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1989年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了後、カリフォル
ニア工科大学Member of Professional Staff、国立天文台准教授、
東京大学宇宙線研究所教授などを経て、2017年から現職。趣味は
バドミントン及びジョギングしながら物理を考えること。著書に、

『重力波とは何か』（幻冬舎）、『重力波物理の最前線』（共立出版）
がある。

自分自身、“自由”に生きたいし、他の人にも“自
由”に生きてほしいので。実際、自分の子供たち
が20才になった時にも、「誰にも遠慮せず、親
にも遠慮せずに、好きなことを好きなようにやっ
て生きていってください」という言葉を贈ってい
ます。自分を“自由”な環境においておくと、自
分の中の奥深いところから、本当にやりたいこと
がふつふつと湧き上がってくるので、それを生き
ていく上での道しるべにしています。ちなみに、
名古屋大学は自由があって大好きです。

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？

重力波の検出実験です。特に、宇宙誕生直後
（10-35 秒後頃）に起こったと考えられているイ
ンフレーションの時代に発生したであろう重力波
を検出するための研究を行っています。具体的に
は、スペース重力波アンテナDECIGO※1のため、
量子ロッキングなどの新しい手法を用いて、不確
定性原理で規定される標準量子限界を破る技術を
開発します。また、地上において、インフレーショ
ンからの重力波検出を可能にするような全く新し
い重力波検出方法の開発にも挑戦します。

Ⓠ
A

先生はどのような研究をされているのですか？

インフレーションが本当に存在したのか、そして
存在したとすると、どのようなものであったのか
が分かります。ちなみに、電磁波は宇宙誕生後
38万年経たないとまっすぐに飛べないため、電
磁波ではそれ以前の宇宙の姿を直接観測すること
はできません。宇宙誕生直後を直接観測できる手
段は重力波だけです。なお、重力波による観測は、

“見る”というよりは“聞く”といった方がよりしっ
くりくるので、この研究によって“宇宙の産声を
聞く”ことが可能になるとも言えます。

Ⓠ
A

この研究によって可能になることは？

自由
MyBestWord
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※1 DECIGO：日本が検討中の重力波観測衛星。宇宙誕生直後
からの重力波の検出を目指す。

※2 LIGO：アメリカの重力波観測装置。2015年9月に重力波
の初検出に成功した。

小学5年生の頃、宇宙を、自分を含め全てのもの
を包含する史上最強の存在として認識し、全ての
救いを宇宙に頼るようになりました。大学院の
修士課程2年当時は物性の研究をしていたのです
が、周りの皆が就職活動を始めた頃、突然、小学
生の頃の夢であった宇宙のことを思い出し、物性
から宇宙の研究に転向する決意をしました。そし
て、新しい研究室で、日本初の「レーザー干渉計
を用いた重力波検出実験」をスタートさせまし
た。その後、カリフォルニア工科大学でLIGO※2

のプロトタイプの感度向上実験を行ったのち、日
本に帰国し、地上の重力波検出装置の建設を行い
ました。それと並行してスペース重力波アンテナ
DECIGOの研究をスタートさせました。その後
すぐに、DECIGOにより宇宙誕生直後の観測が
できることが分かり、それを是非とも実現したい
と思うようになりました。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

ジョギング中や夜寝る前に布団の中で、検出器の
感度を上げる方法などをぐだぐだと考え続けて面
白いアイデアを思いついた時、そして、あとでそ
のアイデアが上手くいかないと分かり、「こいつ、
なかなかやるな」と思った時、さらにその問題
点を乗り越える新しいアイデアが生まれ「ふっ、
ふっ、ふっ、みたか！」と思った時、さらに、
……（以下、これを何度も繰り返す）……。自分と、
その問題がどんどん深く深く潜っていき、誰も到
達したことのない領域で火花を散らす時、実に楽
しく嬉しい瞬間です！

Ⓠ
A

研究が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？

やりたいことだけをやるようにしているので、く
じける必要がありません。万一、くじけそうに
なったら、それは、自分が本当にやりたいことで
はないということですので、迷わず逃げます。

Ⓠ
A

くじけそうになったときは？

小学5年生の頃からずーっと、ほとんど授業を聞
いていません。決して、聞かなくても分かるから
聞かなかったのではなく、聞いても分からなかっ
たから聞けなかっただけです。授業中は、主に、
好きな数学をやるか、小説を書くか、晩ご飯は何
だろうとか考えたりしていました。おかげで、ほ
とんど全ての先生から、こっぴどく叱られ続けて
いました。

Ⓠ
A

今だから言える、ここだけの話を聞かせてください。

是非とも、“宇宙の産声”を聞きたいです。“宇宙
の産声”が聞けたら、宇宙に「生まれてきてくれ
て本当に有難う」と言ってあげたいです。

Ⓠ
A

今後の目標は？意気込みも含めてお願いします。

重力波による宇宙誕生直後の観測

先生の研究を
表す1枚！
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キャンパスクローズアップ

■ 建設の経緯
　鶴舞団地における名古屋大学医学部附属病院の再開発事業
は、平成5年の新病棟建設から始まり、平成21年までに中央
診療棟Ａ、外来棟建設が完了し、旧病棟のとりこわしを残すの
みでした。
　しかし、再開発事業着手から20年以上が経過し、医療を取
り巻く状況の変化や技術の進歩・変革に対応できないことが課
題となり、それらを解消するため、高度医療を行う先端医療機
器を備えた治療室及び医療技術のトレーニング施設の整備が必
要となりました。
　また、高齢化を見据えた地域医療の再整備が進む中、新たな
医療サービス体制を確立し、高度急性期機能をより一層強化し
た上で、地域の医療をリードするとともに、臨床研究中核病院
として国際水準の研究を展開するため、このたび、中央診療棟
Bを建設し、今年1月に開院しました。

■ 配置計画
　中央診療棟Bは中央診療棟Ａ及び外来棟と密接に関係する
建物であるため、それら2棟に隣接し、2棟の各階から渡り廊
下を通じて行き来のできる動線計画としました。特に、手術部

▲ハイブリッド手術室（5階）
Ｘ線透視が整備された手術室で、カテーテルで血管内治療を行いながらの手術が可能

西面公道より建物全景、右側に写っているのが外来棟で、
各階渡り廊下にて接続している

4

中央診療棟Ｂ
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門については、既存の中央診療棟Ａの手術部門と渡り廊下を通
じて一体的な運用が可能となっています。

■ 各階構成
　5階には手術室を10室配し、渡り廊下でつなぐ既存手術室
の14室とあわせた24室（外来手術室3室を除く）を一体運
用できるように整備しました。Ｘ線透視下処置と外科手術が同
時に行えるハイブリッド手術室や、ロボット支援手術に対応し
た手術室及び内視鏡手術に特化した手術室を整備しました。ま
た、将来の手術件数増加に対応するため、手術室に転用可能な
スペースを確保する工夫をしています。
　4階には、術後の患者さんをケアするSICU（外科系集中治
療室）を整備し、既存の16床から30床へ増床し、手術症例
の増加及び重症化に対応しています。人工心肺など大型医療機
器を装着した重症患者にも対応できるよう、廊下も含めて十分
なスペースを確保しています。また、プライバシー保護と感染
管理のため、すべての病床を壁で区切り、専用手洗も整備して
います。5階の手術フロアには大型の専用エレベータを配置し、
迅速な患者対応を可能としました。
　3階には、日本初の革新的な医薬品や医療機器開発の中心的役

割を担う「臨床研究中核病院」としてPhase 1※病床を整備し、高
度な試験を実施することで、患者さんへの有効な治療方法や新
しい医療の開発に対応することができるようになりました。
　2階には、病院内で分散していた光学医療診療部を集約配置
し、すべての消化器疾患に対する最新・最善の診療が可能とな
りました。部門内にX線装置を有する透視室も整備し、あらゆ
る検査が部門内でできるようになりました。
　1、2階にまたがるクリニカルシミュレーションセンターは、
手術、内視鏡・超音波検査、血管内治療、分娩などの最新鋭の
診療用シミュレーターを含む広範囲の教育・訓練に対応してお
り、卒前から卒後に至るシームレスな教育・研修や、学外者の
利用にも対応しています。
　1階は、外来通院で抗がん薬治療を受ける患者さんのための
外来化学療法治療室です。リクライニングチェア55台、ベッ
ド10台を設置し、一度に多くの患者さんが安心して治療を受
けられるスペースを確保しました。
　地下1階の放射線治療室は、安全な放射線治療が可能な最先
端の高精度放射線治療を提供できるようサイバーナイフを整備
し、ピンポイント照射と呼ばれる低位放射線治療にも対応しま
した。

◀光学医療診療透視室
　（2階）
胆膵系内視鏡検査、小腸内
視鏡検査等が光学医療診療
部内にて可能

▲外来化学療法治療室（1階）
55床のリクライニングチェアと10床のベッドを設置、長時
間の治療に考慮し木目調を基調としたブースとし、落ち着き
のあるエリア

◀グランドラボ（1階）
実習を中心に多様な用途で使用
でき、多くのマネキン型シミュ
レーターが並び、救急処置講習
会にも対応

▲サイバーナイフ（地下1階）
ロボットアームと小型X線発生装置を組み合わせた唯一の放射線治療装置
正常組織の被ばく線量を極力低減し、正確かつ安全に照射を行うことが可能

5

※ Phase1：自由意思に基づく志願者を対象とした被験薬の薬剤動態や安
全性の評価を目的とした第Ⅰ相臨床試験
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公開シンポジウム「120年ぶりの森の一大イベント 笹の一斉開花で森はどうなる？」を開催

ICCAE第17回オープンフォーラムを開催

八田當子様へ紺綬褒章を伝達

　公開シンポジウム「120年ぶりの森
の一大イベント　笹の一斉開花で森は
どうなる？」を、国立研究開発法人森
林研究・整備機構森林総合研究所との
共催で、経済学部カンファレンスホー
ルにおいて開催しました。愛知県・三
重県・岐阜県・長野県の山々で笹（ス
ズタケ）が120年ぶりに一斉に開花し
たことや、一斉開花に伴って落下した
大量の笹の種子や枯死した笹が、森の
樹木や動物に及ぼす影響についての報

告があり、高校生を含む約120名が参
加しました。研究報告に続いて行われ
たパネルディスカッションでは、会場
から出された数多くの質問に基づきな
がら、今後の森の推移について活発な
討議が行われました。

　ICCAE 第 17 回オープンフォーラ
ム「ケニア稲作研究で何がわかったの
か？」を、農学部第12講義室におい
て開催しました。ICCAEでは、2013
年から、ケニア農畜産業研究機構との
国際共同研究として、JST・JICA地
球規模課題対応国際科学技術協力プロ
グラムによる「テーラーメード育種
と栽培技術開発のための稲作研究プ
ロジェクト」を実施しています。当
フォーラムには、ケニア側の研究代表

者であるジョン・キマニ同機構ムエア
支所長ら6名も参加し、これまでの5
年間で得られた研究成果の報告が行わ
れました。また、今後のより発展的な
研究構想及び研究成果の社会実装への
道筋について活発な議論が行われまし
た。

　平成28年5月に八田當子様から、名
古屋大学基金へ多額の寄附をいただき
ました。この寄附は、紺綬褒章の授与
対象となり、内閣府で閣議決定され、
公布されました。
　これを受けて、松尾総長が八田當子
様のご自宅を訪れ、紺綬褒章（褒章、
褒状及び賞杯）の伝達を行いました。
　紺綬褒章とは、公益のために私財

（個人500万以上、団体1,000万以上）
を寄附した方に授与されるものです。

名古屋大学基金は、いただいた募金を
運用し、その運用益で、本学の学生へ
の奨学支援を中心に活用しています。
今後とも引き続きご支援くださいます
よう、お願い申し上げます。

パネルディスカッションの様子

キマニ支所長の報告の様子

八田當子様への伝達の様子

■大学院生命農学研究科

■農学国際教育協力研究センター（ICCAE）
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Meidai News

平成29年度名古屋大学COIシンポジウムを開催 ■未来社会創造機構

HeForShe国際セミナー「ジェンダー平等のために何ができるか」を開催

カセサート大学とのジョイント・ディグリープログラム協定書調印式を挙行 ■大学院生命農学研究科

名古屋大学オープンレクチャー2018を開催

　平成29年度名古屋大学COIシンポ
ジウム「人がつながる “移動”イノベー
ション　ゆっくり自動運転のチャレン
ジ」を、坂田・平田ホールにおいて開
催しました。本シンポジウムは、名
古屋大学COIの取り組みや成果を広
く一般に知らせることを目的としてい
ます。成果発表では、森川高行未来社

会創造機構教授による全体概要紹介の
後、若手研究者らがそれぞれの取り組
みについて紹介した他、ポスターセッ
ションや対談講演を行いました。当日
は定員の250名を超える参加があり、
盛会のうちに終了しました。

　HeForShe国際セミナーを、野依記
念学術交流館において開催しました。
本学は、UN Women がグローバルに
展開するジェンダー平等のための運動
であるHeForSheを主導的に推進する
世界の10大学（IMPACT Champion）
に、日本の大学で唯一選ばれています。
エリザベス・ニャマヤロUN Women

事務局長付上級顧問・HeForShe グ
ローバル責任者による基調講演の後、
女性活躍推進に関する2つのパネル
ディスカッション及び本学学生の自主
組織「HeForSheクラブ」による発表
が行われました。約210名が参加し、
フロアからも積極的に質問が出され、
大変盛況な会になりました。

　タイのカセサート大学とのジョイン
ト・ディグリープログラム協定書の調
印式を、本部事務局1号館第2会議室
において挙行しました。カセサート大
学とは、長年にわたり活発に学生・教
員の交流を続けてきましたが、このた
び、その実績を生かしたジョイント・
ディグリープログラムを開講すること

となり、4月から国際連携生命農学専
攻の設置が認可されました。今回は、
入学審査、学位審査等の方法・体制を
定めた協定書締結のための調印式を執
り行いました。式では、渡辺理事及び
チョンラック・ワチリンラット学長代理
のあいさつ後、協定書に署名し、プロ
グラム開始に向けた準備を整えました。

　東山キャンパス内において、名古
屋大学オープンレクチャー2018を開
催し、瓜谷　章工学研究科教授によ
る「放射線を使ってガンを退治するは
なし」、神田英輝工学研究科助教によ
る「藻からバイオ燃料を取り出すはな
し」、塩川和夫宇宙地球環境研究所教
授による「オーロラと宇宙のはなし」、

野田口理孝生命農学研究科助教による
「古くて新しい接ぎ木のはなし」、森田
美代生命農学研究科教授による「倒れ
ても起き上がる植物のはなし」、山田
智明工学研究科准教授による「音で発
電する物質のはなし」、横島　聡創薬
科学研究科教授による「薬をつくるは
なし」の7講義が行われました。

14
3

16
3

19
3

21
3

シンポジウムの様子

セミナー登壇者による記念写真

調印式での記念撮影

実験機材の実演などを交えて講義を行う横島教授
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第60回経営協議会を開催

第4回理学部装置開発室公開講座「3D工房」を開催 ■大学院理学研究科

ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）開館記念講演会を開催 ■男女共同参画センター

陸上競技場走路改修工事完工式を挙行

　第60回経営協議会を開催しました。
執行部の職務分担、平成30年度学内予
算配分（案）、平成30事業年度における
長期借入金の借入れ及び償還計画、平
成31年度概算要求（施設整備費）、人
事関係諸制度の改正及び第3期中期目標
期間における平成30事業年度の業務運
営等に関する計画について説明があり、

審議の結果、了承されました。また、指
定国立大学法人の指定、平成30年度運
営費交付金の予算内示、スーパーグロー
バル大学創成支援事業の中間評価結果、
博士課程教育リーディングプログラム
事後評価結果、日本学術振興会育志賞、
平成30年度入学者選抜実施状況及び
名古屋大学基金の報告がありました。

　東山キャンパスにおいて、公開講座
「3D工房」を開催しました。本講座は、
大学院理学研究科や博士課程教育リー
ディングプログラム「フロンティア宇
宙開拓リーダー養成プログラム」など
で行われている最先端の科学研究や装
置開発室の研究支援について広く興味
を持ってもらうことが目的であり、参

加者は3D-CADを操作してモデリン
グを行い、モデルを3Dプリンタで造
形する製造工程を体験しました。3D
プリンタを活用した最先端の研究事
例、産学連携による技術講演などを熱
心に聞いている様子から、一般の方の
3D-CADや3Dプリンタへの関心の高
さを感じました。

　GRL と公益財団法人東海ジェン
ダー研究所共催による開館記念講演会

「女性史の過去と未来」を、GRLにお
いて開催しました。講師を務めたナン
シー・F・コットハーバード大学教授
は、アメリカ女性史を専門とする歴史
学研究者で、平成13年から26年まで、
アメリカ女性史関連の資料を蒐集する

図書館で、かつジェンダー研究施設で
もあるハーバード大学ラドクリフ研究
所所属シュレジンガー図書館の館長で
もありました。当日は廊下まで参加者
が溢れる盛況ぶりで、活発な質疑応答
も交わされました。

　陸上競技場走路改修工事の完工式
を、関係者出席の下、東山キャンパス
において挙行しました。本学陸上競
技場には、平成21年度に初めて全天
候型トラックが導入され、大いに活用
されてきました。しかし、経年による
消耗・劣化が顕著となり、今般、改修
工事を実施しました。完工式では、木

村理事、松下理事、陸上競技部長及び
陸上競技部主将からのあいさつの後、

「走り初め」として、木村理事、松下
理事、木俣副総長のピストルの合図と
ともに、3組18名の陸上競技部員が見
事なスタートダッシュを披露し、大い
に盛り上がりました。

22
3

23
3

24
3

27
3

医学部鶴友会館での会議の様子

受講生がデザインしたジャイロスコープモデル造形品

開館記念講演会の様子

関係者による記念撮影　
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Meidai News

平成29年度退職者表彰式及び退職職員懇談会を開催

平成30年度入学式を挙行

下駄の鼻緒奨学金授与式を挙行

　平成29年度退職者表彰式を、豊田
講堂第1会議室において挙行しました。
表彰式は平成30年3月31日付けで退
職する勤続30年以上の職員を表彰す
るもので、被表彰者21名のうち15名
が出席し、松尾総長から表彰状が手渡
されました。続いて、総長から祝辞が
あり、永年にわたる本学への尽力に対

する感謝の言葉がありました。引き続
き、ユニバーサルクラブにおいて退職
職員懇談会が開催され、被表彰者及び
関係部局の職員が出席しました。総長
のあいさつの後、退職職員を代表して
髙下教育推進部教育監から謝辞があり
ました。出席者は今日までの思い出な
どを語り、別れを惜しんでいました。

　平成30年度名古屋大学入学式を、
豊田講堂において挙行し、松尾総長か
ら、大学院2,225名（修士課程及び博
士前期課程1,701名、大学院法学研究
科専門職学位課程（法科大学院）30名、
医学博士課程及び博士後期課程494名）
及び学部2,183名の4,408名の入学生に
対し、祝辞が述べられました。

　大学院及び学部のそれぞれの入学生
総代は、入学にあたり、本学の学生と
しての本分を全うすることを宣誓しま
した。また、豊田章一郎全学同窓会会
長から祝辞がありました。
　入学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/30.html

　名古屋大学下駄の鼻緒奨学金授与式
を、豊田講堂第5会議室において挙行
しました。下駄の鼻緒奨学金は、成績
が優秀でありながら経済的な理由に
より修学困難な学生に対し、その学
修・研究等の活動を奨励するために平
成22年度に設立されたものです。奨
学生4名（日本人学生2名、外国人留

学生2名）には、奨学生採用通知書が
授与されました。選考委員長の木俣副
総長から、「寄附者の理念を引き継ぎ、
社会に還元していく精神、奉仕の精
神、互いに助け合う精神を忘れず、学
業や研究に一層励んでいただきたい」
と祝辞があり、改めて奨学生としての
自覚を深めた様子でした。

29
3

5
4

13
4

表彰状授与の様子

入学式の様子

下駄の鼻緒奨学金授与式

　本学とラクオリア創薬株式会社は、本年4月1日に創薬研究の推進拠点として本学初の

産学協同研究センターを設置しました。本センターでは多彩な技術やシーズを保有する本

学教員と、新薬創出を目指すラクオリア創薬との間で共同研究を継続的に推進し、オープ

ンイノベーションを活性化させます。

　これまでに環境医学研究所、医学系研究科及び創薬科学研究科に置かれていた3つの講

座･部門を、医薬品候補化合物の薬理評価などを行う「薬効解析部門」と新規化合物のデ

ザインや薬剤開発などを行う「新薬創成科学部門」の2つに統合し、3部局の連携を強化

して新規医薬品候補となる化合物の創出を目指します。

「ラクオリア創薬産学協同研究センター」を設置ブレイクタイム
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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300 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no300.html

祝 受賞

左から2番目：松下さん

この賞は、本学に在籍する35歳以下の学生及び研究者のうち、学術・
科学技術分野で将来的な発展や可能性が期待でき、本学の科学技術水
準を内外に知らしめることができる研究を行っている研究者を顕彰す
るものであり、選考委員会における選考を経て1件が採択されたもの
です。

村上　慧トランスフォーマティブ生命分子研究所特任准教授が 
平成29年度赤﨑賞を受賞

情報学研究科博士後期課程1年の松下　健さんらがオープンイノべーションプログラム 
「Post Logitech Innovation Program」Demo Day，Post Logitech 
Innovation Award 最優秀賞を受賞

医学系研究科博士後期課程3年の大原聖子さんが 
日本精神神経学会「フォリア賞」を受賞

芳香環の触媒的直接アミノ化反応の開発

受賞対象となった研究課題

この賞は、日本精神神経学会の英文機関誌、Psychiatry and Clinical 
Neurosciences誌の中から優秀論文を表彰するものです。

Relationship between maternal depression and bonding failure

受賞対象となった研究テーマ

この賞は、日本郵便株式会社と株式会社サムライインキュべート社の
共同で開催され、応募企業105社のうち最優秀賞は松下さんが代表
を務める合同会社オプティマインド1社のみが選ばれました。

高田陽介（情報学研究科D1）、柳浦睦憲（情報学研究科教授）、 
郭　岩松（理学研究科D1）外1名

人工知能を活用した配送業務効率化

受賞対象となったテーマ

連 名 者
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他の研究成果や詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 研究教育成果情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html

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

Point

関係する本学の教員等

エステルの実用的合成法の開発に成功！
－有機塩触媒を用いて 
高純度エステルの製造に道を開く－

ヒトES細胞からバソプレシンを分泌する 
視床下部ホルモン産生ニューロンへの分化に 
世界に先駆けて成功！

5億5千万年前の生物進化に関わる 
世界最古の巣穴化石を発見！

新開発！小児血流感染症の病原微生物診断法
－次世代シークエンスを応用して－

南極の気温と二酸化炭素変動の不一致は 
日射量が引き起こす
－過去72万年間の南極と周辺海域の温度変動を復元－

○ 金属を含まない環境低負荷かつ安価な有機塩
触媒によるカルボン酸エステルの効率的合成
に成功した

○ これまで触媒的な合成が困難だった高極性な
糖類やアルカロイドのエステルを、高極性溶媒を用いて高純度で製造した

○ パーム油に由来するトリグリセリドから、バイオディーゼル燃料の合成に、
わずか0.23wt%の触媒量で成功した

○ 触媒のリサイクルや、スケールアップが容易にできることから、医薬品、
化粧品、油脂、ポリエステル、燃料などの工業的エステル製造へ繋がると
期待される

○ ヒトES細胞を用いて視床下部バソプレシン
ニューロンへの効率の良い分化法を確立した

○ 視床下部内は様々な領域が集まってそれぞれ
の働きをしているが、従来の分化法では特定
の領域を狙って分化させることはできなかっ
た。本法では領域ごとに誘導できるようにし
たことで、目的とするニューロンを効率良く
得られる

○ ヒト視床下部のモデルとしての利用や、再生医療の材料としての応用が期
待される

○ モンゴルの約5.5億年前の地層から、初めて
「海底下に潜って生活する動物の巣穴」が多数
発見され、その産出時代が、カンブリア紀以
前のエディアカラ紀であることが判明

○ 従来、このような巣穴化石はカンブリア紀以
降にしか知られていなかったが、この発見に
より、よく知られた概念である「カンブリア紀の農耕革命」が、それ以前
のエディアカラ紀に始まっていたことが証明された

○ 巣穴を形成したと考えられる左右相称動物が、エディアカラ紀に存在した
強い証拠が得られた　

○ 次世代シークエンスを応用した病原
微生物診断法を開発し、血液培養に
より病原細菌が判明している血流感
染症と同じ細菌の遺伝子を検出でき
た。2例では、発症前の血液検体か
ら病原細菌の遺伝子を検出した

○ 原因微生物が不明の23例中、3例で病原微生物を新たに特定した（細菌2
例、ウイルス1例）

○ 次世代シークエンスは、網羅的な病原微生物診断法として有用な手法で
ある

○ 南極アイスコアの同位体分析によ
り、過去72万年間の南極と南大洋
の温度変動を復元

○ 二酸化炭素濃度と南極の気温変動に
ずれがある一因が日射量の変動であ
ることを示した

○ 南極の気温の自転軸傾斜角の変化に対する同調性が40万年周期で変動す
ることを発見

大学院工学研究科　波多野学准教授　石原一彰教授 大学院医学系研究科
　小川晃一郎客員研究員　須賀英隆講師　有馬 寛教授

博物館　大路樹生教授
大学院環境学研究科　矢田圭吾元大学院生

大学院医学系研究科　伊藤嘉規准教授　堀場千尋大学院生
医学部附属病院　川田潤一講師　奥野友介特任講師　

大学院環境学研究科　藤田耕史教授
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。

博士の多彩な能力を生かす

「勇気ある知識人」とは？
1

5

23
4
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新名誉教授の ことば

　私が名古屋大学に勤務したのは、2001年4
月から2012年3月の11年間でした。着任当時、
私の所属した法学研究科では、04年に新設する
法科大学院の準備に余念がなく、また、設立以
降もその運営に多くの時間を費やす日々でした。
個人的には、この間法科大学院形成支援経費に
よるプログラムの責任者として全国規模のコン

ソーシアムを形成し、国内外を忙しく駆け回る日々が続きました。08
年以降は、所属を同じ研究科内の総合法政専攻に移し、09年から2年
間は副研究科長・専攻長を務めさせていただきました。思い起こせば、
常に忙しい日々でしたが、充実した活気に溢れた日々でもありました。
他大学に籍を移した今でも名古屋大学の自由闊達な雰囲気は懐かしく思
います。今回、名誉教授の称号を賜り、その栄誉に恥じぬよう、今後も
研究教育に専心致します。

名古屋大学での思い出
菅原　郁夫　大学院法学研究科

　「人間は思考し、表現します。それを媒介する
のが言語です。思考、表現は人間の知の根源的
営みであり、これに関する知識は大学人が備え
るべき教養の重要な柱の一つです…」こんなふ
うに最後のシラバスを書きました。前任校と併
せて38年近く第二外国語としてのドイツ語を教
えながら、限られた時間の中で新しい外国語を

学ぶ意義を考え続け、到達したひとつの結論です。
　「ツールとしての〇語」とか「読む・書く・聞く・話すの4技能の向上」
などの言い方をよく耳にしますが、そのようなテクニックの習得に重き
を置くのではなく、言語の構造を知り、それがどのように機能して表現
を産み出すかがわかるようになる教育が肝要と考えます。
　人間への深いまなざしと、高度な専門知識を兼ね備えた人材を名古屋
大学がこれからも世に送り出してくれることを心から願っています。

最後のシラバス
成田　克史　大学院人文学研究科

　名古屋大学には、1999年4月から2010年
3月まで在職し、現在は同志社大学グローバ
ル・スタディーズ研究科で研究・教育活動を
続けています。11年間という短い期間でした
が、2004年から独法化の最初の2年間研究科
長の職に就き、平野（元）総長の強いリーダー
シップのもと、大学が新たに飛躍していく現場

を肌で感じました。科長就任当初は45歳で経験もなく不安でしたが、
2004年から2010年にかけ2つの競争的資金による大学院の教育プロ
グラム改革に関わり、多くを学びました。これもすばらしい同僚、事務
職員並びに幹部管理職の方々に恵まれたおかげです。専門の中東現代政
治については、2回の名大サロンでの講演の際、みなさまと自由な議論
ができたことが研究上大きな刺激となりました。将来、名大に少しでも
恩返しする機会があればと思っています。

名古屋大学での充実した日々
中西　久枝　大学院国際開発研究科

　早期に名古屋を離れたため、名誉教授の称号
を頂く最も若輩な一人になったと思います。申
し訳ないと感じるとともに、人生の礎を築く場
となった名古屋大学に感謝する意を今更ながら
に強くしています。私が勤務した情報（科）学研
究科・情報（文化）学部の教員組織は、「情報」
に関わる様々な分野の研究者から構成されてい

ます。私の専門の確率論は、情報科学だけでなく、物理学、工学、経済
学など他分野と関連するところに重要な問題が多いので、この職場は本
当に有り難いものでした。何かを学習するにはパイオニアかその直接の
関係者に聞くことが一番と言います。他分野のことを知るには、優秀な
研究者の話を聞くのが良いと思います。自分の専門から離れたことに
ついて日常的に会話ができる場にいたことを大変幸福に感じています。
これまでご支援くださった皆様に心より感謝申し上げます。

名古屋大学に感謝
松本　裕行　大学院情報学研究科

　大学院入学から、文学部助手、言語文化部、
そして国際言語文化研究科時代を名古屋大学で
過ごさせていただきました。恩師の先生、先輩、
同僚、事務の方々に感謝の気持ちで一杯です。
私はロシア・ソヴィエト言語類型論とバルト・
スラヴ語比較歴史アクセント論の2本柱をたて
て研究をやってきました。前者の研究に関して

は、アブハズ語をフィールド調査し辞書と文法を出版しました。ロシア
語についても著名なスラヴ学者のロシア語文法を翻訳し、これに詳細な
註を付けて出版しました。後者の研究としては、ソシュールの「リトア
ニア語のアクセント研究」を歴史言語学会のモノグラフである『ソシュー
ルと歴史言語学』の中に入れさせていただきました。名古屋大学の学問
に対する自由な学風のなかで、好きな研究を行うことができたのは本当
に幸せなことであったと考えています。

名古屋大学での研究を振り返って
柳沢　民雄　大学院人文学研究科

　名大へ赴任してから概ね27年になる。目前
に迫った教養部の改組が招聘された理由であっ
たが、人間情報学研究科や情報文化学部の設置
に留まらず、その後も環境学研究科の設置、法
人化への対応、G30などの業務が続き、最後
には情報文化学部の廃止を遂行して名大を去る
こととなった。在任期間の前半は本山駅から坂

を登り、北部生協から中央図書館の横を抜けて研究室へ通っていたが、
2004年に名古屋大学駅ができ、朝夕はグリーンベルトを歩くのが日課
になった。季節ごとの野鳥や植物の変化を楽しみ、心が安らぐことも多
かった。そんな話を赴任当時の元教え子にすると「先生もそんな歳に
なったということですね。」と一笑に付されたが……。4月からは星ヶ
丘の洒落たショッピングモールと、その先の桜の園が通勤経路となる。
毎春の桜を楽しむこととしよう。

グリーンベルトから桜の園へ
黒田　達朗　大学院環境学研究科

（原文のまま掲載しています）
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新
任
役
員
及
び
部
局
長
等
の
紹
介

理事（総務・人事労務・環境安全・事務総括・ 
総合調整）・事務局長

上月 正博
こうづき　まさひろ

副理事（国際機構担当）

中東 正文
なかひがし　まさふみ

専門分野：商法

大学院経済学研究科長・経済学部長

福澤 直樹
ふくざわ　なおき

専門分野：西洋経済史

大学院国際開発研究科長

山形 英郎
やまがた　ひでお

専門分野：国際法学

高等教育研究センター長

齋藤 文俊
さいとう　ふみとし

専門分野：日本語学

ナショナルコンポジットセンター長

荒井 政大
あらい　まさひろ

専門分野：構造力学、材料力学、先進複合材料

財務部長

藤田 常
ふじた　ひさし

情報連携統括本部情報推進部長（兼務）

木下 聡
きのした　さとる

情報学部・情報学研究科事務長

浅野 国裕
あさの　くにひろ

環境学研究科事務長

澤村 明都
さわむら　あきと

副総長（組織改革・学術情報基盤担当）

藤巻 朗
ふじまき　あきら

専門分野： 電子工学、超伝導デバイス工学、 
通信・ネットワーク工学

大学院法学研究科長・法学部長

鈴木 將文
すずき　まさぶみ

専門分野：知的財産法

大学院工学研究科長・工学部長

水谷 法美
みずたに　のりみ

専門分野：土木工学（海岸・海洋工学）

未来材料・システム研究所長

岩田 聡
いわた　さとし

専門分野： ナノマグネティックス、 
スピンエレクトロニクス

法政国際教育協力研究センター長

國分 典子
こくぶん　のりこ

専門分野：韓国法・アジア法

素粒子宇宙起源研究機構長

小林 誠
こばやし　まこと

専門分野：素粒子論

教育推進部教育監

河合 泰和
かわい　やすかず

文系事務部長

松岡 真一郎
まつおか　しんいちろう

農学部・生命農学研究科事務長

樋田 浩和
といだ　ひろかず
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他の表敬訪問、学術交流協定、研修はホームページをご覧ください。 名大トピックス300 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no300.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　イスティチョアイア・ブドゥラ駐日EU大使が来学され、
EU諸国との連携について理事・副総長、研究者と意見交換
を行いました。その後、「Update on the EU – Challenges 
and Priorities」と題した特別講演会が開催され、学生も多
く聴講し大変盛況に終わりました。

来訪日：平成30年2月14日

　本学、岐阜大学、三重大学、愛知教育大学を中心とした全
10機関から、国際業務に従事している教職員を対象に、ワー
クショップを開催しました。国立大学改革強化推進補助金に
よる事業が今年度末を持って終了することもあり、本補助金
事業による成果を共有し、大学の更なる国際化につなげるこ
とを目的としたものです。

実施日：平成30年2月14日

　ノースカロライナ大学チャペルヒル校は、1789年に開校した全米最古の公立大
学であり、2018年のTimes大学ランキングで56位にランクされる米国有数の州
立大学です。1989年より医学部間の学術交流協定・学生交流協定がありましたが、
ノースカロライナ州に2007年に設立された非営利法人名古屋大学テクノロジー・
パートナーシップ（NU Tech）を通じ、幅広い分野で、研究協力や大学院生の交
流等、同校との連携を深めてきました。このたび、先方の College of Arts and 
Sciences （教養学部）と本学全学レベルでの学生交流協定を締結し、両大学間の学
部生レベルの交流を促進し、本学学部生の派遣、同校の学生の受け入れなど、一層
の国際化を目指します。

締結日：平成30年4月10日

名大を表敬訪問された方々を紹介します。

新たに締結した学術交流協定を紹介します。

構成員を対象とした研修を紹介します。

イスティチョアイア・ブドゥラ駐日EU大使が来訪

第2回職員の国際化に係るワークショップ

ノースカロライナ大学チャペルヒル校（教養学部）と大学間学術交流協定を締結

表敬訪問録遠路はるばる！

学術交流協定へのMIRAI
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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

第59回名大祭を開催

超高エネルギー宇宙線反応国際シンポジウム企画
市民向け特別講演

国際経済政策研究センター・キタン会 
第27回名古屋ビジネスセミナー

第24回博物館特別展 
「カニコレ ’18－カニのハサミは使いよう－」

6月7日（木）～10日（日）
会　　場：東山キャンパス
最 寄 駅：市営地下鉄名城線名古屋大学駅（ご来場の際は公共交通機関をご利用ください）

今回のテーマは「夢路」です。さまざまな企画を用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

講演会企画
「過去、現在、そして未来へ ～大切なエネルギーを考える～」

6月10日（土）には名古屋大学の卒業生であり、NHK
解説委員である水野倫之氏をお呼びし、エネルギー
問題について講演していただきます。名大祭で、生
活に身近なエネルギーについて考えてみませんか。

講　師：NHK 解説委員　水野倫之 氏
日　時：6月10日（土）13：00～14：45
場　所：IB 電子情報館　大講義室

5月23日（水）
場　　所：理学南館1階
　　　　　坂田・平田ホール
時　　間：17：00～18：30
講演題目： 「光では見えない宇宙を探る」
講 演 者：梶田隆章氏
　　　　　（東京大学宇宙線研究所長）
定　　員：300名
対　　象：高校生以上、一般
参 加 費：無料

6月8日（金）
場　　所： 日本経済新聞社名古屋支社

3階日経栄カンファレンス
ルーム（名古屋市中区）

時　　間：18：30～20：00
講演題目： 「東海地方の経済情勢と 

金融面の諸課題」
講 演 者： 寺田達史氏（東海財務局長）
定　　員：100名
対　　象：一般
参加費：無料

5月29日（火）～10月20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
　　　　　および8月11日～14日
　　　　　6月10日臨時開館
入 場 料：無料

［問い合わせ先］ 名古屋大学学生会館第七集会室 名大祭実行委員会　052-789-5178
 e-mail：mail@meidaisai.com　URL：http://meidaisai.com

［問い合わせ先］ 
宇宙地球環境研究所　教授　伊藤好孝　052-789-4319

［問い合わせ先］
経済学研究科　附属国際経済政策研究センター　052-789-4945

［問い合わせ先］ 博物館事務室　052-789-5767

2018年5月15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.300 2018年5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
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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 教育70周年 博物館

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▶︎

愛知医学校の甲種医学校認可と四医学士
　今年3月、名古屋大学は文部科学大臣から「指定国
立大学法人」に指定されました。名大史において、こ
うした国の指定や認可の歴史をたどっていくと、その
最初の重要な画期となったのは、愛知医学校（医学部
の前身）が「甲種医学校」として認可されたことです。
　1882（明治15）年5月、文部省は「医学校通則」を定
めました。この頃、全国で医学校が盛んに設立されま
したが、学校によってその内実にばらつきが大きく、
文部省はこれを統一しようとしたのです。
　医学校通則は、医学校を甲種と乙種に区分しまし
た。甲種は修業4年以上で、通常の医学を教授し医師
を養成する学校とされ、乙種は修業3年で、簡易の医
学を教授し医師を速成する学校とされました。また、
甲種医学校の卒業生には、無試験で医師の開業免状が
与えられました。
　甲種の認可には厳しい条件が付せられました。それ
は、東京大学医学部を卒業して「医学士」の学位を取

得した者を、3名以上教諭とすることです（乙種は1
名以上）。東京大学は1877年に設置されたばかりであ
り、この条件を満たすのはかなり難しいことでした。
　しかし、すでに愛知医学校は、お雇い外国人に頼
らない医学校をめざし、鈴

すず
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き

孝
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（同年11月）、
小
お
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開
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治
じ

（82年6月）の4名の医学士を一等教諭とし
て迎えており、その他の点でも認可水準を大きく超え
ていたため、問題なく1883年1月に認可を受けること
ができたのです。この4名の月給は120円と、当時の
後藤新平校長の90円を大きく上回っていました。
　もちろん、これだけでその後の発展が約束されたわ
けではなく、この頃に甲種となった20以上の公立医
学校のうち、現在も後身の学校が残っているのは、愛
知医学校、大阪医学校（現大阪大学医学部）、京都府
医学校（現京都府立医科大学）の3校のみです。

鈴木孝之助（1854－1945）
愛知県出身。専門は呼吸器科。
1883年 1 月に後藤新平の後任とし
て愛知医学校長となるが、同年10
月に海軍省に入る。のちに海軍軍
医の最高位である海軍軍医総監と
なった。

奈良坂源一郎（1854－1934）
宮城県出身。専門は解剖学。1921
年まで愛知医学校、愛知県立医学
専門学校等で教鞭を取り、盟友で
ある熊谷校長を支えた。博物学の
分野でも大きな足跡を残した。

熊谷幸之輔（1857－1923）
秋田県出身。専門は外科。1883年
10月に鈴木孝之助の後任として愛
知医学校長となる。以後1916年ま
で、愛知医学校及びその後身の愛
知県立医学専門学校等の校長を務
めた。

小倉開治（1855－1908）
福井県出身。専門は眼科。名大医
学部眼科教室の創始者とされる。
熊谷校長が不在の際はその代理を
務めたという。1895年に愛知医学
校を退職し、名古屋市内に眼科の
病院を開いた。
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