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 ［第1部］

時間：17時45分から18時40分

場所：百周年記念会館会議室

進行：長谷川史彦│未来科学技術共同研究センター

教授／萩友会副事務局長

●●●

冒頭、井上明久総長［萩友会会長］から、「萩友

会の活動を通して、本学構成員の連帯意識を

高め、『世界リーディング・ユニバーシティ』の実

現に向けて一丸となって取り組むことは勿論のこ

と、会員の皆様とのコミュニケーションを豊かに

して、皆様のご意見を大学経営に生かしていく

ことが重要である」との挨拶があった後、『井上

プラン2007［東北大学アクションプラン2010年度

改訂版］』について説明がありました。東北大学

が10年内に総合評価で「世界トップ30位以

内」の「世界リーディング・ユニバーシティ」を作

り上げるために全力を傾注していく決意を抱く

井上総長の説明に参加者は熱心に聞き入っ

ていました。

その後、初代の澤柳総長から現在の井上総

長まで、歴代総長とその時代の出来事をまとめ

たDVDを鑑賞。野家啓一理事［萩友会代表

理事］から萩友会の活動内容について紹介が

あった後、懇談が行われ、参加者から、井上プ

ランに対する質問及び萩ホールの有効活用

に関する要望が出されました。

［第2部］

時間：19時から20時30分

場所：川内の杜ダイニング

進行：福田 寛│加齢医学研究所長／

萩友会広報委員会委員長

●●●

今春、［旧］川内生協第一食堂から川内の杜

ダイニングへとリニューアルした会場を貸し切り

行われた第2部は、井上総長が「会場におら

れる皆様が一体となって、『東北大学コミュニ

ティ』の礎を形成していただければ、主催者とし

てこれ以上の喜びはありません」と述べる挨拶

でスタートしました。

続いて、岡久雄様［工学部・第45期卒］及び庄

子紘美様［農学部・第103期卒・年次別同窓会幹

事］から、在学［在職］時の思い出話などが披露

された後、在校生へ熱いメッセージが寄せら

れました。

その後、原田夏子様［法文学部・第39期卒］の乾

杯で始まった懇談では、久しぶりの再会や、世

代や学部を越えた出会いなどに会話がはず

みました。

続いて、プレゼント抽選会が行われました。始

めに、野家理事がクジを引き、8月からプレミア

ム会員限定発売予定の本学ロゴマーク入りの

「タイピン・カフスセット」［男性用］、「ペンダント

ヘッド・チェーンセット」［女性用］が4名の方に贈

呈されました。次いで、井上総長がクジを引き、

「ipod」が1名の方に贈呈されました。

最後は、学友会応援団［安保努団長］約30名も

の団員による演舞が行われました。間近で応

援団の演舞を堪能することが滅多にない参加

者は、その迫力や華やかさに驚きを隠せない

様子でした。引き続き、応援団のエールにより、

「青葉もゆるこのみちのく」を全員で合唱し、閉

会となりました。

このプレミアム会員懇談会は、今後もより良い

企画のもと、少しずつ規模を大きくし、萩友会

の定例行事として開催する予定ですので、皆

様のご支援とご参加を賜りますようお願いいた

します。

東北大学萩友会プレミアム会員懇談会が、6月16日［水］17時45分から20時30分までの約3時間、
卒業生約30名、在校生約50名、教職員約20名の約100名のプレミアム会員参加のもとに開催されました。
この懇談会は、世代や学部等を越えた「東北大学コミュニティ」を形成するための礎となるよう、初めて企画したものです。
また、創立記念日前後に開催することで、参加者の皆様に本学の歴史や伝統の重みを再確認する機会となるようにしました。
なお、懇談会は2部構成とし、本学の歴史や現況を認識していただく場としての第1部、
コミュニティ形成への契機づくりをねらいとした第2部といたしました。
第39期の卒業生から第107期卒業予定の学生が一堂に会し、有意義な時間となりました。

萩友会からのお知らせ
─
プレミアム会員［会費納入会員］懇談会開催

103周年関西交流会／長野県青葉会総会／栃木青葉会総会
理事会・代議員会
年次別同窓会第103期幹事の紹介

東北大学103周年ホームカミングデーの告知

プレミアム会員限定グッズの販売

同窓生インタビュー
─
1─山沢清人［信州大学長］

2─小池光［仙台文学館館長／歌人］

独創を生むには、理
わ け

由がある！  東北大学  ひと語録
─
1─石田名香雄［元東北大学総長］

2─小田滋［元国際司法裁判所判事／文化功労者／東北大学名誉教授］
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プレミアム会員［会費納入会員］懇談会開催

東北大学萩友会の由来：ロゴマークの萩を中心に、ますますネットワーク［友情の輪と和］が広まるようにとの願いを込めて名付けられました
表紙建物：青葉山キャンパス／ブックカフェ「BOOOK」 ［4月開店／問い合わせ先 電話：022-261-6856］
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2月6日［土］にクリエイション・コア東大阪で開催

された東北大学103周年関西交流会に、卒

業生、在校生のご家族及び東北大学関係者

など約150名が参加されました。

はじめに開催されたサイエンスカフェは、サイエ

ンスカフェコーディネータの吉澤誠教授［サイ

バーサイエンスセンター］から、サイエンスカフェの概

要や内容についての説明があった後、圓山重

直教授［流体科学研究所］の「光エネルギー工

学が地球を救う?」と題する講義に引き続き、

参加者がドリンクを片手に科学について気軽

に語り合うサイエンスコミュニケーションの場とな

りました。

─

続く講演会では冒頭で、井上明久総長から

「関西地区では今後、工夫を重ねながら継続

して開催し、また、この他の全国各地でも交流

会を開催することで、卒業生や在校生のご家族

の方々 とのコミュニケーションを豊かにし、『世界

リーディング・ユニバーシティ』の実現に向けて

一丸となって取り組んでいきたい」と挨拶があり、

続いて北村幸久副学長から本学の施策等現

況、野家啓一理事から萩友会の活動につい

て説明がありました。その後、東北大学ディス

ティングイッシュトプロフェッサーである小林隆教

授［文学研究科］から「“ものの言い方”に見る東

西差」と題して、日本語における地域差につい

て、ついで水野健作教授［生命科学研究科］から

「光るクラゲ、細胞の運動、がんの転移」と題し

て、緑色蛍光蛋白質GFPを利用した細胞の

運動機構と、がん細胞の転移機構に関する研

究について紹介いたしました。

─

講演会終了後には、全学同窓会関西支部総

会・懇親会が開催され、卒業生や在校生のご

家族の皆様と井上総長をはじめ東北大学関

係者が相互に交流を深めました。最後に学生

歌「青葉もゆるこのみちのく」を斉唱し、和やか

な雰囲気のうちに閉会しました。

長野県青葉会

事務局 塚田芳樹［1976年経済学部卒］

●●●

「長野県青葉会」が誕生したのは、15年前の

1995年と比較的最近のことです。年会費などの

規約を定めないゆるやかな組織でしたが、信州

は南北に長く面積も広いため、全県的な集まりは
2001年の第6回総会を最後に、長野市や松本

市など地区ごとにミニ青葉会を開いていました。

そんな折、昨年夏に「井上明久総長にお見えい

ただける」というお話が届きました。「多くの卒業

生に声をかけよう」ということになり、5月8日に長

野市のホテルメトロポリタン長野で総会を開催

する運びとなりました。

久 に々実現した第7回総会は、中南信の松本

や諏訪地方からも卒業生が集まり、参加者は

事務局の予想を上回る160人余に上りました。

本部から井上総長［萩友会会長］、野家啓一理

事［萩友会代表理事］、長谷川史彦教授［萩友会

副事務局長］をお迎えし、県青葉会の瀬木潔会

長の挨拶でスタート。野家理事が萩友会や大

学の現況を説明すると、昔を思い出しながら、身

を乗り出して聞く姿が目につきました。

講演では、井上総長が世界リーディング・ユニ

バーシティに向けた大学のアクションプランを力

強く公表。続いて、地元信州大学の学長に就

任している山沢清人氏が「県内に産学官の連

携拠点をつくりたい」と構想を披露し、研究開

発や人材育成にかけるお二人の熱い思いに感

嘆しました。

忘れられぬ場となったのが、長谷川教授の乾杯

で始まった懇親会です。160人余の県内の卒業

生が一堂に会したのは初めてで、さらに、戦後を

支えてきた昭和世代に加え、平成世代の若者た

ちの姿も目立ったことから、学部や年代を越えて

語り合う光景があちこちで見られました。最後に、

真柄成一県青葉会副会長の指揮で「青葉もゆ

るこのみちのく」を肩を組みながら全員で歌い、

名残を惜しみながらの閉会となりました。世代を

越えた交流が展開された総会は、卒業生たち

の新たなつながりを予感させる貴重な機会となり

ました。 報告＝畑谷広治［1980年経済学部卒］

栃木青葉会

事務局 遠山恵一［1979年法学部卒］

●●●

栃木青葉会は、栃木県内に居住し、又は職場

を持つ東北大学の全学部の卒業生の同窓会

として、昭和61年11月29日に設立されました。

会員数は約900名で、会長は元関東自動車
（株）社長の保坂正次氏［29年経卒］、顧問には

簗瀬進前参議院議員［49年法卒］、福田昭夫

衆議院議員［46年教卒］、藤沢智足利銀行頭

取［45年法卒］の皆さまが就任されています。

毎年、総会、講演会及び懇親会を開催してい

ますが、今年は、2月14日［日］に宇都宮東武ホテ

ルグランデを会場に、60名の参加を得て第23

回の総会等が開催されました。

大学からは、井上明久総長、野家啓一理事、

本県出身でディスティングイッシュトプロフェッサー

の浅川照夫教授に出席していただきました。

野家理事からは、大学、萩友会の現況、活動

状況や最新の研究成果などの御紹介があり

大変参考になりました。また、浅川教授からは

「東北帝国大学誕生と栃木県─明治40年」

と題して、当時の古河財閥と東北帝国大学誕

生秘話や、それに関連して足尾鉱毒事件と谷

中村の住民の苦難など大変貴重なお話をお

伺いすることができました。

懇親会では、井上総長を囲んでの記念撮影の

後、顧問などからのスピーチがあり、仙台での学

生の頃の思い出話など、学部を越えた交流で宴

も大いに盛り上がりました。

最後に、全員で肩を組んで輪になって、学生歌

「青葉もゆるこのみちのく」を高らかに斉唱し、

来年の再会を約しながら、にぎやかに散会とな

りました。

東北大学103周年
関西交流会の開催

各地区同窓会総会の
開催

東北大学萩友会 理事会・代議員会
─
─
日時│平成22年6月16日［水］／16時30分─17時40分

場所│東北大学百周年記念会館会議室
出席者│理事会＝出席者13名／委任状提出者11名

代議員会＝出席者26名／委任状提出者25名

議事│
議事に先立ち、議長から、東北大学、東北大学全学同窓会、東北大学萩友会の発展に
ご貢献された、石田名香雄及び石亀希男両先生の逝去について報告があった。
1│基礎同窓会［登録同窓会］の登録

 「東北大学インドネシア同窓会」［代表者：Sri Harjanto］を本会に登録することが承認された。
また、10月上旬設立予定の「東北大学交換留学生学生会」［仮称］についても、設立後
直ちに本会へ登録申込みがされることを前提に承認された。
2│平成21年度事業計画：H21.10.1─H22.9.30

前回代議員会で承認された［上半期事業計画］に［下半期事業計画］を追加した［年度事業

計画］について承認された。
3│平成21年度予算：H21.10.1─H22.9.30

前回代議員会で承認された［上半期予算額］を補正した［年度予算］について承認された。
なお、［支出予算］については、年々会費納入者が増えていることから、次年度以降は少し
ずつ増額し、大学からの支援を減らしていくよう努めたい旨付言があった。
4│次期役員［理事及び代議員］の選出

各部局別同窓会へ理事及び代議員の選出を、各登録同窓会へ代議員の選出を依頼
しており、各 か々ら選出された候補者に次期役員を依頼すること、それ以降選出の候補者
については、会長推薦分の理事・代議員、監事候補者と併せて、8月頃に書面審議を行う
ことが承認された。
5│その他

1─東北大学全学同窓会カード業務提携の解消
東北大学全学同窓会では、平成9年より（株）ディーシーカード［現、三菱UFJニコス（株）］と

提携し、「東北大学全学同窓会カード」を発行してきたが、［1］現在の会員数は約300名

と少ないことから、金融業界の経営状況悪化に伴い、事業の見直しを図っている提携カー
ド会社より、業務提携契約解消の申し入れがあったこと、［2］当局で検討した結果、平成
23年3月末日をもって業務提携を解消すること、［3］早い時期に各会員へ告知状を発送
し、理解を求めていくこと、［4］萩友会として、新たに提携カードを導入すべく数社に打診し
たが、導入時から数万名の所有者が見込まれることが業務提携の条件になるということ
で、今後、会員増加の推移や金融業界の情勢変化を見ながら、将来的には提携カード
を導入するよう努めてまいりたい旨報告があった。
2─東北大学基金寄附者に対するプレミアム会員の資格付与
東北大学基金と萩友会の窓口を一本化し、連動させていくために、基金寄附者［10万円

以上の個人寄附者］へ萩友会プレミアム会員の資格を付与している旨説明があったが、
基準の一部を再考することを条件に承認された。
3─萩友会データベースの整備
（旧）財団法人東北大学研究教育振興財団が創立100周年記念募金を実施するに当

たり、各部局別同窓会の協力を得て整備された、個人情報［データ］の本学への継承［提
供］について、殆どの部局別同窓会が承諾された旨報告があった後、今後の情報収集
及び活用方法について報告があった。
4─年次別同窓会幹事の選出
年次別同窓会第103期幹事を選出し、学位記授与式で信任状を交付したこと、その後、
区切りの良い第100期以降の幹事の選出について意見が出されたことから、各学部へ
選出を依頼中であり、これらの幹事については、ホームカミングデー初日の萩友会総会で
信任予定である旨報告があった。
5─プレミアム会員限定グッズの販売
プレミアム会員限定として、「タイピン・カフスセット」及び「ペンダントヘッド・チェーンセッ
ト」を8月から販売するよう準備を進めている旨報告があった。
─
以上1 関西交流会／2 長野県青葉会／3 栃木青葉会

1

2

3
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雄壮な日本アルプスの峰 を々仰ぐ地に、4つのキャンパスを構える信州大
学は、2009年10月に山沢清人学長の下、新体制をスタートさせました。山
沢学長は東北大学工学部OB。30年にわたって信州大学工学部で電

子デバイス、電気材料などの研究と次世代の教育に従事されてきました。
仙台で過ごされた学生時代の記憶と、これからの大学づくりへの新学長とし
ての抱負を語って頂きました。

目前の風景によみがえる、仙台時代の記憶。
10月から長野キャンパスから松本キャンパスへ移りましたが、松本も城下
町ですし学生時代の仙台とよく似ているところがありまして、ふと当時を思い
出します。
高校の時に物理の授業があり、そこで学んだ電気のあれこれが面白く、もっ
と勉強したいと思いました。電気系は東北大学が有名でしたし、スキーをや
りたかったので、入学することにしました。今もインストラクターの資格を持って
います。信州大学に来たのも、実はスキーをやれることが魅力でしたね（笑）。
私が東北大学へ入学したのは1964年です。出身が東京でしたので、当時
の仙台は結構、カルチャーショックでしたね（笑）。教養部の英語の先生に
方言のなまりがあって驚きました。でも、その先生は、ロシアに漂流した日本
人の研究をなさっていて授業中にもその話をされ、敬服したのです。それで、
人間は表面のことより中味が問題なのだと痛感した次第です。当時は米
軍の兵舎の跡地で授業を受けていましたが、内容のある授業でした。
学生運動があった時代でしたから、教養部の授業がよく休講になりました
ね。そういう時には、硬式野球部に入っていたので評定河原球場で青空の
下、練習をしていました。それから、工学部の学生でしたがよく本を読んだも
のです。冬のこたつで、酒を飲んだりするお金もないので、よく読書をしていま
した。人間は言葉でものを考えますから、活字で考えた方が系統立って考え
られるのです。そのトレーニングを若い時にしてほしいので、学生の皆さんには
本を読んでもらいたいですね。

学部を越えた研究・教育体制づくりを
4年前に工学部長に就任して以来、これからの工学部はどうあるべきかと
常々 考えてきたものです。それを実践するには工学部にとどまらず、信州大学
全体に関わる問題であると考えるようになりました。
信州大学は松本、長野、上田、南箕輪の4つのキャンパスに分かれていて、
工学、理学、農学、医学、人文系に至っても、なかなか一体感がとれにくい
状況でした。工学部がさまざまなテクノロジーを持っていてもどういう使い方を
目的にするのかとなると、工学独自の考え方だけで工学研究を引っ張る時
代は終わったと言えます。環境問題などを含めて、役立つ技術のあり方が見
直されてきていますからね。それをやりにくい所が信州大学の一番の弱点
かな、と考えました。工学部は材料をはじめ個別の研究は優れたものがあり
ますが、システム的な所が弱かったのです。他の学部の先生といろいろと話
し合って、信州大学として融合化を図る方向へ行こうという意識が高まりまし
た。信州大学はもっと学部を越えた研究・教育の取り組みをすべきだと考え
て、学長へ立候補したのです。

全学の連携・融合力で地域貢献
大学運営のもう一つのファクターは、社会貢献です。地方国立大学が生き

ていく一つの道として地域貢献が重要です。地域に対してどの位、貢献して
いるかに目を向けながら、信州大学としてきちんと取り組んでいかなければ
ならないということです。いい意味では、4つのキャンパスが長野県内に点在
していて、南箕輪に農学部、長野には工学部と教育学部、松本には医学
部、理学部、経済学部、人文学部というようにバラバラにあるわけです。各
地にあるので、長野県民は自分たちの大学という意識が高いと言えます。
例えば、唐辛子を作りたいとか、そばの収益を上げたいとか、そういう地域の
要望に応えるには農学部の連携が必要になります。こうした地域ニーズに
応えるにも、学部間の連携、融合が必要なのです。つまり、長野県全体の地
域活性化に役立つには様 な々学問が入ってきて取り組んでいくことが大事

なのです。それで、そういう取り組みをしていきたいと考えています。全学の英
知を結集して、信州大学をワンランクアップさせたいというのが願いです。
実際に、教育・研究プログラムを学部を越えて企画してほしいとお願いした
ら、5-6件の応募枠に27-28件も集まりました。地域活性化をめざして、棚
田の研究を中心に、伝統芸能の伝承、土木事業のあり方や地域医療の
体制づくりなどに至るチームを作りたいという案もありまして、今後が楽しみに
なっています。
また、ここは日本アルプスの玄関口であることから、理学部の中に山岳科学
の研究部門があり、大学の個性を特徴づけています。そこに、人文系、経済
系も入って、大きな組織になって進展してほしいと願っています。

東北大学の力を活かして、東北地方の活性化へ
東北大学は、大きな意味で二つ使命があると思います。一つは世界に誇
れる先端研究をやり続けることです。それだけのリソースを国から与えられて
いますし、優秀な人材が集まり、人材を育てる力もあります。そこをぜひ続け
ていただきたいと思っています。
もう一つは地域貢献です。東北大学は常に世界に目を向けていますが、
もう少し地域にも目を向けてほしいと考えています。東北大学の研究のシー
ズを使う産業が地元になかなかないのかもしれませんが、科学技術に限
らず人文系のリソースも東北大学は持っていますから、いろいろなやり方が
あると思うのです。東北地方というエリアを大きな目で見て、その活性化策を
視野に入れていただければと思います。
例えば、農作物の作柄は温暖化の影響を受けます。このまま温暖化が進
むと、稲作もリンゴ栽培も北海道に集中してしまうのではないかと予測され
ています。東北地方が空洞化しないよう、研究成果を活かした対策を講じ
ることなど、貢献が期待されているのではないでしょうか。
今、国立大学法人の経営は厳しい状況にあり、事業仕分けなどで今後は
さらに厳しい状況におかれる可能性もあります。しかし、教育は国家百年の
計ですし、世界の中で資源のない国が生きていくには、高等教育のあり方
が重要視されます。明治時代以来、国立大学が全国各地に設置されま
した。国がその存在を保障している高等教育機関が地域にあり、入学すれ
ば高等教育が受けられるというシステムは重要です。このシステムを今後も大
事にして、さらなる大学の活性化へ取り組んでいくべきであると考えています。

1944年：東京生まれ
1970年：東北大学大学院工学研究科
  ［電気及通信工学専攻］修士課程修了
1970年：東北大学工学部助手
1979年：信州大学工学部講師
1993年：信州大学共通教育センター研究開発部門長
2003年：信州大学学長特別補佐［平成17年6月10日まで］
2006年：信州大学工学部長［平成21年3月31日まで］
2009年10月：信州大学長　

全学の英知を結集し、
大学のワンランクアップへ。
山沢清人［やまざわ・きよひと］│信州大学長
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Yamazawa Kiyohito

歌人、小池光さんは東北大学理学部のOB。現在、短歌結社「短歌人」
の編集人として、作歌はもとより結社の機関誌編集、評論、執筆活動、短
歌大会選者、新聞歌壇の選歌、後続者の指導など多彩に活躍。また、
仙台文学館の館長職を担い、仙台の文学活動にも尽力されています。
何気ない日常の風景を写実風に詠みながら、斬新な試みを究め、存在
の本質を透徹するような歌を紡いでおられます。

短歌と出会ったのは、大学時代
東北大学理学部に入学したのは、たしか昭和40年。学科を選ぶ際に数
学か物理か迷いました。あの頃は20世紀は物理の世紀と言われ、学問
の中でも物理のポジションが高かったのです。それで物理学科に憧れて
しまって。
でも、物理の授業は難解で、ついていくのが精一杯。ひたすら実験に明
け暮れる毎日で、好奇心が強くいろいろなことに関心を抱いていたせい
か、なかなか研究だけに没頭することはできませんでした。大学院に進学
すれば研究にもっと燃えるようになるかとも思いましたが、どうもそうもならず
研究者の道はあきらめるようになりました。
短歌と出会ったのも、大学時代。小説や詩などを読む中、短歌に他の文学
とは違った不思議な魅力を感じました。当時は学生運動が大きな盛り上
がりをみせ、社会全体が揺れ動いていました。短歌は、表現するものは自
由ですが、5・7・5・7・7の形式によって成り立ちます。既存のものが壊れる時
代だったことから、逆に揺るぎないフォルムへの飢餓感があり、それできっと
短歌に心が傾いていったのですね。短歌結社「短歌人」に入ったのは25

歳頃です。

昼は教師、夜は歌人の毎日
物理と短歌は対極的なものですが、どこかつながっているのかも知れませ
ん。物理学や数学の論理はつきつめて行けば、哲学であり、さらにつきつめ
れば「詩」ですね。例えば、ニーチェは詩人ですし、相対性理論は詩的でも
あるわけです。物理学を学んだことは、歌づくりの視点に少なからず刺激と
なりましたね。
修士課程を終えた後、私立高校の物理の教員となり、昼間は教師をして、
夜に短歌に向かったりという、一種の二重生活を続けていました。
31歳の時に、初めての歌集『バルサの翼』を出版しました。翌年、幸運
にも賞に恵まれて、歌人として認められるようになったのです。その後、「短
歌人」の編集人となり、二足草鞋の生活は退職するまで30年余り続

けました。
短歌の愛好者は全国100万人を超えるとか。新聞の歌壇をはじめ選者と
いう役割があります。今、新聞4紙の選者を手がけています。また、『短歌人』
を編集したり評論やエッセイなどを書いたりもしています。仙台文学館の館
長の要請があり、2007年の春に前館長の井上ひさしさんから引き継ぎまし

た。月に2回程度、文学館を訪れ企画のアドバイスや文学振興活動のサ
ポートを行っています。

専門のみに特化せず、広く学ぶことが大切
東北大学はいわば自分が挫折した場所なのです。理学部では優秀な学
生ではなかったですからね。ただ、自然科学の基本知識を習い物理学を
学ぶことで、ものの考え方の原理を得ることができました。量子力学などを苦
労しながら感動して学んだことは、自分自身の財産になりました。
学生の皆さんには、常に自分の頭で考えることを基本に、学んだことを全部、
自分の言葉に言いかえ、世界観を組み立てるようにして突き進んでほしいと
願っています。自分で手探りしていって初めて、創造的な思考、新しいものを
生み出すことが可能になりますから。
また、専門だけに特化しないで、ジャンルにこだわらずに広く学ぶことが大
切です。「理系」と「文系」という言い方をしますが、それらは根源的にはつな
がっています。みな人間の「知」の営みですから。例えば、医学はサイエンス
の最先端ではありますが、根本は人間の生き死にに関わっている。病む人
の心の揺れをはじめ人間を理解するにも、文学や哲学、宗教など「文系」
の知識と感性は無縁ではあり得ない。万葉集の歌一つわからないようでは、
人間に関わっていけるかと思ったりするわけです。「文系」の人にも同じことが
言えますね。極端ですが、物理の原理もわからないで本質論や存在論を
進めていいのか、となるわけです。
とにかく、専門に特化してしまうと膠着し、新しい考え方、捉え方が生まれにく
くなるのではないでしょうか。

これからは、「たしなみ」がキーワード
かつて、日本には「たしなみ」の文化がありました。「武士のたしなみ」と言わ
れたように、趣味や芸事に手を染める伝統は戦前まで続いてきましたが、
今はだいぶ崩壊してしまっています。ひとかどの人間には「たしなみ」の有る無
しが重要です。自分なりの「たしなみ」を持つことで、さまざまなことが学べま
すからね。言うならば、歌一つ歌わないで、人間としての骨格、人格が出来
上がるか、となりますか。ノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士も、短歌を作
る時がありました。研究に疲れると歌を詠み、心の世界に浸ったのです。
これからは、「たしなみ」がキーワードになるかも知れません。今の日本社会
の全体が、明日役に立つ勉強をすべき、という傾向にありますが、それだけ
では実は心は充分に満たされません。書道や俳句、短歌など日本人ならで
はのものだけでなく、今には今の「たしなみ」があっていいとも思います。

つつましき花火打たれて照らさるる

水のおもてにみづあふれをり

観察と想起の脈絡で、
鋭く本質をえぐる。
小池光［こいけ・ひかる］│仙台文学館館長／歌人

Koike Hikaru

 小池光
 ［こいけ・ひかる］

山沢清人
 ［やまざわ・きよひと］

1947年宮城県柴田町に大池唯雄［おおいけ・ただお／本名小池
忠雄／「兜首」「秋田口の兄弟」で第8回直木賞受賞］の長男として
生まれる。東北大学大学院理学研究科修士課程修了。1972

年短歌結社「短歌人」に入会。1975年埼玉県の私立高校へ

理科教師として就職。1978年第1歌集『バルサの翼』を発行、
翌1979年同歌集により第23回現代歌人協会賞。
1980年「短歌人」の編集人となった。1995年には第4歌集『草
の庭』により第1回寺山修司短歌賞。2001年、第5歌集『静物』
で芸術選奨文部科学大臣新人賞［文学部門］。2004年、「滴
滴集6」30首［「短歌研究」2003年1月号］および「荷風私鈔」34

首［「歌壇」 2003年9月号］をもって第40回短歌研究賞。同年、
評論集『茂吉を読む─五十代五歌集』で第2回前川佐美

雄賞。2005年、第6歌集『滴滴集』で第16回斎藤茂吉短歌

文学賞。同年、第7歌集『時のめぐりに』で第39回迢空賞。
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 「センダイウイルス」を発見。
第15代東北大学総長。
東北七県の高度化計画を主導。
─
石田名香雄を偉才ならしめた理由の一つに、闘争心
と反骨精神が挙げられるかもしれません。
 「ウイルス病につける薬はない」と言われていた時代
に、ウイルス研究を選び、最先端を目指す。1984年

［昭和59］には、仙台の地で、日本で最初の国際ウイ
ルス学会を会長として取り仕切り、大成功を収める。
石田の行動に、未知に挑む情熱と負けじ魂を感じる
のです。
─
ところが研究一筋の堅物ではなく、酒を愛し、詩心が
あり、人が好き。気さくで、ざっくばらん、明るい人柄です。
茶目っ気もあり自然に人々 の集まりの中心になってしまう

石田でした。旧制二高時代にはボート部のコックス［舵
手］として活躍と聞き、なるほどと感じたものです。
─
さて、石田と言えば、「センダイウイルスの発見及びその
構造と機能に関する研究」があまりにも有名です。1953

年［昭和28］に新種の『センダイウイルス』を発見。日本
学士院賞を受賞します。その後に細胞を融合する特
性が解明され、細胞内に遺伝子を導入する手段とし
て分子生物学などでも活用されました。
最近は、遺伝子治療での、安全性に優れ、遺伝子を
細胞内に送り込む効率の高いベクター［運び屋］として

再評価され、国策で設立されたベンチャー企業が実
用化も実現します。生命科学分野の外国人研究者
は、「仙台」と聞けば、『あのセンダイウイルスの?』と反
応するほどです。
─
石田の主宰した『細菌学教室』は、厳しくも自由な学
風を慕う俊英や豪傑タイプの若者が全国から集い、
梁
りょうざんぱく

山泊のような存在と評されました。事実、石田の現
職の教授時代にすでに、門下生から20人を超える教

授が誕生。文化勲章受章のがんウイルス研究の日沼
頼夫もその一人です。
─
石田は、1983年［昭和58］から1989年［平成元年］

の6年間、第15代東北大学総長を務めます。大
学運営のスローガンが、『明るい東北大学づくり』。
「門戸開放」でさまざまな大学の出身者が集う東

北大学の特質を踏まえた指針の提示だったような

気がします。
学部間の横の風通しを良くする文理融合にも取り組

みました。真摯に学問に向き合える環境をつくれば、相
互理解と尊重が生れ、さらなる自由闊達な東北大学
になる、との信念でしょう。
─
総長としての折 の々行事、式典、学内誌での石田の
挨拶や文章を読み返しますと、いまさらながらに石田
の時代の本質を見通した先見の明には舌を巻く思

いがします。たとえば、日本が経済的に「絶頂期」に
あり、社会全体が浮かれていた時代にすでに、総長
としての石田は日本の経済破綻の懸念を、卒業式
や入学式の学生たちに向かってたびたび指摘して

います。
─
《金融大国の日本は、経済大国には成長し得ないだ
ろう。理由は、比較経済学の見地から分析して、いま
日本が文化国家を目標として立ち上がらない限り、日
本はペーパーマネーが溢れるだけの国で、世界におけ
る存在価値を見失う》という、日本への強い危惧の表
明でした。
学問で磨かれた深い英知とは、社会のあらゆる現象
の洞察にもその本領を発揮するのです。
─
いろいろ名言の多い石田ですが、『教養部報』で新入
学生に訴えていた言葉を取り上げました。
これは、石田が日ごろ大事にしていた信条で、自身
が卒業した旧制二高の三好愛吉［みよし・あいきち］校

長が生徒たちに良く話していた内容とのことです。石
田は、学生たちに勉学に励むさいに東北大学が立
地するみちのくの風土を意識する重要性を力説しま

す。つまり、皮相な理解で才気を誇るスマートさに走
るな。目先の功利に惑わず、耐えて粘れ。広 と々した

野に出た時に感じる、とらわれぬ闊達な「野ごころ」を
持ち、遅く鈍

のろ

であっても良い、ひたむきに学問や事に
当たれ。
そこに人間としての真の強さ、たくましさが生れ、本質的
な物事を成し遂げる人間になれる。いわば「東北大学
魂」とも言うべき趣旨を、真剣に、何度も学生たちに説く
ものでした。
─
「中央何するものぞ！」との石田の気概は、1987年［昭

和62］に始まった『東北インテリジェント・コスモス構
想』提唱へ結びつきます。「コスモス構想」とは、21世

紀の東北づくりを目指し、石田たち東北大学人を中心
に、地元が自発的に考え出し、国に働き掛け、準国家
事業として認めさせたもの。東北七県の産学官の連携
による東北の高度化計画でした。
ウイルス学の泰斗石田は、構想名の名づけ親となり、
東北のための知恵袋、未来計画者、地域事業統括
者の役割をも果たしました。石田だからこそ、各界の
人々 が結集し、実現できたのでしょう。仙台市名誉市
民でもあった石田は、逝きてますますその名の香り立つ
丈
ますらお

夫でした。

─

1922年［大正12］新潟県生れ。
東北大学医学部卒。細菌学の教授として多数の医学研究者輩出。『センダイウイルス』発見。

日本学士院賞、野口英世賞受賞。勲一等瑞宝章受章。東北大学総長歴任。仙台市名誉市民。東北振興策『東北インテリジェント・コスモス構想』主導。
2009年［平成21］没  

 諸子はすべからく  のろ［鈍］づよ［強］かれ。
石田名香雄  I S H I D A  N a k a o
いしだ・なかお

小田滋  O D A  S h i g e r u
おだ・しげる

主な参考資料

 『フロム ザ・プレジデント』
石田名香雄著／金港堂出版部刊／1989年

 『戸隠・医学身辺雑記』石田名香雄著／1983年

 『石田名香雄東北大学長退官記念 

細菌学教室 研究業績目録［Ⅱ］［1980-1989］』
東北大学医学部細菌学教室同窓会／発行／1989年 

文中敬称略、ルビ・カッコ内補注筆者。お子様などご家族にもお見せいただければ幸いです。当シリーズへの、ご意見、ご要望をお待ちいたします。

1924年［大正13］札幌市生まれ。父の台北帝国大学医学部教授奉職に伴い台湾へ。
旧制台北高校を経て東京帝国大学法学部卒。25歳にて東北大学の講師着任直後にロックフェラー財団による戦後の米国留学の第一期生となる。
留学中に、将来は「航行のための海」から「資源の海」になるとの独自の認識に達し、そのことをイェール大学ロースクール法学博士論文にて論究。

欧米でも戦後初の海洋法に関するものと言われ、「海洋法の小田」の世界的名声の先駆になる。門下生に日本学士院賞受賞の杉原高嶺、水上千之など俊才多彩。
国際司法裁判所の判事在職27年は、前身である常設国際司法裁判所を含め史上最長記録。文化功労者、瑞宝大綬章受章。

日本学士院会員、東北大学名誉教授、仙台市名誉市民など。

国際司法裁判所の判事を 27年務めた、
世界の「海洋法の小田」
─
「憧れの先生が、世界のために活躍し、大きな功績を
挙げ、東北大学のある仙台に戻られた」
オランダ・ハーグでの、国際司法裁判所判事の要職
を在任記録最長の3期27年も選任され続けた小

田滋。その「帰仙」の報に接し、かつて東北大学法学
部で小田の講義を受講し、ここ仙台に暮す私は、心か
ら嬉しく、誇らしく思いました。
─
私が法学部の専門課程に在籍したのは1967年［昭

和42］からの二年間です。当時の法学部には日本を
代表する泰斗、俊秀の先生方が綺

き ら

羅、星のごとく揃っ
ていました。
中でも異彩を放っていたのが小田でした。とにかくダン
ディで、貴公子を思わせる端麗な容姿です。外交交渉
において日本の外務省が頼りにする明晰な頭脳と強

い意志、戦略的な洞察力の持ち主でもありました。
─
こう表現すると、一見近寄り難い人物の印象を与える
かもしれません。
ところが、違うのです。
─
講義での小田は率直で、快活、学生への優しさにあふ
れていました。海外出張がたいへん多いためか休講
が重なり、そのための補講や連続講義が不定期に行
われます。私は、何はさておいても出席。小田の講義は
もちろんその立ち居ふるまいまでをも楽しみにしていたも

のでした。
私たち学生は、講義や小田の発する雰囲気から、国
の利害が衝突する世界の生の様相や外交交渉の

現場を垣間見る、そんな喜びも得ていたのでしょう。
─
講義には、小田を仙台に訪ねてきた現役の外務省官
僚や国際法学者が講話者として飛び入り参加するこ

ともたびたびでした。学生たちに世界を舞台に活躍す
る人物とじかに接する機会を与えたい。こうした思いが
あっての試みであったに違いありません。
─
当時の小田は、「海洋法の小田」の世界的な評価を
名実ともに決定的なものにする『北海大陸棚事件』の
西ドイツ側の弁護人として、歴史に残る獅子奮迅の活

躍をしていたまさにそのときに当たります。
─
北海には豊富な海底油田が眠っていました。北海の
海底の境界の線引きを巡り北海周辺各国の利害が

衝突、紛争となります。ついに、国際司法裁判所に、西
ドイツ対オランダ・デンマーク間の提訴が行われ、その
国際裁判での西ドイツ側弁護人を依頼されたのが小

田でした。
─
裁判は、外交や国際法の専門家から西ドイツ側が圧
倒的に不利と見られていました。西欧諸国間の国際
裁判の弁護人に日本人が選任されるなど、当時では
誰しもが耳を疑う出来事です。小田自身も、当初は西
ドイツ政府の真意を測りかね、単なる相談役程度の
役割と思っていたようです。ところが、審理開廷の間際、
小田は自分が、わずか二名の西ドイツ側訴訟代理人
の一人をまかされ、口頭弁論の各論担当であることが
分かります。
─
それからの数日の間に、小田は、口頭弁論でもっとも具
体的で核心をなす主張、各論の弁論準備に没頭しま
した。後に小田は、このときほど命を削る思いで取り組
んだ日々 はないと述懐しています。見事な銀髪の小田
ですが、その白髪が目立つようになったのはこのときか
らではないか、こう小田自身が語っているほどです。
─
相手方のオランダ・デンマーク側は、すでに成立してい
た「大陸棚条約」の規定のもとになった「等距離線」
理論に基づく「中間線」での線引きを審理にて主張
しました。
この方式では、海岸が内側に湾曲する西ドイツには不
利です。しかも、その方式による境界を延長していくと、
地図上に明らかに奇妙な結果、不衡平を示すことにな
りました。
─
そこで小田は、「等距離方式」は、決して慣習国際法に
なってはいないとの事実をまず論証、裁判における基準
は「衡平な基準」が大前提であるべきと指摘します。その
上で、小田の創案になる有名な「ファサード理論」に基づ
く「公正かつ衡平な分割」を主張したのでした。
「ファサード［FACADE・もともとは仏語］」とは、「建物の正
面」の意味。沿岸のファサードから北海の中心部に向
かって境界線を引く方式の衡平さと公正さを主張した

のでした。
─
この考えは、東北大学の国際政治学の祖

そが わ

川武夫教

授、英米法の望月礼二郎教授などとの話し合いから示
唆を受け、仙台近郊の秋保温泉などの宿にこもって展
開を考えた小田の創見になるものです。この新たな理論
が、西ドイツを勝訴に導く決定的な弁論になりました。
一躍「日本に海洋法の小田あり」の令名が、世界に知
れ渡ることになります。
この考え方は、その後に一般に通用する「大陸の自然
の延長」の概念になるものです。
─
小田は、日本の学界において戦後もっとも海外で縦横
無尽に活躍した大学教授ではないでしょうか。東北大
学一筋の在職25年間に海外出張は70回余り。後の
ころには、外交旅券で飛び回り、日本政府を代表して
外交交渉に当たることもたびたびでした。
海洋資源の重要性を世界に先駆けて洞察した小田

は、特に海国日本の立場の国益を担い、国際法の
実務法律家として、日本国民のためのまさに役に立つ
貴重な存在となります。
─
学者らしからぬ型破りの行動派の小田でしたが、有能
で個性あふれる若き小田に期待し、おおらかに、あた
たかく見守った法学部と東北大学。「実用忘れざる」
の東北大学精神を実際に体現したかのように小田

は、冒頭の自身の言葉そのものの、実務で、世界に、日
本に貢献した法律家となり、さらに、東北大学の、そして
日本の、世界に誇る国際法学者となったのです。

─

主な参考資料
 『海洋法二十五年』小田滋著／有斐閣／1981年

 『海洋法の歴史と展望 小田滋先生還暦記念』
編集代表 山本草二・杉原高嶺／有斐閣／1986年

 『東北大学法学部同窓会 会報 第31号』
東北大学法学部同窓会／小田滋著／
 「私にとっての東北大学」／2004年

 『東北大学法学部同窓会 会報 第35号』
東北大学法学部同窓会／植木俊哉著／
 「文化功労者受章を祝して」／2008年

 『学び究めて（15）第二部 実学の系譜七 法学の山並み（下）

新分野へ挑戦、脈 と々』河北新報2007年2月12日掲載

 『国際法と共に歩んだ60年─学者として裁判官として』
小田滋著／東信堂／2009年

 『日本の一〇〇人』日本経済新聞社／1986年

国際法も法である。実務に役に立つ法律家でありたい。

執筆＝阿見孝雄［1969年法学部卒］／東北大学萩友会 広報委員会委員COLUMN 1 COLUMN 2│連載│独創を生むには、理
わ け

由がある！東北大学 ひと語録
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東北大学萩友会 プレミアム［会費納入］会員限定販売
●入金日をもって受付完了とし、受付日の翌月末までに商品をお手元にお届けします。

 1│タイピン・カフスセット│写真左
 紫色／純銀製
 価格：3,570円［送料別途］

 2│ペンダントヘッド・チェーンセット│写真右
 紫色／純銀製／チェーンの長さ45cm

 価格：1,565円［送料別途］

 ［ご購入について］
完全受注生産となりますので、商品の購入を希望される方は、
下記連絡先に会員番号、氏名、連絡先及び商品の希望個数をご連絡ください。
おって、お送りする専用の払込取扱票により、ゆうちょ銀行（郵便局）からお払い込みくださいますようお願いいたします。
●なお、送料・払込手数料はご本人様の負担になりますこと予めご容赦願います。

 ［送料（1個口）の目安］
北海道：1,050円│東北地区：630円│宮城県内：315円│東京都［23区］：525円│東京都［都下］：578円

関東地区：630円│中部地区：788円│関西地区：893円│中国地区：998円│四国地区：1,103円

九州地区：1,208円│沖縄：1,313円

 ［連絡先］東北大学萩友会事務局（東北大学総務部広報課校友係）│tel: 022-217-5059／fax: 022-217-4018

東北大学103周年 ホームカミングデー
● プログラムは一部変更になる場合がございます。

期日│2010年10月9日［土］─10日［日］／2日間

会場│東北大学 川内キャンパス

主催│東北大学 東北大学萩友会 東北大学103周年ホームカミングデー実行委員会

平成22年10月9日［土］
東北大学萩友会総会│卒業生、在校生、教職員全員が萩友会の会員です！│11:15-12:00／川内萩ホール
仙台セミナー│テーマ：東北の精神─“場”が生みだす価値と選択│13:00-15:50／川内萩ホール
特別講演│「東北の文化性」（仮題）／作家  伊集院 静 氏

講演1│「仙台」という場、「東北」という精神／東北大学東北アジア研究センター教授  平川 新

講演2│「生者と死者が出会う場所」─霊地からみた東北の精神世界／東北大学文学研究科教授  鈴木岩弓

在校生と卒業生との親睦会│出会いの場。在校生にとって何でも相談できる機会です！
第1部│12:00-16:30／川内サブアリーナ棟［2階・3階］

第2部│17:00-19:00／川内の杜ダイニング

平成22年10月10日［日］
秋の文化フェスティバル│学友会文化部諸団体の発表の場！
ステージ│13:00-15:30／川内萩ホール  展示│13:00-17:20／川内萩ホール ホワイエ 展示ギャラリー

東北大学103周年ホームカミングデー記念コンサート
多数の卒業生、在校生が参加する大規模コンサート。合唱やオケ・演劇など多彩なステージを楽しめます！
17:30-19:30／川内萩ホール
ロビー・パフォーマンス│新企画！
13:00-17:20／川内萩ホール ロビー

東北大学ホームカミングデーとは??

卒業生が毎年決まった期日に仙台を訪れ、本学主催のイベントや同窓会や同級会などに参加することにより、
恩師や同窓生、あるいは教職員、学生と親睦・交流を深め、
本学への理解と関心、さらには誇りを高めて「東北大学コミュニティ」の醸成を目指すものです。

年次別同窓会幹事信任

東北大学及び東北大学萩友会が今後更なる発展を期すためには、卒
業生同士の結び付きが極めて肝要であると考えます。そこで、萩友会では、
平成21年度卒業生から年次別同窓会を設置することといたしました。
年次別同窓会幹事は、卒業10年後、20年後等の節目に、「東北大学
コミュニティ」の醸成を目的とする年次別同窓会開催の折に世話役を担
うものです。
平成21年度卒業生のなかから、第103期幹事とし、右記の28名が学

位期授与式の日に信任されましたので、ご紹介いたします。
年次別同窓会開催の折には、同期卒業の皆様のお力添えが不可欠で
あります。幹事としてご尽力いただく、28名の幹事の皆様をご支援いただ

ければ幸いです。
─
代表して武田理恵さんから一言

幹事として何が出来るのだろうかと不安もありましたが、井上総長から学
位記授与式で頂いた萩友会第103期幹事信任状に、東北大の萩を
モチーフとしたロゴマークが大きく描かれているのを見て、私の幹事として
の目標が決まりました。
会員である卒業生、在校生、職員、東北大に関わる多くの方 の々繋が

りを、より強固で深い「輪」とし、東北大学、また会員の皆様の活動を広
げ、芽吹かせる。前例のない中で手探りな部分も多いですが、年次別同
窓会の繋がりを深めることでそのお手伝いをしていきたいと考えています。
私は社会に出てから改めて、東北大学で学んだ事、そして得た多くの繋
がりは、自身にとって大きなものであると実感しました。
在校生の皆さんは、伝統ある東北大学で学ぶことに誇りを持ち、これか
らの東北大学の発展を担う一人として貴重な学生生活を丹精込めて

過ごして下さい。
─

東北大学萩友会  年次別同窓会第103期幹事名簿

1│文学部／人文社会学科／細田雄大

2│文学部／人文社会学科／武田理恵

3│教育学部／教育科学科／菊地恵

4│法学部／法学科／二木豪太郎

5│経済学部／経営学科／斎藤太一朗

6│経済学部／経営学科／森岡拓見

7│理学部／物理学科／松下ステファン悠　

8│理学部／化学科／五月女光

9│理学部／宇宙地球物理学科［地物コース］／羽田周平

10│理学部／宇宙地球物理学科［天文コース］／望月悠紀

11│理学部／生物学科／髙橋克宣

12│理学部／地球惑星物質科学科／高田啓人

13│理学部／地圏環境科学科［地圏進化学コース］／中村悠

14│理学部／地圏環境科学科［環境地理学コース］／三宅孝司

15│医学部／医学部医学科／赤石哲也

16│医学部／医学部保健学科／三橋光

17│医学部／医学部保健学科／柴田智世

18│歯学部／歯学部歯学科／向阪幸彦

19│薬学部／創薬科学科／鈴木貴大

20│工学部／機械知能・航空工学科／左奈田一将

21│工学部／機械知能・航空工学科／石田彬

22│工学部／情報知能システム総合学科／森﨑嘉武

23│工学部／化学バイオ工学科／新谷祐貴

24│工学部／建築・社会環境工学科［建築］／中村佐和子

25│工学部／材料科学総合学科／石原大資

26│工学部／建築・社会環境工学科［土木］／天谷敦規

27│農学部／生物生産科学科／庄子紘美

28│農学部／生物生産科学科／中村彰宏

No│卒業学部名／卒業学科名／氏名
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片平キャンパス│春／初夏││KATAHIRA campus | Spring / early Summer

川内キャンパス│春／初夏││KAWAUCHI campus | Spring / early Summer

青葉山キャンパス│初夏││AOBAYAMA campus | early Summer

星陵キャンパス│春／初夏││SEIRYO campus |  Spring / early Summer

雨宮キャンパス│春││AMAMIYA campus | Spring


