教育の両面で一定の役割を果たしてきました。現

在も、そしてこれからも、「知の府」としての期待は非

常に大きい。内外ともに移りゆく時代にあって、「世界

屈指の研究大学へ」という大胆な基本目標を立てられ

た松尾総長のご決断に、大いなる敬意を表します。そ

の志の実現には、全学の教職員の矜持（誇り）、そして

学生の情熱が必要です。名古屋大学には是非とも、真

の国民の誇り、「ナショナル・プライド」に成長してほ

しいと願っています。「最高の学術の府、教育の府であ

るべし」、まずは、世界の学術・教育を牽引する「かけ

がえのない存在」になることに集中していただきたい。

グローバル化した時代に、世界標準の研究・教育体制

を作り、世界最高の、そして多様な教員・研究者・学

生を揃えて活動することが重要です。

松尾	 名古屋大学は、野依先生をはじめノーベル賞受賞者を

多数輩出してきました。そうした世界屈指の知的成果

を持続的に生み出すとともに、今後は社会の変革や未

来社会の創造に貢献していくことが求められています。

社会からの要請に応えるには、組織のトップが明確な

目標を掲げ、それを実現可能な形として示さなければ

ならないと思っています。そうした旗がないと、組織

はバラバラになります。その旗を倒れるまで振り続け、

できなければ責任を取る、という覚悟がなければ皆つ

いてこない。そう思ってやっています。

辻	 世界屈指の研究大学を目指す、具体的な道のりはどう

でしょうか。

野依	 まず、10～20年先の「社会が求める知」は何か。例え

ば世界の人々が共感を寄せるSDGs（持続可能な開発

目標）のようなゆるぎのない理念を掲げてはどうでしょ

うか。今日からでも、見識のある有志を全学的に募り、

基本構想を練ってはいかがでしょう？そして、一旦作

り上げた理念は教職員や学生も含めて皆で共有する。

世界中から若き英知を呼び込むためにも、彼らが共感

するような高邁な目標が必要だと思います。

松尾	 中期目標・中期計画の第三期があと4年で終了し、第四

期が6年、合わせて10年です。第三期に意識合わせと、

必要な組織改革やマネジメント改革を行い、第四期に

実際にやってみて、うまくいかないところはPDCAを

回して修正し、10年後に世界屈指の研究大学になるこ

とを目指しています。先日、スタンフォード大学で長

年Vice Provostを務めているティム・ワーナー氏の

講演がありました。カリフォルニアの小さな一大学が

原動力は「社会からの期待」
これからも「知の府」として貢献を
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30～40年でどうやってハーバード大学やマサチュー

セッツ工科大学に肩を並べるまでになったのか。その

答えは、世界最高の教員や研究者を採用し続けたこと

で、その積み重ねが今になったと言っていました。

今こそガバナンス改革、意識改革を！

野依	 人事制度は重要です。その意味でも考えるべきは経営

と学務の役割分担、いわゆるシェアド・ガバナンスです。

世界屈指の大学を目指すならば、世界に通じる経営理念

とそれを可能にする仕組みが不可欠です。世界の大学で

は、理事長が広い見識と存在感を持った学長を任命し、

その学長が先導する執行部が学問と教育を司る。一方、

理事長傘下の理事会は、大学の自立と自律による健全

な経営を維持するために、財源確保をはじめ教育・研

究環境整備に責任を持つ。最も大切なのは、理事会と

執行部が理念を共有することです。その上で、学長は

研究科長等の執行役員の任命権を持って、多様な組織

や個々の教員の特徴を踏まえ、合理的かつ果敢な運営

を主導するのです。名古屋大学はどうされますか。

松尾	 日本では学長が両方の役割を担っているので、私自身、

極めて細かい話から非常にダイナミックな話まで全て

を取り扱っています。実は、これを分けたいと思い、

米国の大学のようにProvost（副学長）制を作ると宣

言しました。現在、名古屋大学は「指定国立大学法人

制度」に再申請中（2018.3.20指定国立大学法人に指定）

ですが、その調書にもガバナンス改革について記載し

ました。大学本来のミッションである教育・研究に加え、

最近は国際化や産学連携の役割も期待されており、こ

れらを全てきちんとやるには、マネジメント体制が強

固でなければなりません。役員も含め、マネジメント・

スタッフをどう揃えるかは大きな課題です。国立大学

協会や文科省、内閣府ともその育成について議論して

います。その一環で、海外の大学に次代を担う人材を3

人派遣したのですが、皆、頭が切り替わったようです。

野依	 外を見ると「かくてはならじ」と劇的に変わります。

松尾	 教職員や学生についても、意識改革が必要だと思って

います。皆、まさか名古屋大学が潰れることはないと

思っている。自分たちが社会に貢献しなければならな

いという意識がまだまだ十分ではなく、危機感も足り

ない。まず、危機意識を共有する必要があります。野

依先生がおっしゃるように外を見ると変わるので、大

学の政策の一つとして海外の大学との交流を進めたい

と思っています。

野依	 例えば、サッカー選手でも、ドイツなどに行って実際に

教職員も学生も
まず危機意識を共有することから

野依良治
Ryoji Noyori

名古屋大学特別教授
1938年生まれ。京都大学大学院工学研究科工学化学専攻修
士課程修了。工学博士。2001年、「触媒的不斉水素化反応
に関する研究」でノーベル化学賞受賞。2004年より現職。
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蹴飛ばされて痛い目にあわないと、世界を俯瞰する力

をつけることができません。今年は明治維新から150

年経ちますが、本気で変えようと思う気概を持つのは

若い人だと思います。名古屋大学の若手はどうですか。

松尾	 残念ながら、若い人は2つの点で積極的になりにくい

状況があります。まず、今は論文を書くために目の前

の研究に集中せざるを得ず、一定のポジションになる

まで全体を見ることができません。さらに世の中が安

定してしまい、自分が声を上げれば何かが変わると思

い難い傾向にあります。だから、小さいことでも自分

の提案したことで組織が変わっていくことを実感でき

る仕組みや、そのための議論ができるような環境を作

りたいと思っています。

産学連携は新しい価値の創造につながってこそ

辻	 成果を生かすという点では、産学連携も課題です。

野依	 問題は、産学連携を大学の本質である教育と研究に加

えて、新しい使命として内枠で行うのか、あるいは外

枠を設けてやるのかです。国や産業界からの研究資金

に過度に縛られて大学が自己決定権を失ってはなりま

せん。有効かつ安全な共同活動のためにも、そこは明

確な目的意識が必要です。大学の慣習・価値観やルー

ルは産業界のそれとは著しく違うが、一体どちらを適

用するのか。役員会の下に現行の「教学の府」と並列で、

例えば、ドイツのフラウンホーファー研究機構型の「産

学連携特区」のようなものを設け、最大効果を得る新

たなルールを作ってやるべきです。

松尾	 研究者には、基礎研究をしたい人も応用研究をしたい人

もいる。そして、自分の成果をもっと社会に役立てたい

と思う人もいる。基礎研究でも社会に還元できる可能性

があるものもある。野依先生の研究は、まさにそうです。

教員がストレスなく産学連携ができる支援システムが

必要で、本学では学術研究・産学官連携推進本部がサ

ポート体制をとっています。今は、1人の教員が最先端

の研究をし、学生を教え、産学連携にも関わって多忙

を極めているが、切り分けが難しい。研究に100%没

頭するだけの時間があれば、素晴らしい成果が出るの

にそれがままならない。クロスアポイントメントやエ

フォート管理をどうやっていくかは大きな課題です。

野依	 産学連携も基礎から応用、商業的なことまで幅広いが、

国立大学には公器としての秩序が不可欠です。私は、

憲法で自由が保障されている研究・教育活動は全て中

立で公開することが原則で、一方、機密が求められる

商業的な活動は特区でやるべきだと思っています。恣

松尾清一
Seiichi Matsuo

名古屋大学総長
1950年生まれ。名古屋大学大学院医学研究科博士課程修
了。医学博士。専門分野は腎臓内科学。医学系研究科教授、
医学部附属病院長、副総長などを経て、2015年より現職。
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意的な責務相反を回避する明確なエフォート管理も不

可欠です。

松尾	 企業の研究所が力を失った今、大学への期待が高いわ

けですが、どう役割分担するのか。大学は基礎研究を

やり、社会実装のためのフェーズは主に企業が担う部

分ですが、その「つなぎ」を協働してやるということ

でしょうか。「大学のどのセクターで仕事をしている

のかを常に明確に意識せよ、両方やるのであれば、エ

フォート管理をきちんとせよ。」そのようなルールが必

要というご指摘はまさにその通りだと思います。

野依	 大学外の価値観を学ぶことは、教育に反映され、新しい

時代を生きる若者の育成にも役立ちます。私自身、多く

の産学連携活動に携わってきましたが、学問の自由を

拘束されたことは一切なく、むしろ、産業人の考え方

を色々学ぶことができました。不足する研究費の補填

目的ではなく、新しい価値の創造に向けた必然的な共

同研究でなければなりません。ドイツの大学では、有

名企業に在籍する著名な研究者が教鞭をとる。大学の

教員が産業界のことを学び、教育にも反映される仕組

みができていて、イノベーションに向かう博士が育つ。

松尾	 社会あるいは産業界と大学は、対立するものではなく、

互いに補完し合うものでなければならないと思います。

現状は、産業界の力が強いようですが、独創的なもの

を生み出す場としての大学の重要性は変わりません。

外に出て「異」に出合い、広い視野を養う

辻	 国際展開はどうでしょうか。

野依	 何よりアジアとの連携が大切です。これからは、世界の

中の日本、世界の中の名古屋大学を考えなければなりま

せん。1.2億人の日本人が、76億人の中でどう共に生き、

互いにどのような影響を受け、与えられるのか。アジア

は人口も多く、教育研究レベルも上がっていて、何より

エネルギーに満ちあふれている。松尾総長がナビゲー

ターとして主導されますが、実際に航路を進むのは若い

人たちです。彼らが広い視野を養うためには外に出て

「異」に出合うことが絶対的に必要です。世界の現実を知

り、改めて日本の良さも自覚するだろうし、何をすべき

かに気づくこともできる。国際化、とりわけアジアとの

絆をこれまで以上に強くしていただきたいと思います。

松尾	 名古屋大学から海外へ行く学生は、2008年にはわずか

年間146人でしたが、今は1,000人を超えました。ま

た、名古屋大学には留学生がたくさんいますが、学内

で壁を作ってしまっている。今後は、日本人学生と留

学生が混じり合うオープンなキャンパスにしたい。

野依	 インターネットで知識は得られても、実際に会って話

司会・構成　辻　篤子 Atsuko Tsuji

国際機構特任教授
1976年東京大学教養学部教養学科科学史科学哲学分科卒業。79年朝日新聞社入
社。科学部、アエラ発行室、アメリカ総局などで科学を中心とした報道に携わ
り、2004〜13年、論説委員として科学技術や医療分野の社説を担当。16年10月
から現職。現在、「名大ウォッチ」（p.23参照）執筆中。

何よりアジアとの連携が大切
世界の中の大学を考えよ
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をしないと現実社会のことは分かりません。「知識のた

めの科学」とともに「社会のための科学」が大切とさ

れる今、生きた社会を知ることは欠かせません。

「感謝される」大学として街の魅力にも貢献を

辻	 これからの名古屋大学はどうあるべきでしょうか。

野依	 全構成員が自信を持って、自分たちの大学を「世界屈

指の大学」と位置付けることが先決だと思います。学

生を惹きつけるのは、際立ったブランド性です。例えば、

カリフォルニア工科大学は規模は小さいが、学問的・

教育的に傑出した特徴があり、ノーベル賞受賞者も多

数輩出している。「あの先生の薫陶を受ければ、自分た

ちの将来も開ける」「優秀な人がたくさん集まったとこ

ろで一緒にやりたい」などと評判が評判を呼ぶ。「ブラ

ンディング戦略」が必要です。少子化が進んでいる今、

少なくとも大学院生については、一定の要件さえ満た

せば、授業料を免除し、生活支援をするなどのインセ

ンティブも不可欠です。そうでなければ、名古屋大学

は国際的に競争力を持ち得ません。

松尾	 私も、学生、教員、それをサポートする事務職員・技

術職員、その全員が、自分の能力をフルに発揮できる

ような高いモチベーションを持って欲しいと思ってい

ます。基盤はあるので、その上で我々が目標を決めて

組織的にやる。「良い大学になるんだ」「社会に貢献す

るんだ」という意識づけが重要です。

野依	 教員は、教育・研究に専念し、組織運営は事務職員に

任せる。互いの信頼と感謝が重要です。私はよく「尊

敬されるのは難しいが、せめて感謝される人間になれ」

と言うのですが、ひょっとしたら大学にも当てはまる

かもしれません。世界には既に名だたる大学が多くあ

り、真に尊敬されることは容易ではありません。社会

の中の大学という視点で見ると、「感謝される大学」が

あってもいいのではないでしょうか。また、海外では

魅力的な街には必ず立派な大学があり、立派な大学が

ある街は、魅力的な街として認知されています。だか

ら、名古屋市や愛知県にも協力をお願いしたい。この

地域は「ものづくり」というストックがあるのに、フロー

として活かし切れていません。

辻	 松尾総長は3月から、内閣府の総合科学技術・イノベー

ション会議の議員として日本全体の大学改革や科学技

術政策の舵取りという重責も担われます。

松尾	 私の使命は、大学の健全な発展を目指すとともに、大

学と産業界をしっかり繋いで、一緒に将来ビジョンを

作っていくことだと認識しています。

野依	 産業界と大学は、価値観が違うがゆえに協働すること

で相乗効果が生まれると思います。大学の役割は多様

化し、社会から様々な要請もあり、松尾総長のご苦労

も大きいと思いますが、我が国の大学改革が良い方向

に進むよう大いに活躍されることを期待しています。
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特定基金「医学系未来人材育成支援事業」の寄附者懇談会を開催 ■医学部

防災専門図書館と連携協力協定を締結 ■減災連携研究センター

第4回教育基盤連携本部セミナーを開催

　鶴舞キャンパスにおいて、特定基金
「医学系未来人材育成支援事業」の寄
附者懇談会を初めて開催しました。本
懇談会の趣旨は、昨年、本事業に一定
額以上寄附された篤志家の方々を招
き、直接「謝意」を伝えることです。
懇談会では、感謝状贈呈式、医学部へ
の意見等をいただくための懇談、寄附

者銘板の除幕式を挙行しました。会は、
終始和やかで、かつ厳かな雰囲気の中
進められ、寄附者からは、「このような
催しを開催いただき大変感謝します」
との言葉がありました。門松研究科長
からは、本事業への継続的支援の依頼
があり、盛会のうちに終了しました。

　減災連携研究センターは、公益社団
法人全国市有物件災害共済会防災専門
図書館と連携協力協定を締結しまし
た。福和本センター長と矢野陽子防災
専門図書館司書・学芸員との間で協定
書を取り交わし、今後の協力体制につ
いて協議しました。防災専門図書館は
昭和31年に開設され、台風や地震等

の自然災害のほか、火災や事故等様々
な災害やその対策に関する約16万冊
の資料を所蔵しています。 協定締結
により、災害図書の相互利用や、レ
ファレンス協力、展示を目的とした資
料貸出等、広範な協力が可能となり、
本センターは今後、減災教育の拠点と
してより強化されます。

　第4回教育基盤連携本部セミナーを、
文系総合館カンファレンスホールにお
いて開催しました。今回は、教育関係
共同利用拠点「質保証を担う中核教職
員能力開発拠点」として、昨年8月に
文部科学省の認定を受けた高等教育研
究センターと共同で実施しました。「教
育の質保証と教職員の能力開発」を

テーマに、渡邉　聡広島大学副学長が
「教育の質保証に向けた執行部と教職
員の協働」、米澤彰純東北大学インス
ティテューショナル・リサーチ室室長
が「教育の質保証を促す大学のガバナ
ンスとIRの役割」と題した講演を行い
ました。参加者は熱心に耳を傾け、セ
ミナーは盛況のうちに終了しました。

27
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懇談会の様子

協定締結の様子（右：福和センター長、左：矢野司書・学芸員）

セミナーの様子

本学が「指定国立大学法人」に指定される
　本学は、3月20日、文部科学大臣よ
り、世界最高水準の教育研究活動の展
開が見込まれる大学として「指定国立
大学法人」に指定されました。
　指定国立大学法人は、国際的な競争
環境の中で、世界の有力大学と伍して
いくことが求められ、社会や経済の発
展に与えた影響と取組の具体的成果を

積極的に発信し、国立大学改革の推進
役としての役割を果たすことが期待さ
れています。
　詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/
20180320.html

指定国立大学法人構想概要
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Meidai News

蔵書票デザイン応募感謝状贈呈式を挙行 ■附属図書館

　1月24日、2月7日、2月9日の3日間、
附属図書館において、蔵書票デザイン
応募感謝状贈呈式を挙行しました。附
属図書館では、特定基金「附属図書館
支援事業」への寄附者氏名等を記載す
る蔵書票のデザインを昨年11月から
12月にかけて募集しました。計8名10
件の応募があり、贈呈式では森　仁志

附属図書館長から応募者に感謝状と記
念品が贈呈されました。贈呈式では作
品制作時のエピソードや附属図書館支
援事業について意見交換し、職員と学
生の交流の場となりました。今後は5
万円以上の寄附をしていただいた方に
選ばれた作品を附属図書館の購入図書
に貼付する予定です。

9
2

感謝状贈呈の様子

第59回経営協議会を開催

「万人のための平和、繁栄のための平和、未来のための平和」のワークショップを開催 ■大学院国際開発研究科

平成29年度「PhD プロフェッショナル登龍門」シンポジウムを開催

　第59回経営協議会を、医学部鶴友
会館において開催しました。会議で
は、平成29年人事院勧告及び退職手
当の見直し、平成29年度業務達成基
準適用事業及び大学院医学系研究科と
フライブルク大学との国際連携総合医
学専攻の設置について説明が行われ、
審議の結果、了承されました。次いで、

平成30年度運営費交付金等の予算内
示、中期目標・中期計画の変更、平成
28年度実績に関する評価結果、平成30
年度教育研究組織の改組及び名古屋大
学基金について報告がありました。ま
た、指定国立大学法人制度について
意見交換がなされ、外部委員の方々か
ら、貴重なご意見が寄せられました。

　大学院国際開発研究科オーディトリ
アムにおいて、「万人のための平和、
繁栄のための平和、未来のための平
和」のワークショップを開催しました。

「中東情勢の今」と題した特別講演で
は、中西久枝同志社大学グローバル・
スタディーズ研究科教授が、中東研究
の専門家として講演されました。そ

の後のパネルディスカッションでは、
本研究科のレバノン、ナイジェリア、
フィリピン、アメリカ出身の大学院生
が、それぞれの視点から中東の情勢や
平和について発表し、参加者と活発な
議論を行いました。70名を超える参
加者は熱心に耳を傾けていました。

　名鉄ニューグランドホテルにおい
て、博士課程教育リーディングプログ
ラム「PhDプロフェッショナル登龍門」
のシンポジウム「社会に羽ばたく博士
人材の育成〜20年後の『ものづくり
リーダー』像を考える〜」を開催しま
した。まず、20年後の「ものづくりリー
ダー」像を考えることをテーマに講演

があり、続いて産学官を交えたパネル
ディスカッションを行いました。その
後、杉山　直プログラムコーディネー
ターから本学の取り組みの紹介や、所
属する履修生達のプログラムでの活
動・成果発表がありました。会場から
質問、意見も多く寄せられ、盛況のう
ちに幕を閉じました。

13
2
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2

15
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経営協議会の様子

中西教授による特別講演の様子

プログラム活動報告の様子
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中央診療棟 B 開院記念講演会を開催 ■医学部附属病院

2017年度入館者3万人を達成 ■博物館

カンボジア日本法教育研究センター設立10周年記念式典を開催 ■大学院法学研究科、法政国際教育協力研究センター

　鶴舞キャンパスにおいて、中央診療
棟Ｂ開院記念講演会を開催しました。

「“がん”と戦う〜名大病院の先端医療〜」
をテーマに、堀田知光国立がん研究セ
ンター名誉総長による基調講演及び医
学部附属病院のがん治療のスペシャリ
ストによるパネルディスカッションを
行いました。中央診療棟Bでは、抗が

ん剤治療、放射線治療などを行う専用
治療室が充実しています。また、遺伝
子情報“がんゲノム”に基づく医療体
制の構築を行っており、今後、小児が
ん拠点病院として、出生前から生涯に
わたる一貫した医療の提供に向け、小
児医療センターの立ち上げを目指し
ます。

　2000年に開館した当館は、ついに、
4月からの年間入館者3万人を達成し
ました。3万人目の入館者は、三重県
から来館された方でした。これが2回
目の来館であり、今回は、家族が大学
院創薬科学研究科博士課程を修了する
ため、引越の手伝いに来学されたとの
ことでした。大路館長から賞状、記念

品の図録及び絵ハガキが手渡されまし
た。来館者は、「テレビで記念セレモ
ニーを見るが、自分が対象になると
は、初めての経験だ」と、喜びと共に
驚いていました。スタッフ一同、この
入館者数に満足することなく、開かれ
た大学、地域に愛される博物館を目指
して、前進をしていきます。

　カンボジア日本法教育研究センター
設立10周年記念式典を、カンボジア
王立法律経済大学において開催しまし
た。近年、経済が急速に発展している
カンボジアですが、法律の整備は十分
とは言いがたい状況であるため、日本
法教育センターと大学院法学研究科で
は、学生が日本法を日本語で学び、研

究し、のちにカンボジアで自国の法整
備や法の運用ができる人材を育成して
います。昨年10月には初の博士後期
課程修了者がカンボジアへ帰国し、既
にカンボジア憲法院、日系法律事務
所、JICAプロジェクトオフィスなど
に勤務している修了生とともに活躍す
ることが期待されています。

23
2

24
2

26
2

講演会の様子

記念品贈呈の様子

式典の最後に「ふるさと」を歌うセンター在学生

短期日本語プログラム（NUSTEP）2018年春季の受入れを実施
　2月8日から22日までの間、短期日
本語プログラム（NUSTEP）を実施
しました。今回は、韓国・台湾・中国・
ベトナムの協定校から29名の学部学
生を受け入れました。本プログラムで
は、日本語学習や、日本の文化・社会
について理解を深めるための活動、本
学の教育・研究を体験する活動を行い

ました。最終日には、様々な活動を通
して深まった「日本」についての自身
の考えを、日本語で発表しました。ア
ンケートからは、プログラムでの学習
内容や、名古屋滞在に満足していたこ
とがうかがえ、協定校の学生たちに本
学の教育や研究に触れてもらう良い機
会となったようです。

22
2

学生との交流会

10



Meidai News

名古屋大学基金感謝の集いを開催

キャンパス・アジア第5回学生シンポジウムを開催 ■大学院法学研究科

平成29年度卒業式を挙行

大学院創薬科学研究科第2回特別講演会を開催 ■大学院創薬科学研究科

　鶴舞キャンパスにおいて、名古屋大
学基金感謝の集いを開催しました。こ
れは、名古屋大学基金へ高額寄附をさ
れた支援者の方々に感謝の意を表す催
しです。今回は昨年11月に竣工した
医学部附属病院中央診療棟Bにて、松
尾総長と役員列席のもと、感謝状贈呈
式と施設見学会を行いました。外来棟

では、木村理事から基金の事業報告及
び基金によって支援された留学生のス
ピーチがあり、それに続き、バイオリ
ニスト高橋　誠トリオによるミニコン
サートを楽しみました。眺望の良い病
棟14階レストラン「ソレイユ」での
総長主催の懇談会では、本学に対する
期待と激励の言葉が寄せられました。

　大学院法学研究科キャンパス・アジ
アプログラムは、アジア法交流館にお
いて、第5回学生シンポジウムを開催
しました。本シンポジウムの目的は、
キャンパス・アジアのコミュニティを
強化し、今後の活動に繋げることです。
　シンポジウムでは、昨年度、日中韓
各国で、半年または一年間の留学を経

験した学生が名古屋に集い、お互いの
経験を共有するとともに、留学中に得
た知見をもとに、東アジア共通法に関
する学術的な報告を行いました。その
後の質保証協議会では、成果や今後の
課題を報告し、今後の在り方や方向性
について熱い議論を繰り広げました。

　平成29年度名古屋大学卒業式を豊
田講堂において挙行し、松尾総長か
ら、大学院修了生（修士1,596名、専
門職24名、博士235名）及び学部卒業
生（学士2,183名）に学位記が授与さ
れました。
　総長からの激励のことばを受け、修
了生及び卒業生それぞれの総代が、本

学への感謝の気持ちと今後の抱負等を
述べました。また、来賓の豊田章一郎
全学同窓会会長から心のこもった祝辞
をいただきました。
　卒業式の模様はこちらからご覧いた
だけます。http://www.nagoya-u.ac.jp/ 
info/29_2.html 

　理学南館坂田・平田ホールにおい
て、大学院創薬科学研究科第2回特別
講演会を開催しました。本学の教員及
び大学院生だけでなく、他大学からも
計130名の参加がありました。
　講演では、成宮　周京都大学医学研
究科特任教授が、「薬物からサイエン
スへ、サイエンスから薬物へ；薬理学

の冒険」の演題で、薬として働く分子
の機構を追跡し、現象を解明すること
でまた新たな薬のシーズを産み出せる
ことを、これまでの研究を基に話され
ました。企業との連携も含め、今後の
創薬科学をどう発展させるか、若い研
究者・学生へのメッセージもいただき
ました。

3
3

3
3
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ミニコンサートの様子

シンポジウム後の記念撮影

卒業式の様子

講演する成宮特任教授
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学生の元気

平成29年度名古屋大学総長顕彰授与式長顕彰総

　平成29年度名古屋大学総長顕彰授与式を、3月26日、
豊田講堂第1会議室において挙行しました。
　総長顕彰制度は、学問の研鑽や文化・社会活動等を通
じて「名古屋大学学術憲章」に掲げられている本学が求
める人物像となって活躍している学生を称えるために平
成15年度に創設され、今回で15回目を迎えます。顕
彰の対象は、「学修への取り組み」（学修において成果が
伴う取り組みを積極的に行っており、その姿勢・成果が
他者の模範となると認められる者）及び「正課外活動へ
の取り組み」（社会貢献活動、ボランティア活動、課外
活動等において優れた評価を受けた者又は本学の名誉を
著しく高めた者）の2部門からなります。
　今年度は、「学修への取り組み」6名、「正課外活動へ
の取り組み」2団体が表彰され、松尾総長から、受賞者
に対し、成果や努力への賛辞、並びに指導教員等に対し、
素晴らしい人材を育成したことについて感謝の言葉が述
べられました。

　受賞した学生・団体には、今後の生活においても「勇
気ある知識人」として更なる研鑽を積み、後に続く学生
の目標となりうる人材として更なる成長を期待します。
　なお、本顕彰には、創設当初から、名古屋大学消費生
活協同組合による学生奨学制度充実のための寄附金を毎
年いただいており、副賞（賞金）に充てています。

（受賞者一覧）
■学修への取り組み部門
　福井　ゆたか （教育学部　人間発達科学科　4年）
　左高　慎也 （法学部　法律・政治学科　4年）
　瀬住　優太 （経済学部　経営学科　4年）
　吉田　貴一 （理学部　物理学科　4年）
　ヴォレティ スリーカル（工学部　物理工学科　4年）
　細井　朝子 （農学部　生物環境科学科　4年）
■正課外活動への取り組み部門
　フォーミュラチームFEM
　E.S.S.

 陸上競技部が第39回田口福寿杯中日西濃駅伝一般Ａの部において優勝！
 教育学部附属中学校3年生の藤井聡太さんが第45回将棋大賞の記録4部門を独占！
 アメリカンフットボール部「グランパス」が第12回中日スポーツ功労賞を受賞！

他にも、こんな学生の活躍がありました！
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他の受賞者情報はホームページをご覧ください。 名大トピックス299 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no299.html

祝 受賞

東山教授忍久保教授

この賞は、自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績を挙げた50歳未
満の研究者に対し、選考委員会における選考を経て5件が採択された
ものです。

忍久保 洋工学研究科教授及び東山哲也トランスフォーマティブ
生命分子研究所教授が第34回井上学術賞を受賞

工学研究科博士後期課程3年の村手宏輔さんが 
日本学術振興会育志賞を受賞

平成29年度省エネ大賞（省エネ事例部門）において 
資源エネルギー庁長官賞（業務分野）を受賞

忍久保教授　反芳香族分子の合成と機能の探求
東山教授　　ライブセル解析による植物生殖機構の解明

受賞対象となった研究テーマ

この賞は、省エネルギー意識、活動及び取り組みの浸透、省エネルギー
製品等の普及促進に寄与することを目的とし、一般財団法人省エネル
ギーセンターが経済産業省の後援を受け主催している表彰事業で「省
エネ事例部門」と「製品・ビジネスモデル部門」の2部門で構成され
ます。

低炭素エコキャンパス実現に向けた教職協働による
エネルギーマネジメント

受　賞　理　由

この賞は、天皇陛下の御即位20年に当たり、日本の学術研究の発展
に寄与することが期待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰するこ
とで、その勉学及び研究意欲を高め、若手研究者の養成を図ることを
目的として、創設されたものです。

光注入型テラヘルツ波パラメトリック光源の開発とその応用

受賞対象となった研究テーマ
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関係する本学の教員等
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関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

数万気圧極低温下での単結晶Ｘ線結晶構造�
解析に成功！
－圧力下新奇物性解明に光－

細胞の中に入って働く湾曲ナノグラフェンを�
開発

若年性骨髄単球性白血病の�
新たな発症メカニズムとその治療法を発見！
－今後の新規治療法開発への期待－

グラフェン上に分子集合体を１方向に揃えて�
並べる新しい手法を発見

宇宙からの電磁波で高速明滅する�
陽子オーロラを発見！
－日本とカナダの国際共同観測－

構造化学と触媒化学の融合により 
空前のアニオン性リン触媒が誕生

○ 圧力下の詳細な電子状態の議論を可能とする
精密な結晶構造を圧力下単結晶Ｘ線回折実験
によって決定した

○ この解析により、ファンデルワールス力によ
る弱い結合を持つ層状物質において、結晶学
的に非常に珍しい圧力誘起“層スライド”現象を発見した

○ 大型放射光施設SPring-8における圧力下の電子物性解明手法の新たな展
開が期待される

○ 炭素シートであるグラフェンをナノサイズで
切り出した「ナノグラフェン」は、従来、シー
ト同士が密着して凝集しやすく、有機溶媒へ
の溶解性が低いため、化学修飾が難しかった

○ 分子全体が大きく湾曲する「湾曲ナノグラフェ
ン」を自在に化学修飾する手法を確立し、ナ
ノグラフェンの水溶化に成功した

○ 水溶性湾曲ナノグラフェンが細胞に取り込まれ、光刺激による細胞死を誘導
することも解明した。今後、バイオイメージング等への応用が期待される

○ 難治性の小児がんである若年性骨髄単球性白
血病（JMML）の新たな原因遺伝子として、
ALK/ROS1チロシンキナーゼ関連融合遺伝
子を発見した。また、この原因遺伝子を持つ
JMML患者に、実際にチロシンキナーゼ阻害薬を投与したところ、高い効
果が確認された

○ JMML患者の中に、DNAのメチル化に異常をきたした“高メチル化群”
が存在することをつきとめ、他の患者と比べて予後が不良であることを発
見した　等

○ グラフェンの表面に細長い分子の集合体を、
方向を揃えて並べる方法を見出した

○ 原子間力顕微鏡（AFM）探針の走査による力
学効果で表面の対称性を実効的に低下させる
のが鍵

○ 2次元物質の電子特性制御などの実現につながると期待される

○ 高速・超高感度を有するEM-CCDカメラとS
変換と呼ばれる信号解析法を併用することで、
暗い陽子オーロラの詳細を調べることに成功
した

○ 宇宙空間からやってくる微弱な電磁波のデー
タから、宇宙からの電磁波の一種である電磁イオンサイクロトロン波動と
同じ周期で陽子オーロラが明滅していることを世界で初めて明らかにした

○ この電磁イオンサイクロトロン波動は、宇宙の放射線（放射線帯電子）を
変調させ、大気に散乱させる効果があることが知られており、今後、宇宙
の放射線の動態を解明するのにも貢献することが期待される

○ 新奇なキラル6配位型ホスフェイトイオンを
生み出した（構造化学）

○ ホスフェイトイオンが不斉触媒として高い性
能をもつことを実証した（触媒化学）

大学院工学研究科　中埜彰俊大学院生　澤 博教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所
　伊丹健一郎教授　東山哲也教授　佐藤良勝特任准教授
大学院理学研究科
　瀬川泰知特任准教授　西原大志特任助教　リン・シンアン研究員

大学院医学系研究科
　高橋義行教授　村上典寛大学院生　小島勢二名誉教授
医学部附属病院　村松秀城助教

トランスフォーマティブ生命分子研究所　伊丹健一郎教授
大学院理学研究科
　宮内雄平客員准教授　西原大志特任助教　ホン・リウ研究員

宇宙地球環境研究所　塩川和夫教授　三好由純准教授　大塚雄一准教授
トランスフォーマティブ生命分子研究所　大井貴史教授
大学院工学研究科
　浦口大輔准教授　佐々木仁嗣大学院生　木村悠人大学院生
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Point

オプジーボ®による甲状腺副作用の高リスク�
患者を治療前に判別できる指標を解明！

3層グラフェンにおける積層パターンの�
作り分けに成功
－グラフェンデバイス応用へ新たな道－

明滅するオーロラの起源をERG（あらせ）衛星が�
解明
－宇宙のコーラスにあわせて密かに揺れる電子の挙動がつまびらかに－

世界初、超伝導になる準結晶の発見！

世界最高の空間分解能を有する�
放射線画像化装置の開発に成功！
－世界初、物質中の放射線の動きをリアルタイムで観察可能に－

放射線照射により生じる水の発光が�
線量を反映することを確認
－新しい“高精度線量イメージング機器”への応用に期待－

○ 近年、がん免疫療法として免疫チェックポイ
ント阻害薬の使用が進んでいるが、本薬剤に
よる免疫を介した種々の副作用が問題となっ
ている

○ 医学部附属病院では本薬剤が投与される全ての患者を登録して調査研究を
行っている

○ 今回、ニボルマブ（オプジーボ®）によって生じる甲状腺副作用は治療前
の血液中に存在する抗甲状腺抗体が陽性である患者において高率（50%）
に発症することが示された。今後、副作用リスクの高い患者を事前に把握
してがん治療をすることが可能となる

○ 3層グラフェンの構造は、ABA
積層とABC積層の2種類がある

○ グラフェン成長温度が高温では
ABA積層が、低温ではABC積層
が選択的に形成されることがわ
かった

○ グラフェンのバンドエンジニアリングによるデバイス応用が期待される

○ 脈動オーロラ
と呼ばれる数
秒ごとに明滅するオーロラが光る仕組みを、2016年に打ち上げられた
ERG(あらせ)衛星観測によってつきとめた

○ 宇宙のコーラス（電波）が強くなったり弱くなったりすることによって、
宇宙空間の電子が大気へと降っていく様子を、ERG衛星が初めて観測した

○ 同様の現象は、木星や土星でも起こっていると考えられており、今回の発
見は太陽系内の惑星でおきる電磁気現象の解明にもつながる成果と期待さ
れる

○ 結晶やアモルファスの超伝導は数多く発見されてきた
が、準結晶においては超伝導が発現するか否かは不明
であった。今回の発見により、準結晶中の電子も引力
を感じ、電子対を形成することが明らかとなった

○ 本発見により超伝導や準結晶において新しい研究の幕
が開けられたと期待される

○ 東北大学の吉川 彰教授と鎌田 
圭准教授らが開発した細い光
ファイバー状のシンチレータ
を用いることにより、光の広
がりを抑え、光の伝達効率も高めることが可能となり、25ミクロンとい
う世界最高の空間分解能を有する放射線画像化装置の開発に成功した

○ 開発した超高分解能な放射線画像化装置を用いることにより、放射線が
シンチレータの中を動く様子をリアルタイムで画像化することが可能と
なった

○ これまでに陽子線が水中で微弱光を
発することを発見し、この光を高感
度カメラで撮像することで陽子線が
水に与える線量と類似の分布を画像
化することに成功した。しかし、得られた画像と実際の線量分布との間に、
わずかだが違いがあった

○ この違いが、陽子線照射によって生じる即発ガンマ線が水中で発光するこ
とによるものであることを明らかにし、その成分を補正することで、線量
と一致する分布を得ることに成功した　等

大学院医学系研究科　小林朋子大学院生　有馬 寛教授
総合保健体育科学センター　岩間信太郎講師

大学院工学研究科　乗松 航助教
未来材料・システム研究所　楠 美智子教授

宇宙地球環境研究所　三好由純准教授　栗田 怜研究員 大学院理学研究科
　佐藤憲昭教授　和田信雄教授　井村敬一郎助教　出口和彦講師

大学院医学系研究科　山本誠一教授

関係する本学の教員等

大学院医学系研究科　山本誠一教授　小森雅孝准教授　矢部卓也大学院生
脳とこころの研究センター　小山修司准教授
大学院工学研究科　渡辺賢一准教授　平田悠歩大学院生

アルファ線（A） ベータ線（B） ガンマ線（C）
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チームワークに必要な「見えない力」を確認
－3者連携の数理モデルと練習道具の開発－

7,500年前のスナップショット！
－古代ムギ刈り鎌の製作プロセスを解明－

○ 社会行動の数理モデルを用いて、サッカーの
3対1ボール保持課題における3者の連携し
た動きを再現した

○ 洗練されたチームワークを発揮するためには、
個人が「空間力」「回避力」「協調力」という
3種類の「見えない力」を察知して動く必要
があることが明らかになった

○ 「協調力」の一部を物理的に再現する道具として、プレイヤー間をゴムバ
ンドで繋ぐ練習道具を開発した　等

○ トロント大学人類学部との共同研究で、肥
沃な三日月地帯（西アジア）の7～8千年
前の農村遺跡から石製の鎌を発見し、その
特別な形態と製作技術を解明した

○ 人類社会に農耕生活が定着していった過程
を示す具体例を提示し、農耕の発生・定着という人類史の画期の実証的解
明に貢献すると期待される

総合保健体育科学センター　横山慶子講師　山本裕二教授 博物館　門脇誠二講師

　国際経済政策研究センターの起源は、経済学部の前身である名古屋高等商業学校に
設けられた産業調査室です。後に、雁行形態論で国際的に有名になった赤松要が、経
済の研究を実証に裏付けられたものにするには、統計などを体系的に収集する組織が
必要であると訴え、1926年に設置されました。以来90年にわたって着々とデータの
収集を続け、その蓄積物は、たとえ大金を投じても今からでは作ることの出来ない貴
重な財産となっています。
　本センターは1970年代からの度重なる改組によって3つの研究部門（アジア経済・
地域連携、企業戦略・マネジメント、資源・環境政策）を持つ研究機関として着実に
発展し、専任教員が領域横断型の研究を開拓して、内外の研究者を招聘するなど、国
際的・学際的な調査・研究を行っています。また、政策情報研究室では、経済関係の
中央官庁から招かれた教授によって産学官連携活動を推進しています。また、共同研
究、国際シンポジウム等を行い、その成果を『センター叢書』、『調査と資料』として
刊行しています。

国際経済政策研究センターとは

ブレイクタイム

　附属図書館支援のための寄附募集活動の一環として、「古本募金」と「クラウドファ
ンディング」に取り組んでいます。
　「古本募金」とは、読み終えたご自宅の本やDVDなどを古本募金事業者にお送り
いただくだけで、その査定換金額を附属図書館へ寄附できる仕組みです。附属図書館
へ直接現金寄附をするのは、少しハードルが高いと感じている方は、是非、こちらの

「古本募金」をご利用ください。
　また、「クラウドファンディング」では、附属図書館所蔵の高木家文書の画像電子
化公開と修理保存を目指して、広くご支援をお願いしています。「クラウドファンディ
ング」は事業に共感された方から、インターネット上で寄附を募る仕組みです。
　どちらの取り組みも、詳細は附属図書館支援事業Webサイト（http://www.nul.
nagoya-u.ac.jp/kikin/index.html）をご確認ください。附属図書館支援事業に
関する情報は、附属図書館支援事業 Facebook（https://www.facebook.com/
Nagoya.Univ.info.lib.kikin/）でも随時発信しています。皆様からの温かいご支援を
お待ちしております。

附属図書館の古本募金とクラウドファンディング
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定年退職された教授の ことば

　1981年4月に教養部の専任講師として赴任
して以来、37年間、名古屋大学に在職しました。
所属は1993年9月までが教養部、同10月から
2003年3月までが情報文化学部、同4月から
2017年3月までが文学研究科、同4月から現
在までが人文学研究科と変わりました。私の所
属の移り変わりはすべて名古屋大学の教養部改

革や文系組織改編によるものであり、身をもって大学の変遷を経験して
きたことになります。
　この間、どの部局においても、温かい同僚の皆さまと良い学生さんた
ちに恵まれ、無事、定年まで勤めることができました。全国学会の大会
開催を引き受けたり、小規模ながら国際シンポジウムを開催したりした
のも、名古屋大学に在職していればこそできたことでした。
　長い間、ありがとうございました。

名古屋大学での37年
神塚　淑子　大学院人文学研究科

　名古屋大学にお世話になって17年にもなる
ようです。長居してしまったなという感じです。
子どもの頃から引っ越しを繰り返し、何度も学
校を変わってきましたので、名古屋大学はこれ
までもっとも長く在籍した学校ということにな
ります。長い期間、単身赴任であったこともあ
り、さほど楽しい思い出はありませんが、多く

の大学院生と出会い、送り出せたことはよかったと思います。これから
は、晴耕雨読の生活を楽しみたいと思っています。もっとも、これまで
も、理論研究が主だったものですから、多くの時間を座学に費やしてき
ましたので、これまでの生活とそれほど違わないかもしれません。研究
科の皆さんには大変お世話になりました。どうもありがとうございまし
た。

名古屋大学を去るにあたって
氏家　達夫　大学院教育発達科学研究科

　名古屋大学教育学部に1995年に赴任し、23
年間在職させていただきました。東大の助手か
ら新設の比較国際教育学講座の助教授への異動
で、新天地で研究に取り組める喜びは格別でし
た。学部改組・大学院重点化で組織は変わりま
したが、教育人類学・比較教育学を専門にし、
東南アジアのイスラーム教育の比較研究を続け

てきました。名古屋大学のゆったりした雰囲気と向学心に富む学生・院
生に囲まれ、アカデミックな環境で幸せな研究生活を送ることができま
した。穏健なイスラーム思想がいかに形成されるのかに関心を向けてき
ましたが、近年の英語単言語主義、英語至上主義の風潮を懸念します。
多様な言語・文化への関心が、私たちの偏見に気づかせ、異文化の理解
と寛容な姿勢に繋がると思います。競争に翻弄されず、魅力的なアカデ
ミズムの世界が堅持されるよう願っています。

魅力的なアカデミズムの世界
西野　節男　大学院教育発達科学研究科

　37年前、私の所属先は発足3年目の総合言
語センターだった。当時はシェイクスピアを含
むルネサンス文学を研究する同僚が多く、研究
テーマを同じくする私にとっては恵まれた時代
だった。毎週のようにシェイクスピアの勉強会
が開かれた。先達の人々には駆け出しの者の発
表からも学ぼうとする姿勢があった。私が名古

屋大学で長く担当してきた言語科目としての英語についても触れておこ
う。全学の強い期待もあり、英語のカリキュラムは次々と新しくなって
きた。読む力に加えて、話し聴く力がますます求められるようになって
いる。目に見える結果、それも短期間での結果を求める時代のなかで、
学生、つまり20代初めの若者にとって、語学が検定試験での成績の追
求に終始するのではなく、彼らの実存と内発的動機から遊離したものと
ならないようにと願っている。

英語教師として、シェイクスピア研究者として
村主　幸一　大学院人文学研究科

　名大にご縁をいただいてからの6年半、刺激
的な人・もの・こととの出会いに満ちた時間で
した。主に学校危機の事後対応プログラムの開
発・実施体制構築に関する実践・研究に従事し
てきた私は、東日本大震災後も臨床心理士チー
ムの一員として事後の心理支援に出向きました
が、同年10月に名大赴任後は、同僚の松本・森

田先生とともに心理的な被害に関する事前の備えの重要性を強く認識す
るようになり、減災連携研究センターの皆様など学内の先生方、近隣大
学の先生方、そして多くの大学院生と共に心の減災教育プログラムの開
発と効果検証、教材作成と普及・啓発に努めました。地域貢献特別事業
の助成も複数回いただき、一定の成果に至ったのは、チャレンジを応援
する文化、真摯で勤勉な大学院生など、ザ・名大の底力のお蔭と心より
感謝するとともに、益々の発展を祈念致します。

ザ・名大の底力に支えられての心の減災
窪田　由紀　大学院教育発達科学研究科

　名古屋大学教育学部は63年前から地域に開い
た心理相談室を開設し、何度か名称を変え、体
制を整えながら、現在に至っている。初期から
実践・教育・研究を三本柱として活動してきた
歴史がある。私は自分が赤ん坊だった頃に始ま
るこの相談室で修士課程から心理臨床を学んで
きた。当時は臨床心理士も公認心理師もまだ誕

生していない時代だった。精神科病院に勤め、大学の学生相談室に勤
め、その後、大学教員となってからは、そうした心の支援を専門とする
人たちを育てる仕事にも携わり、ひたすら突っ走ってきた。終わりが来
ることをあまり考えずに今日を迎えてしまった気がする。心の支援とは
何か？簡単には答えの出ないこの問いを、これからも追いかけ続けてい
くだろう。

心の支援って何だろう？
森田　美弥子　大学院教育発達科学研究科

（原文のまま掲載しています）
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　私は人の意味処理活動の「意味を索めて」名
古屋大学で33年を過ごさせていただきました。
まず、言葉の、特に漢字表記の意味処理の研究
に着手し、その後にブレインイメージング技法
を用いた個人内の意味処理、例えば、発話に随
伴するジェスチャーの研究を経て、2者間の協
力や競争時の意味処理活動の研究を展開して参

りました。このように言葉の意味を後にして、より広範な意味処理活動
の探求に従事できましたことに感謝いたします。また、その間の27年
間、名大アメリカンフットボール部の部長を務め、大学の正課外教育に
おいて育まれる「夢と冒険と友情」に接する機会が与えられましたこと
にも感謝いたします。名古屋大学での教育と研究を通じまして、いかな
る時にも窮することのない技 — 「無窮の技」— を皆様と索め続けるこ
とができました幸いに御礼申し上げます。

意味を索（もと）めて
齋藤　洋典　大学院情報学研究科

　名古屋大学教養部講師として赴任して以来、
35年以上もの月日が経ちました。卒論指導もし
ない一般教育の「教官」が、独立行政法人化な
どの動きの中で、博士論文の指導までする大学
院の「教員」になったことにはそれなりの感慨
がありますが、それについては書くほどのこと
もない。しかし、定年退職が近づくにつれて、

「最終講義はどうするのか？」というメールや問い合わせが、教養部時
代の学生からも舞い込むようになりました。「私はそのようなものをす
るガラではないので」と伝えると、「とにかく皆で会いたい」と、とう
とう同窓会のようなものが開かれるようなことになったのです。やはり
教師としては、嬉しく思います。それはそれとして、私は、本当に退職
を歓んでいるのです。美しいものを観に、海外ロングステーを楽しむ予
定なのですから。

定年退職を歓ぶ
米山　優　大学院情報学研究科

　私はこれまで、大学、大学院、助手、助教授、
教授を、全て全く異なる大学で学び、勤めてき
ました。そして、それぞれの大学におけるいろ
いろな経験は、私にとって大きな財産だと思っ
ています。なかでも名古屋大学には最も長い17
年間勤めさせていただきました。さらに、極低
温施設や装置開発室など国内外で屈指の研究基

盤とそれを支える技術職員の方々のおかげで、私にとって今までで最も
めぐまれた環境で超低温における実験を行うことができ、納得のいく研
究をすることができました。そして、能力のある共同研究者や多くの元
気で若い学生とともに、活気ある雰囲気で教育・研究を楽しく行うこと
ができたことに大変感謝しています。

いくつもの大学で学び勤めて
和田　信雄　大学院理学研究科

　私は名古屋大学に40年勤務させていただきま
した。学生時代も含めると46年間名古屋大学に
お世話になったことになります。学部所属は理
学部数学教室、情報文化学部、情報学部、大学
院所属は人間情報学研究科、環境学研究科、情
報学研究科と移りました。研究分野も転々とし、
最初は純粋数学でしたが、その後、いろいろな

分野を横断し、「転がる石に苔つかず」の状態です。このことわざはイ
ギリスでも日本でも悪い意味に使われますが、アメリカに渡ってからは

「いつまでも新鮮さを保つ」という良い意味が付加されました。私もこ
れまで碌な仕事はしてきませんでしたが、研究意欲だけは最後まで新鮮
に保つことができ、おかげで定年最後の2年間は2ヶ月に1本のペース
で論文を単著で出版することができました。この点では愚生も少しは名
大に貢献できたのではと自負しています。

名古屋大学退職にあたって
森本　宏　大学院情報学研究科

　この四半世紀は、Scott Gilbertの世界的な教
科書が11回の版を重ねたことに現されるよう
に、発生学にとって疾風怒濤の時代でした。ショ
ウジョウバエの形作り遺伝子の実態解明がその
口火のひとつを切り、次いでこれらの遺伝子の
多くが脊椎動物の形作りにも重要な働きをして
いるという事実が、全く新しい発生学の世界に

通じる扉を開いたのです。私の留学先であるゲーリング教授の元でこの
開闢に立ち会い、また、貢献できたことが、私のライフワークを決定づ
けました。名古屋大学では1993年に赴任後、Hox遺伝子群の四肢等
の組織形成における機能について、新たな実験発生学手法やゲノム情報
を取り込みつつ、研究を続けてきました。発生学激動の時代に教室員の
多大な協力を得て、形態進化解明につながる研究に貢献できたことを大
変うれしく思っています。

発生学疾風怒濤の時代を楽しんで
黒岩　厚　大学院理学研究科

　名古屋大学では教育・研究で22年間お世話に
なりました。振り返ると、最初に看護教育を始
めたのは昭和54年に鶴舞の附属病院敷地内に
あった医学部附属看護学校講師として赴任した
ことが始まりでした。この時は短大昇格に伴う
閉校時期であり、最終学生の卒業に関わりまし
た。次いで、医療技術短期大学助手として現在

の大幸地区で5年間従事しました。その後、他大学を経て医学部保健学
科が設置されたことに伴い、平成13年に教授就任以来、1期生の教育
から関わり17年間にわたり保健学科看護学専攻で教育・研究に携わり
ました。このように、名古屋大学での看護教育が専門学校から、短大、
学部教育、大学院医学系研究科と看護教育の発展過程に全て身を置くこ
とが出来たことは非常に感慨深く、素晴らしい22年間であったと感謝
申し上げます。名古屋大学の益々のご発展を祈念致します。

看護学の発展過程に携わって
梶田　悦子　大学院医学系研究科
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定年退職された教授の ことば

　私は本年3月末で名古屋大学を退任いたしま
す。学生または医師として鶴舞の医学部・附属
病院にて37年間を過ごさせて頂きましたので、
鶴舞にはつらい思い出や楽しい思い出が数多く
残っています。若い時のつらい思い出としては、
学位研究であります。良いデータを得るのに時
間がかかり論文作成に苦労しました。楽しい思

い出は、そのデータを用いてアメリカ消化器病学会で発表が出来たこと
です。また、消化器内科学の教授としてのつらい思い出は人事です。医
師不足にて苦労しました。楽しい思い出は医療支援にて、アジアの若い
医師に勉強の機会を与えられたことです。今後、名古屋大学医学部・附
属病院の若い先生方も世界各地で勉強の機会を得られ、鶴の如く世界に
羽ばたかれます事を祈念します。最後に、長い間のご指導に感謝申し上
げます。

世界に羽ばたく鶴舞を夢見て
後藤　秀実　大学院医学系研究科

　9年ほど前、名古屋大学への赴任を決意した
きっかけは、研究用に特化したMR装置と動物
実験施設の存在でした。私の研究生活は40年余
りですが、前半は医学部解剖学講座で「神経の
発生と再生」、後半は看護分野で「リンパ浮腫ケ
ア」の研究に従事しました。実は、看護に異動
してから研究を進める上で、妙な違和感が生じ

ておりました。当時は「看護は実践の科学」という点が強調され、動物
実験などの研究は“看護研究じゃない”という風潮があったからです。
そのような中、名古屋大学では自由な観点から研究をサポートして頂き
ました。おそらく当初は想定になかったと思われます、看護分野での
MR装置使用も許されました（私どもが使用第1号であったような記憶
があります）。また、動物実験へのご理解にも恵まれました。
　あっというまに駆け抜けた9年ですが、皆様に感謝し申し上げます。

あっというまに駆け抜けた9年
藤本　悦子　大学院医学系研究科

　昭和59年に、名古屋大学工学部でバイオの研
究をやるから来ないかと声をかけて頂きました。
農学部の大学院を修了し、米国ロックフェラー
大学でポスドクをやっていた時の事です。以来、
34年間、名古屋大学で過ごさせて頂きました。
振り返ってみますと、農学部、医学部、工学部
と渡り歩いてきた事になりますが、それぞれの

分野で考え方や価値観の違いに驚くとともに良い経験をさせていただい
たと思います。近年、分野融合型の研究が盛んですが、さらに、科学の
急速な発展に伴い、旧来の学問領域の枠にとらわれない新たな研究分野
が創造されつつある様な気もします。このような時期に、他分野の価値
観や考え方を理解し、ダイナミックで真に創造性のある学問の創成に名
古屋大学が先頭に立って取り組んで頂ければと思います。

有り難うございました
飯島　信司　大学院工学研究科

　名古屋大学には30年以上もの長い間お世話に
なりました。名古屋大学の中では馴染みの薄い
大幸キャンパスに赴任し、理学療法士の養成と
ともに医療技術短期大学部から医学部保健学科
の設置、さらには大学院の設置にも微力ながら
携わることができました。大幸キャンパスでも
大学院の講座化が進み、他の部局とともに研究

に重点を置いた大学運営の中で、専門職に携わる学生の教育にも尽力す
る必要があり、教員には多様な才能が求められていると感じています。こ
のような状況の中で、名古屋大学を退職するにあたり、多少の安堵感とと
もに長年お世話になった大幸キャンパスを離れる寂しさが募ってきます。
　長年にわたり、教育者あるいは研究者として育てて頂いた名古屋大学
には、感謝の気持ちしかありません。これからの名古屋大学の益々の発
展を祈念しております。

名古屋大学に感謝
鈴木　重行　大学院医学系研究科

　名古屋大学に平成17年1月に着任して以来
13年間、素晴らしい同僚や学生さんたちに囲ま
れてとても楽しい教育研究生活を送ることが出
来ました。退職を迎えるに当たり関係の皆様に
心より御礼申し上げます。
　名古屋大学は電子ジャーナルを豊富に揃えて
おり、その恩恵を沢山受けさせて頂きました。

その電子ジャーナル購読数の大幅な見直し騒動が起こったのが、丁度、
私が商議員を担当していた頃でした。幾度も購読希望調査と調整が繰り
返されましたが、近年は騒動が収まってよいジャーナル環境が維持され
ていることで、少し規模が縮小しているようにも感じていますが、それ
でも多くの必要な学術情報を容易に入手できることは、大学人として大
変喜ばしく思います。よいジャーナル環境の下で名古屋大学の研究大学
としての大いなる発展を祈念しております。

退職にあたって
涌澤　伸哉　大学院医学系研究科

　誠にお世話になりました！工学研究科の皆様
にはもちろんのこと、名古屋大学の多くの方々
に感謝の念で一杯です。
　機械理工学を専攻としながらも、脳の計算理
論や運動制御の研究を続けられたことは幸運で
したし、思わぬことにも遭遇しました。昨今、

（科研費申請書の先頭に記載するような）明確な
研究目標を定めて、着実に研究を進展させていくことが強く求められま
す。しかし、研究は想定外のことが見つかり脇道に逸れたときの方がは
るかに面白く、そこでは心がわくわく踊りました。ましてや、予想外の
学生から思いもよらぬアイディアが出たときには、興奮しました。惜し
むらくは、こうした希少なチャンスを十分に発展させられなかったこと
です。大学全体が大きく変貌する中、益々慌ただしくなってきましたが、
今後も本学が感動を与えられる場であって欲しいと願っています。

想定外が面白い
宇野　洋二　大学院工学研究科
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　38年間続けてきた教員生活が今年で終わりま
す。この間に、大学設置基準の大綱化、独立法
人化という国立大学にとって戦後最大の荒波に
遭遇しました。各大学の自由裁量が増えた分、
大学自らが点検および評価を行うことが求めら
れ、その結果、本来の教育研究に使うべき時間
が書類作りに費やされることになりました。大

学の使命は、学術技芸の継承、新しい知の創造、そして社会への貢献で
ありますが、法人化の少し前から、三つ目の使命が特に強調され、実学
の優遇と文系分野の軽視の動きがあります。教養を身に付けたうえでの
実学でなければ、浅薄な学問になるばかりでなく、批判精神が鈍くなっ
てしまいます。大学に対する政策が変化しても、知の継承と創造がミッ
ションであることは変りません。これを果たすには、心のゆとりとキャ
ンパスの静穏な環境が必要と思います。

ゆとりと静穏な環境
齋藤　弥八　大学院工学研究科

　名古屋大学に着任して22年、多くの大学や企
業の方々からご支援を頂きました。思えば、学
生時代の「産学連携とんでもない」という時代
から、文科省がそれを積極的に勧める時代とな
り、その間、大学の独法化もありました。博士
課程後、大学に職を得て以来、実用的な構造用
金属材料の研究を行い、名大着任後も鉄鋼会社、

電力会社、プラントメーカーなどとの共同研究及び国プロを通じていろ
いろ勉強させて頂きました。しかし、大学院時代に聞いた故上田良二先
生の「基礎の応用」という言葉が頭から離れず、それを研究姿勢の拠り
所とし、学生たちにもそれを伝えてきました。名大では闊達な学生たち
と楽しい研究生活を送ることができました。大学をとりまく環境の大き
な変革の中で、名古屋大学が多様性を保ちつつ発展されることを祈念致
します。長い間、有り難うございました。

基盤産業との繋がりの中で
村田　純教　大学院工学研究科

　1963年に、私は小学校5年生になった。担
任の喜多清子先生は、自由にみずから考えるこ
とと、それを自由に表現することを大切にされ
た。それは私には喜びに溢れる体験だった。こ
の喜びを経験しなければ、私は数学者という生
き方を選ばなかったと思う。
　1986年に、大阪大学法学部の馬場伸也先生

に話しかけられた。「冷戦は、もうすぐ終わると思いませんか？」と。
私は「いつか終わると思いますが」と答えて、先生を落胆させた。数年
後、先生は急逝された。亡くなられて1ヶ月後にベルリンの壁が崩壊し
て冷戦は終った。冷戦の終結は目の前にあったのだ。私は、自分を「ロ
バ」と罵りたくなることがある。でもロバも有用な動物だ。ロバでも役
に立つなら、闇の中に小さな希望の光を見出しつつ、用いられること。
その喜びを教わったように思う。

2人の先生のこと
行者　明彦　大学院多元数理科学研究科

　名古屋大学に来て早いもので14年が経ち、定
年を迎えることができました。電気系の自由な
環境の中で研究を行うことができました。お世
話になった方々に深く感謝します。
　日立製作所中央研究所、日立ケンブリッジ研
究所で半導体集積デバイスの研究を行った後に
名古屋大学に赴任しました。名古屋大学で半導

体集積回路の医療・環境応用の研究を始めました。生物・薬学・化学・
医学の異分野の方と交流し、文化の違いを痛感するとともに考え方の違
いに大いに刺激を受けました。定年退官後もプロジェクトが3年残って
おり、未来社会創造機構でしばらく研究を続ける身分をいただくことが
できました。また、ベンチャー企業としてインキュベーション施設に部
屋を借りることができました。工学研究科からは離れますが、引き続き
名古屋大学に通いますので宜しくお願いいたします。

半導体集積回路の医療応用を目指して
中里　和郎　大学院工学研究科

　学振奨励研究員を経て1982年3月に幸運に
も助手に採用された後、諸先輩・同僚の方々や
技術・事務職員の皆様に支えられ、木材利用の
研究教育に携わらせていただきましたことを深
く感謝申し上げます。研究対象の木材は使用環
境さえ整えば長期の使用に耐え得る材料で、そ
の力学的耐久性発現機構の解明は重要な課題で

す。これに関して研究室で開発した既存構造物の部材に残存する力学性
能の評価手法は、歴史的建造物の修理時に度々活用される貴重な機会に
恵まれ、名古屋城天守閣復元プロジェクトにも関わらせていただいてお
ります。名古屋大学の素晴らしい環境で研究させていただいた現代の木
材工学を適材の選別やカルテの整備に活かすことで、竣工後の保守管理
や数百年後の半解体修理に携わる技術者に有用となる資料を整えたいと
考えています。長い間、有り難うございました。

長い間、大変お世話になりました
佐々木　康寿　大学院生命農学研究科

　私は、過去37年間、気象庁・筑波大学・名古
屋大学において、気象と大気環境に関する研究
と教育に携わってきました。60歳を迎えた頃、
ふと気づくと、自分のことで頑張ることができ
なくなりました。家族や指導学生のことでしか、
頑張ることができなくなりました。サッカーで
言えば、がむしゃらにゴールを目指すフォワー

ドではなく、パスを選ぶようになりました。ある意味では、研究者とし
ては失格ですが、周りの状況がよく見えるようになりました。60歳を
過ぎて、不思議と、JSPS研究拠点形成事業や大型の科研費が採択され
ました。今年度、はじめて、総長より報奨金（外部資金の獲得）をいた
だきました。「旧帝大系の教授として、教育と研究でしっかりとした業
績を上げただろうか」という自責の念から少し解放されました。長い間、
ありがとうございました。

60歳の坂を登ると広がっていた新たな地平
甲斐　憲次　大学院環境学研究科

20



定年退職された教授の ことば

　理系文系の人たちが、それぞれの学問分野を
深くなお深く掘り下げてゆき、一定のレベルに
達すると、あらゆる学問分野に通ずる地下水脈
に到達する。その人たちのうちで周りを眺める
器量を持つ人たちは、地下水脈を通じてお互い
の学問分野の勘所を理解でき、有意義で建設的
な対話ができる。この考え方は営み一般に当て

はまる。ある「こと」を理解したいとする。その「こと」をできうる限
り正確に、まず国語たる日本語で表現する。次に、例えば、現代の普遍
語たる英語で表現する。その「こと」と日英2つの表現とを比較検討す
る中で、その「こと」は何なのかを日英2つの言語で深く思考し、日英
2つの表現を改訂する。その「こと」を、表現方法へのより低い依存度
で、より明晰に捉えたことになる。こんなことを考えながら、名古屋大
学で15年間、仕事をしてきました。

「わかる」ということ
神沢　博　大学院環境学研究科

　平成25年の4月に旧太陽地球環境研究所の教
授として京都大学より赴任し、5年の歳月が瞬
く間に過ぎました。私の専門は太陽地球系科学
で、その中でも特に地球の磁気圏の中で起こる
爆発現象であるサブストームとそれを駆動する
磁気リコネクションと呼ばれる物理過程の解明
に取り組んできました。平成27年度に再編され

た宇宙地球環境研究所は、地球温暖化や極端気象、また、太陽面爆発に
伴う宇宙機の損傷、GPS測位誤差の発生などの回避に向けた研究や社
会実装も重要なミッションとしています。引き続き、設立してまだ間も
ない当研究所の活動に、皆様からご理解とご協力をいただけましたら幸
いです。さらに、様々な分野において名古屋大学が益々発展していかれ
ますことを祈念しております。最後に、在職中に皆様より頂いたご厚情
とご支援に深く感謝申し上げます。

名古屋大学での充実した日々に感謝
町田　忍　宇宙地球環境研究所

　昭和59年4月に本センターに着任して34年
になりました。6年間の学生時代、附属病院医
員・学内研究生を加えますと42年もの長きにわ
たり、名古屋大学にお世話になったことになり
ます。3月で名大を離れることは未だに信じ難
く、未練があります。これも偏に松尾清一現総
長をはじめとする歴代の総長、本センターの諸

先生方、事務方の皆様、保健管理室スタッフの皆様のお陰と感謝いたし
ております。今後は大学を離れますが、名大で培った知識・知恵を市中
の第一線病院で地域の方々の健康維持・増進に還元してまいりたいと存
じます。その際、皆様に御相談申し上げることもあろうかと思います。
よろしく御指導を願いたく存じます。長きにわたり、ありがとうござい
ました。

長い間お世話になりました
押田　芳治　総合保健体育科学センター

　平成30年3月末日をもちまして、名古屋大
学未来材料・システム研究所を退職となります。
11年間、どこかゆったりした雰囲気の残る構内
を、毎日研究に授業にと行き来しましたが、振
り返ってみますと、なんと自由な環境でたっぷ
りと研究時間を過ごさせて頂いたかということ
に気づかされます。私はナノカーボン構造に関

する研究を中心に据えてきましたが、名古屋大学は今やこの分野の中心
的存在をなし、また、透過型電子顕微鏡分野に於いても、歴史的に充実
した伝統と豊かな設備環境が整えられておりました。お陰様で、非力な
がら、優秀で粘り強いスタッフ・学生達に支えられ、楽しく幸せな研究
生活を送ることが出来ました。改めてお礼申し上げます。今後、名古屋
大学が世界に向けて益々発展されてゆかれることを心からお祈りしてお
ります。

貴重な11年間に感謝
楠　美智子　未来材料・システム研究所

　豊川キャンパスに当時あった太陽地球環境研
究所に赴任して以来、東山キャンパスへの移転、
そして、新研究所設立を経て、21年余の名古屋
大学での研究・教育の人生を送ることができま
した。先輩諸氏、同僚、後輩、学生の皆さん、
また、技術職員と事務職員の方々に深く感謝し
ております。私の専門は、地球の大気環境に関

する研究です。レーザーや気球、望遠鏡などを使った新しい大気観測機
器を開発し、日本や世界の様々な場所での大気観測を行い、非常に楽し
く研究することができました。組織運営の面では、研究所の組織改編の
際には太陽地球環境研究所の所長として準備を進めましたが、参加組織
の構成員の方々のご活躍や学内の皆様のご協力で、無事に新しい宇宙地
球環境研究所が生まれたことはとても嬉しく思っております。名古屋大
学と研究所のますますの発展を祈念しております。

地球の大気環境の研究
松見　豊　宇宙地球環境研究所

　2014年7月から名古屋大学に着任し、定年
退職を迎えることになりました。イノベーショ
ン戦略室は、学術研究・産学官連携推進本部を
掌理される理事のスタッフ機関として設置され
ています。このため月1回開催されるイノベー
ション戦略室会議を中心に、本学で産学官連携
活動に関係される先生方と意見交換させて頂き、

前職（国立研究機関での32年間）では得られない貴重な経験を積ませ
ていただきました。在任中多くのご指導、ご支援を頂きましたことに、
この場を借りて御礼申し上げます。国をあげてのオープンイノベーショ
ンの時代を迎え、質の異なる組織間の連携が必要で、大学への期待も
益々高まっています。組織の持つ文化の違いから見解の相違が生まれが
ちですが、それを打破できる言葉として、私の信条を記載させて頂きま
す。本学の益々のご発展を祈念申し上げます。

窮すれば即ち変じ、変ずれば即ち通ず
一村　信吾　イノベーション戦略室
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名古屋大学発学生ベンチャー

検査と研究で健康を届けたい。�
～生活習慣のモノサシを開発する～� 株式会社ヘルスケアシステムズ

STOCK�STREAMS�―�人間を、在庫生産管理の
苦悩から解放する。� 株式会社トライエッティング

　病気になったら検査を受けて診断や治療をすることが当たり前ですが、
身近な生活習慣にはモノサシがほとんどありません。自分の正解が分からな
いと、行動は直感や体感といったものに左右されてしまいます。私たちは、
名古屋大学のモノクローナル抗体作製技術と検体検査技術をコアとして、
検査や研究でこのミスマッチをなくそうと2009年に当社を設立しました。
　日本人は塩を摂りすぎで、減塩食品も多数販売されているのに、自分が
何グラムの食塩を食べているのか誰も知りません。これは尿で簡単に調べ
ることができます。大豆イソフラボンの健康効果の個人差に着目した尿中
エクオール検査は、病気の検査ではありませんが、年間5万人分を超える
検体が届いています。私たちは農学部発ベンチャーとして、身近な食生活
と関わりの深い検査を開発・上市してきました。
　現在は、検査事業の海外展開を計画しているほか、大学や企業からの受
託分析や共同研究、臨床試験事業によって、さらなる検査技術の向上とソ
リューション開発のサポートにも力を注いでいます。

　私たちは、ものづくりの盛んな名古屋・中部地域にて、数多
くのAIを使ったソリューションの提案を行ってきました。特に
膨大な過去実績データからの未来予測を得意とする弊社は、在
庫を抱える製造業の方をはじめ、様々な業種の事業者様のお悩
みに寄り添ってきました。
　そして、そのAI技術を使用した在庫生産管理サービスとして、

「在庫生産分析AI、STOCK STREAMS」の開発を行っています。
本サービスでは、累計100万品目以上を学習した人工知能が、人
間では難しい1年先までの受注数を高精度で予測することを可能
にし、さらには受発注履歴から、再度購入（再帰）する確率も
自動推定します。
　創業から3年目を迎える最近では、新オフィスへの移転完了を始め、多くの講演会やイベントに登壇させて
頂いたり、複数メディアでもご紹介頂いたりしております。より多くの悩める事業者様にSTOCK STREAMS
やその他弊社サービスをお届けし、使用して頂けるように今後も日々努めてまいります。

羽ばた
け！

名古屋大学発ベンチャー

郵送検査キット

URL   http://hc-sys.jp

URL   https://www.tryeting.jp

SIX2018（＠虎ノ門ヒルズフォーラム）登壇者の
長江代表取締役（本学大学院生）
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イベントカレンダーEvent Calendar

　他のイベント及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 イベント情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/event/index.html

附属図書館2018新入生歓迎展示会 
「貴重書コレクション－時を超える贈り物－」

博物館企画展関連ワークショップ 
「『年画』を刷ってみよう！」

第139回防災アカデミー 
「農業用水の歴史と過去の渇水対策から学ぶ… 
これからの水対策」

博物館野外観察園セミナーハウスサテライト展示
「みんなで撮ったミクロの世界」

4月2日（月）～6月10日（日）
場　　所：中央図書館2階	
　　　　　ビブリオサロン	
時　　間：8：00～21：30（平日）	
　　　　　8：45～21：30（土・日・祝日）	
対　　象：一般	
入 場 料：無料

4月21日（土）、24日（火）
場　　所：博物館2階実験室	
時　　間：13：00～15：00	
対　　象：一般	
参 加 費：無料

4月24日（火）
場　　所：減災館1階減災ホール	
時　　間：18：00～19：30	
定　　員：100名	
対　　象：一般	
参 加 費：無料

5月21日（月）～8月31日（金）
場　　所：博物館野外観察園
　　　　　セミナーハウス2階
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：土・日・祝日
　　　　　および8/11～14
入 場 料：無料

［問い合わせ先］	 附属図書館情報サービス課　052-789-3684 ［問い合わせ先］	 博物館事務室　052-789-5767

［問い合わせ先］	 減災連携研究センター　052-789-3468 ［問い合わせ先］	 博物館事務室　052-789-5767

2018年4月16日発行
編集・発行／名古屋大学総務部総務課広報室
本誌に関するご意見、ご要望などは広報室にお寄せください。

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL 052-789-2699　FAX 052-789-2019　
E-mail : kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

名大トピックスのバックナンバーは、 
名古屋大学のホームページ 

（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/
public-relations/publication/index.html）
でもご覧いただけます。

No.299 2018年4月

最新の本学関係の新聞記事掲載一覧は、ホームページをご覧ください。

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/newspaper/index.html

名古屋大学 新聞記事掲載状況

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

新聞社で長く科学報道に携わってきた
辻 篤子 国際機構特任教授が、
本学ホームページでコラムを掲載しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

女性研究者よ、幸せであれ

もう一つのトランスフォーマティブ
27
3

26
2
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保健医療リーダー青色 LEDベンチャー 医学未来人材 アジア法律家 女性リーダー病 院 経済100周年 修学支援図書館 農 学ジェンダー ITbM工 学 附属学校 創 薬 PhD登龍門 理 学

名古屋大学基金の
ご案内

特定基金

名古屋大学が優れた人材輩出や世界的な研究成果により、今後も日本や地域に貢献し続けるには、
安定した独自財源が必要です。「名古屋大学基金」はその基盤であり、皆様からのご寄附を、
さまざまな事業に活用させていただきます。何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

名古屋大学基金の中には、研究推進や人材育成など、支援目的を特定してご寄附いただける事業もご用意しております。

詳しくはホームページをご覧ください。
ご寄附のお申込み、お問い合わせはDevelopment Office（DO室）あて（電話052-789-4993、Eメールkikin@adm.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金 http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/

プロジェクト

アクセスはこちらから▶︎

仮病院から医学部附属病院へ ― 名称の変遷 ―
　名大病院の通称でも知られる名古屋大学医学部附属
病院は、その歴史をたどると、名古屋大学の創基とさ
れる1871（明治4）年設置の名古屋県仮病院・仮医学校
にまでさかのぼることができます。「仮病院・仮医学
校」という名称からも分かるように、当初はむしろ病
院が本体で、医学校はその附属施設でした。
　1878（明治11）年に公立医学所が公立医学校と改称
された際、医学校が「愛知県公立病院」から独立し、
病院と併立する機関になりました。1881年に病院が「愛
知病院」と改称され、この名称が長く続きます。1903
年には、医学校が愛知県立医学専門学校（愛知医専）
になりますが、病院の名称は愛知病院のままでした。
　1920（大正9）年、愛知医専の県立愛知医科大学への
昇格を受けて、愛知病院は1922年に「愛知医科大学
病院」と改称されました。そして、1924年の公立学校
職員制の改正に伴い、初めて学則に附属医院の設置が

明記されて、「愛知医科大学附属医院」が設置されま
した。ここで病院が大学の附属施設となったのです。
　その後、1931（昭和6）年に愛知医科大学が官立移管
されて名古屋医科大学になるに伴い、「名古屋医科大
学附属医院」に、1939年に名古屋医科大学が名古屋
帝国大学医学部になるに伴い、「名古屋帝国大学医学
部附属医院」になりました。当時、官公立大学の附属
病院の名称は「附属医院」とされていました。
　敗戦後、1947年10月に名古屋帝国大学が名古屋大
学（旧制）と改称されますが、帝国大学官制を改称し
た国立総合大学官制には依然として「附属医院」とあっ
たため、名称は「名古屋大学医学部附属医院」でした。
　1949年5月に新制名古屋大学が設置されます。その
根拠法である国立学校設置法の施行規則は、医学部に

「附属病院」を置くとしていました。これにより、現
在の「名古屋大学医学部附属病院」となったのです。

1　�愛知医学校・愛知病院正門。2つの門柱に、
それぞれ「愛知病院」と「愛知医学校」の標
札が掲げられている。当時は天王崎（名古屋
市中区栄1丁目）にあった。

2　�現在の名古屋大学医学部附属病院病棟前に
復元保存されている、1914年に学校・病院
が鶴舞へ移転した際に建てられた病院正門
の遺構（国の登録有形文化財）。

3　�愛知医科大学附属医院の外来診療所（1927
年）。この建物は空襲でも焼失せず、1970年
代初めまで使われていた。

4　愛知医科大学附属医院内の薬局。
5　名古屋医科大学附属医院の病棟。
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