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クローズアップ Meidai Sai
第59回名大祭「夢路」を開催

　第59回名大祭を6月7日（木）午後から6月10日（日）までの4日間、東山キャンパスで開催しました。
今年度のテーマは「夢路」、夢に向かって行動することで生まれるエネルギーを来場者の方々に感じてい
ただき、日々の活力としてもらいたいという思いが込められています。

　本祭に先駆けて、5月27日（日）にプレ企画として「仮
装行列企画」を白川公園・栄周辺で行いました。参加し
た学部1年生は、クラスごとに思い思いの仮装に身を包
み、楽しげに栄の道路を練り歩きました。その後、白川
公園で簡単なミニゲームを行い、クラスや学部の枠を越
えて交流する姿が見られました。

　8日（金）の夜には、伝統の継承
と地域交流を目的とした「盆踊
り企画」を行いました。あいに
くの雨のため、豊田講堂内での
開催となりましたが、地域の方々
や子どもなど、たくさんの方に
参加していただけました。縁日
ブースで楽しく遊んだり、元気
に盆踊りをする子どもたちが印
象的でした。

　本祭初日である7日（木）には、第2グリーンベルトで
「オープニング企画」がありました。授業が終わった学
生や、昼食を食べながら参加する学生など、非常に多く
の人がステージ前に集まりました。今年は晴天にも恵ま
れ、青空へ飛んでいく色とりどりの風船は非常にきれい
なものでした。
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Meidai Sai
第59回名大祭「夢路」を開催

　この他にも、非常に多くのサークル・団体が名大祭に参加し
ました。ステージでのライブや、教室での企画、模擬店の出店
などは名大祭には欠かせないものです。こうした数多くのサー
クル発表が名大祭の魅力であり、今年度も多くのサークルが参
加しました。夢から覚めた後も、名大祭が楽しかったことをど
うか忘れないでいただきたいと願っています。

　9日（土）には昨年から復活した「学術総合企画」を第1体育館で行いました。
楽しみながら学びに触れることを目的としている企画で、万華鏡や紙飛行機作り
を通じて、ものの仕組みを学べるブースが4種類ありました。楽しそうにもの作
りに取り組みながら、その仕組みを知って感心する来場者で溢れていました。

　10日（日）には、「学術講演会企画」として、NHK解
説員である水野倫之氏が、自身の経験やエネルギー問題
について講演されました。学生だけではなく、一般の方
も参加し、参加者は皆、非常に熱心に水野氏の話を聞い
ていました。

　休日になると、平日とは様相がが
らりと変わり、学生だけではなく一
般の方も多数来場され、名大祭はよ
り一層活気づきました。メインスト
リートには、模擬店やフリーマーケッ
トが出店し、人の往来が多くなりま
した。そのほかにも豊田講堂前庭で
は縁日企画が始まり、子どもたちが
楽しく射的やヨーヨー釣りをする姿
が見られました。

3NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.302



Q &A
先生に一問一答

すずき　まさぶみ
1981年東京大学法学部卒業。1986年ハーバード・ロー・スクール修了。
法学修士（LL.M.）、ニューヨーク州弁護士。1981年通商産業省（当時）入省、
司法修習生、ブルッキングス研究所Visiting Fellow、経済産業省知的財産
政策室長、同省公正貿易推進室長等を経て、2002年から名古屋大学大学
院法学研究科教授。2018年から同研究科長。趣味は、音楽（歩きながら
歌う癖があり、家族に呆れられている）、旅行。著書として、“Preventive 
Instruments of Social Governance”（共編、Mohr Siebeck）、『商標
法コンメンタール』（共編、レクシスネクシス・ジャパン）などがある。

これはゲーテの言葉で、大学生時代に、手塚富雄「い
きいきと生きよ」（講談社新書。今は絶版のようです
が、電子書籍版が入手可能）という本の中で出会って
以来、怠惰な自分を鼓舞するために、いつも念頭に置
いています。研究者になってからも、空理空論ではな
く、現実の制度や運用に影響を与えられる研究を目指
すという私の心構えの背景に、この言葉があるように
思います。もっとも、ゲーテは、この言葉の前に「何
事も延期するな」と言っているのですが、こちらはな
かなか守れていないです。

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？

知的財産法の研究です。大きく分けて二つの柱があり、一
つは、日本の知的財産法、特に産業財産権法とよばれる分
野（特許法、商標法など）の研究、もう一つは、国際知的
財産制度についての研究です。現在、特に注力しているの
は、後者のうち「複数国間の共通的知的財産制度及び関連
法制度」というテーマの研究です。これは、複数国が共有
する特許制度を構想するとともに、関連する諸制度を構築
する可能性を検討するという共同研究で、科研費補助金

（基盤A）をいただいて昨年度から開始しました。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

将来、日本が特にアジア圏または環太平洋地域の国々との
関係を一層深めたときに、国単位の諸制度を複数国間で共
通化することが課題となると予想されます。特許などの知
的財産制度は、現在、国単位で成立していますが、とりわ
け共通化の必要性と実現可能性が高い制度であるといえま
す。なぜなら、保護対象が無体物で、特定の場所との結び
付きがないため、そして国際条約による制度調和が比較的
進んでいるためです。私たちの研究では、このような将来
見通しの下、日本がリーダーシップをとって、複数国間で
共有する特許制度のアイデアを提示できるように、基礎作
業に取り組んでいます。

Ⓠ
A

この研究によって可能になることは？

なんじの一生は
不断の実行であれ。

MyBestWord

大
学
院
法
学
研
究
科
長

鈴
木 

將
文
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法学に興味を持ったのは、中学生時代に、弁護士
を主人公とするアメリカの小説を読んで、弁護
士って恰好いいなと思ったのがきっかけです。し
かし、大学で法学を学んだ後は、国際的な仕事を
したいと考え、行政官の途に進みました。役所で
は、新しい法制度を企画立案する仕事を特に面白
く感じました。さらに、1990年代後半、日本が
国内産業保護的な措置をとっていたためアメリカ
によってWTO※へ訴えられ、その際、日本政府
側の責任者の一人として、それらの事件（複数）
を担当しました。アメリカの役人（元は弁護士）
を相手にした国際法廷闘争に、寝食を忘れるほど
熱中して取り組み、つくづく自分は条約や法律に
関する仕事が好きだなと自覚しました。その後、
知的財産法という大変魅力的な分野を担当するこ
ととなり、この分野を深く探求したいと思ってい
たところに、名古屋大学から、初めは非常勤講師
として、その後、教員として声をかけていただき、
研究者の途を歩むことになりました。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

Ⓠ
一つは、難しい問題に対して理屈が通り、しかも、
社会にとって望ましい効果がもたらされる結論を
見出した時。もう一つは、問題意識を共有する他
の研究者と様々なことを語り合う時。最近は、外
国の友人たちとの研究会とその後の食事会（ワイ
ン付き）を至福の時間と感じることも多いです。

A
研究が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？

研究をしていて、くじけそうになるという感覚は
ありません。研究は、結局のところ、自分自身で
調べ、考え、判断することができるからです。研
究成果が思わしくない場合は、自分の責任だから
と、諦めがつきます。研究者になる前の仕事では、
組織の論理や上司の意見などと自分の考えが食い
違って前に進めず、空しさを感じる経験が何度も
ありました。それと比較すると、研究は何と自由
な活動だろうかといつも感じています。

Ⓠ
A

くじけそうになったときは？

大学を卒業して就職したのは、“通常残業省”と
揶揄される“通商産業省”でした。今でいう「ブ
ラック」な職場で、ほとんど毎日深夜すぎまで残
業していました。夕方に仕事がふってきて、締切
は翌朝というのが日常茶飯事。そのような仕事の
仕方を決して他人に強いてはいけないと思います
が、私自身は、頑張れば何とかなるという気持ち
が染みついてしまい、今も、仕事を頼まれると安
請け合いしてしまうところがあります。

Ⓠ
A

今だから言える、ここだけの話を聞かせてください

将来にわたって長く参照してもらえる著作を残し
たいですね。それから、大学院生として指導した
研究者が世界中にいるので、彼らとの共同プロ
ジェクトを何か企画できればと思っています。

Ⓠ
A

今後の目標は？意気込みも含めてお願いします

今年4月に開催した国際会議の折に、アジアや欧州の研究仲間と

※WTO：世界貿易機関
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渡辺理事が「日中大学フェア＆フォーラム」に出席

社会起業を学ぶセミナーを開催

「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」第2回公開シンポジウムを開催

　5月12日、13日の両日、中国広州市
において、日中両国の大学相互の情報
交換と交流を促進する目的で開催され
た「日中大学フェア＆フォーラム in 
China 2018」に、渡辺理事が出席しま
した。今回は、両国合わせて約200の
大学及び企業が参加しました。12日
に行われた「日中大学学長個別会談・
日中交流会」では、約10の中国の大
学の学長や国際交流担当者などと会談
しました。別の会場では、日本への留

学希望者向けの説明会が同時に行わ
れ、本学のブースには約20名の来訪
がありました。13日の「ナンバーワ
ンを目指す学科構築について」をテー
マとする分科会では、渡辺理事がパネ
リストとして登壇し、本学のビジョン
や実績などについて発表しました。今
回のフェアを通じて中国の大学との交
流が進展し、多くの優秀な学生が本学
へ留学するきっかけとなることが期待
されます。

　社会起業を学ぶセミナーを、NIC
の大会議室において開催しました。
東海地区の起業家育成プログラム、

「Tongaliプロジェクト」のイベントの
一つで、今後、社会起業家を目指す方
を支援するにあたり、現在、主に海外
で活躍されている社会起業家である2
名が説明されました。
　生い立ちや学生時代のエピソード、
企業での経験談、なぜ、現在の活動を
されているかにも触れ、日々のちょっ

としたきっかけがビジネスに繋がるこ
とや、人との繋がりの大切さなどを生
き生きと語っていただきました。参加
者からは多くの質問があり、それに対
しても誠実に答えられました。
　今後、夏季休暇期間中にインドネ
シアで一週間のソーシャルアントレ
プレナーシップ実践研修が予定され
ており、このセミナーをきっかけに、
Tongaliプロジェクトでも少しずつ社
会起業家の芽を育んでいきます。

　文部科学省主催の第2回公開シンポ
ジウム「省エネルギー社会の実現に資
する次世代半導体研究開発－青から
パワーへ　離陸する革新的省エネ技
術－」が、学術総合センター一橋講堂
において開催され、約300名が参加し
ました。
　平成28年度に始まった本事業では、
窒化ガリウム（GaN）材料を用いてパ
ワーデバイスの省エネルギー化を目指
す研究開発を進めています。今回のシ

ンポジウムでは、天野　浩未来材料・
システム研究所教授をはじめとする各
領域代表者が、これまでの成果や今後
の計画内容、達成目標などを発表しま
した。その後のパネルディスカッショ
ン「GaNが作る未来社会」では、安心・
安全な社会の実現、目的意識を共有し
た産学官連携の必要性などについて意
見交換がなされ、盛会のうちに終了し
ました。

渡辺理事による本学の取り組みの紹介

社会起業家のセミナー

パネルディスカッション
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2018産総研・名大 GaN-OIL シンポジウムを開催

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を開催

Tongali ビジネスプランコンテスト2018を開催

　2018産総研・名大 GaN-OILシンポ
ジウムを、国立研究開発法人産業技
術総合研究所との共催で、ES総合館
ESホールにおいて開催しました。産
総研・名大 窒化物半導体先進デバイ
スオープンイノベーションラボラトリ

（通称：産総研・名大 GaN-OIL）では、
本学の窒化物半導体（GaN）に関する
結晶成長技術などの基礎研究と産総研
のプロセス技術、デバイス技術などの
目的基礎研究・応用技術開発を融合し、

連携して研究開発を行うことで、産業
界への技術の「橋渡し」を推進してい
ます。本シンポジウムでは、産総研・
名大 GaN-OILにおける研究成果や取
り組みを広く社会に紹介することを目
的として、全体概要説明のほか、2件
の特別講演と4件の研究講演を行いま
した。当日は約200名の参加があり、
盛況のうちに終了しました。

　2015年ノーベル物理学賞を受賞さ
れた梶田隆章東京大学宇宙線研究所所
長による講演会「光では見えない宇宙
を探る」を、理学南館坂田・平田ホー
ルにおいて開催しました。この講演会
は、5月21日から25日に野依記念学
術交流館で開催された「第20回超高
エネルギー宇宙線の反応に関する国際
シンポジウム」の一環で行われたもの
で、平日の開催にも関わらず、会場に
は250名超の聴衆が集まりました。

　講演では、超新星爆発からのニュー
トリノの観測や、高エネルギー宇宙線
やガンマ線による宇宙観測、先ごろ初
めて観測された重力波の話題、自身
が率いる日本の重力波天文台KAGRA
の話題など、宇宙線による多彩な宇宙
観測が紹介されました。講演会後の質
疑応答では、会場から多くの質問が寄
せられ、梶田所長とのコミュニーケ
ションを楽しんでいました。

　中京テレビ本社において、Tongali
ビジネスプランコンテスト2018を開
催しました。「Tongaliプロジェクト」
のイベントの一つで、2回目の開催と
なります。主に東海地区の学部学生・
大学院生・ポスドクを対象とし、ビジ
ネスシーズ・アイデアをもとに起業す
るプランを出し合うコンテストです。
24チームから応募があり、書類選考
を通過した14チームが審査員と聴衆
約100名の前で、ビジネスプランを披

露しました。
　審査の結果、6チームにTongali賞
が授与されました。Tongali 賞受賞
チームには、活動支援金最大80万円
や、メンターによるビジネスプランの
ブラッシュアップなど今後のビジネス
へのサポートが得られます。これに加
え、スポンサー企業6社とTongaliプ
ロジェクト事務局から、7つのサポー
ター賞と海外チャレンジ賞が授与され
ました。

シンポジウムの様子

梶田所長による一般講演会

参加者全員での集合写真

■未来材料・システム研究所

■宇宙地球環境研究所
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第57回地球教室「愛知県の石　ピッチストーンってどんな石？」を開催

全学同窓会遠州会第12回総会・第23回同窓会懇親会を開催

第1回エネルギーシステムシンポジウムを開催

　5月26日、27日の両日、名古屋市科
学館・愛知大学との連携事業である第
57回地球教室を実施しました。
　今回の参加者は小学4年生から一般
の22名でした。1日目は博物館におい
て、ピッチストーン（松脂岩）の観
察や火山との関わりについての講義、
ピッチストーンのでき方を理解する実
験及び火山ガラスから石器を作る体験
がありました。2日目はピッチストー
ンがある鳳来寺山に出向き、様々な火

山岩を見学したほか、山麓を流れる河
原でピッチストーン採集を行いまし
た。事前学習で岩石を見る目を養った
参加者は、主体的に観察や採集を行っ
た後、鳳来寺山山頂の鏡岩までハイキ
ングし、巨大なピッチストーンをもた
らした古代の火山活動についての解説
を聞きました。

　全学同窓会遠州会第12回総会・第
23回同窓会懇親会を、浜松市内のホ
テルにおいて開催しました。来賓と
して松尾総長と伊藤義人全学同窓会
副会長、和田壽弘同代表幹事を迎え、
会員70名が出席しました。総会では
南方　陽遠州会会長のあいさつの後、
平成28年度、29年度の事業報告、会
計報告・会計監査報告及び役員改選の
審議を行いました。引き続き、松尾総
長から「名古屋大学の現在と未来 NU 

MIRAI 2020とNU-PRACTISS」をテー
マとして、研究、国際化、指定国立大
学法人指定等、昨年から今年にかけて
の1年の動きや本学を取り巻く課題に
ついて講演しました。また、伊藤副会
長からは名古屋大学同窓会サミットに
ついて、和田代表幹事からは全学同窓
会の活動についての話がありました。
総会終了後の懇親会は、大久保忠訓遠
州会名誉会長の乾杯の発声で始まり、
和やかな会となりました。

　第1回エネルギーシステムシンポジ
ウム「電力システムと再生可能エネル
ギーの融合に向けて」を、ES総合館
ESホールにおいて開催しました。第7
期エネルギーシステム寄附研究部門に
よる初の企画であり、その活動方針に
も合致した内容となりました。基調講
演では、髙村ゆかり環境学研究科教授
が「パリ協定と変わるパリ協定後の世
界」と題して、温暖化対策としての国
内外の再生可能エネルギーを取り巻く

状況の急速な変化を話しました。続い
て、再エネ大量導入の需給運用への影
響と蓄電池の適用事例、電力システム
や機器高効率化に絶縁材料技術が果た
す役割、再エネ大量導入に対して今後
の電力システムに適用される情報通信
技術への期待や実現に向けた課題が紹
介されました。聴講者は173名に及び、
活発な意見交換も行われ、盛況のうち
に終わりました。

ピッチストーンがある鳳来寺山で露頭見学を行う参加者

上：集合写真（S51卒以前）
下：集合写真（S52卒以降）

会場内の様子

■博物館

■未来材料・システム研究所
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Meidai News

第42回国立大学アイソトープ総合センター長会議を開催 ■アイソトープ総合センター

学術奨励賞授与式を挙行

キャンパスコンサート2018を開催

　アイソトープ総合センターは、6月
6日、7日の両日、野依記念学術交流
館において、第42回国立大学アイソ
トープ総合センター長会議を開催しま
した。本会議は、全国21大学のセン
ターが輪番で開催しており、今年度
は、新RI実験棟の紹介も兼ねて本学
で開催しました。各大学から、セン

ター長、専任教員、事務担当者約70
名が出席し、濵﨑拓郎文部科学省学術
機関課研究支援係長の講演、原子力規
制庁の担当者からの講演2件と各セン
ターの現状と課題に関する報告を傾聴
しました。その後、センター群の拠点
化に向けた取り組みについて意見交換
を行いました。

　平成30年度名古屋大学学術奨励賞
授与式を、豊田講堂第1会議室におい
て挙行しました。本賞は、本学の大学
院博士後期課程に在籍する特に優秀か
つ将来有望な学生に対して、その教育
研究活動の奨励を目的としたものであ
り、平成23年度に創設された顕彰制
度です。受賞者には、総長から表彰状

及び副賞として学業奨励金50万円が
授与されました。
　受賞者は以下のとおりです。

【理学研究科】永井隆之、木全祐資、
　　　　　　　小野田浩宜

【工学研究科】皇甫度均、小田切公秀
【多元数理科学研究科】小見山尚、鈴木雄太
【生命農学研究科】萩尾華子、本山賢人

　本学と愛知県立芸術大学の共催によ
るキャンパスコンサート2018 ケヴィン・
ケナー ピアノリサイタルを、豊田講
堂において開催しました。
　当日は、開場前から長蛇の列ができ
るほどの盛況ぶりで、1,000名を超え
る方が来場しました。
　前半はショパン、後半はパデレフス

キの楽曲が情感たっぷりに披露され、
繊細で美しい音色と崇高な響き、色彩
豊かな表現に観客は深く魅了された様
子でした。鳴り止まないほどの満場の
大喝采に応えてのアンコールでは、さ
らに2曲が演奏され、場内の熱気が最
高潮のうちに幕を閉じました。
　次回も是非、お越しください。

7
6

11
6

13
6

濵﨑係長の講演

学術奨励賞授与式

ケヴィン・ケナー氏によるピアノ演奏

　名古屋市の栄町商店街振興組合主催の「ノーベル賞受賞者手形モニュメント除幕式」が、

4月19日、名古屋栄東急REIホテルにおいて開催され、天野　浩未来材料・システム研

究所教授が招待されました。今回は天野教授のほか、赤﨑　勇、下村　脩両特別教授のモ

ニュメントが広小路通沿いに完成し、そのお披露目となりました。

　手形は子どもが触れられるよう、あえて低い位置に置かれ、手を重ねることで未来への

夢と希望を抱いて欲しいとの思いが込められており、除幕式には地元の幼稚園児が招待さ

れ、天野教授や来賓の河村たかし名古屋市長とともに笑顔で写真に収まる様子がみられま

した。

ノーベル賞受賞者手形モニュメント除幕式ブレイクタイム
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学生の元気

フォーミュラチームFEM
中野　匠望（なかの たくみ）さん　工学部4年物理工学科材料工学コース

車両セットアップ中 3月半ばに行った今年度車両のシェイクダウン、 
毎年春休みに車両を製作しています

外装パーツも5月に完成し、総合優勝に向けて 
走行を重ねています

ークル活動紹介サ

EV参戦へ
　私たちフォーミュラチームFEMは、年に1
回開かれる全日本学生フォーミュラ大会での総
合優勝を目標に、1台のフォーミュラカーを設
計・製作しています。2014年には総合優勝す
るなど2016年までICV（エンジン車両）の開
発を中心に行っていましたが、2017年から本
格的にEV車両の開発を始めました。EV挑戦
に踏み切ったきっかけは、2015年に目の当た
りにした欧米強豪チームの活躍でした。それか
ら私たちは海外チームを強く意識するようにな
り、海外のEV技術の高さを知り、自分たちも
その流れに置いていかれないようにとEV移行
を決意しました。

EV初年度
　しかし、日本のEV車両開発はまだまだ発展
途上のさなかで海外勢とは大きな差がありまし
た。EV移行を決断してから、私たちは中期的
な計画を立て、EV参戦初年度からクラス優勝

できるよう、2年にわたって準備を重ねてきま
した。そして迎えたEV参戦初年度である昨年、
EVクラス優勝・総合順位4位入賞（EV初入賞）
をはじめ、国土交通大臣賞や袋井市長賞など多
くの特別賞を受賞しました。

さらなる高みへ
　初年度からEVクラス優勝を果たすことがで
きましたが、同時に課題もたくさん見つかりま
した。今年度は特に大きな課題であった「車重」
について設計を工夫し、昨年比1割の重量減を
達成することができました。今後は走行を重ね
て車両の完成度をより高め、昨年以上の成績を
目指して活動していきます。また、来年度から
モーターを1輪につき1つ装着する4輪独立駆
動車への変更を予定しており、さらなるEV技
術の向上、そして、EV車両初の総合優勝に向
けて部員一同精一杯活動していきます。
　活動の様子はHP（http://nagoya.fem.jp/）
や ブ ロ グ（http://blog.nagoya.fem.jp/） を
ご覧ください。
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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302 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no302.html

祝 受賞

　本学からは３つの賞で計６名が受賞しました。

第70回日本化学会賞
　この賞は、化学の基礎または応用に関する貴重な研究をなし、そ
の業績が特に優秀な者に授与されるものです。

石原一彰 工学研究科教授
　　高機能酸塩基複合触媒の合理的設計
渡辺芳人 理事・副総長（物質科学国際研究センター教授）
　　金属酵素の創成と機能制御

第35回学術賞
　この賞は、化学の基礎または応用のそれぞれの分野において先導
的・開拓的な研究業績を挙げた者で、論文は少数でも優れた業績
をあげ、受賞対象となる研究に関連する論文を本会会誌又はThe 
Chemical Record に１報以上発表している者に授与されるもの
です。

浅沼浩之 工学研究科教授
　　非環状型核酸アナログによる機能性オリゴヌクレオチドの創製
伊丹健一郎 トランスフォーマティブ生命分子研究所教授
　　分子ナノカーボンの合成・機能・応用
菱川明栄 物質科学国際研究センター教授
　　強レーザー場を用いた超高速反応過程の可視化と制御

第67回進歩賞
　この賞は、工業化の可能性のある独創的な化学技術を開発し、受
賞年において満40歳に達していない者に授与されるものです。

横川大輔 トランスフォーマティブ生命分子研究所特任准教授　
　　 溶液内の化学事象の微視的理解を目指した統計力学と 

量子化学に基づく古典・量子ハイブリッド法の開発

日本化学会平成29年度各賞を 
６名が受賞

本学が第27回地球環境大賞
文部科学大臣賞を受賞

　この賞は、「産業の発展と地球環境との共生」を目指して創設さ
れたフジサンケイグループ主催の顕彰制度で、地球温暖化防止や循
環型社会の実現に寄与する新技術・新製品の開発、環境保全活動・
事業の促進等に貢献する企業、団体等を表彰するものです。

持続可能な社会を実現するための多岐にわたる活動

受賞対象となった研究テーマ

石原教授 渡辺理事

浅沼教授 伊丹教授

菱川教授 横川特任准教授
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関係する本学の教員等

世界初！生きているマウスの脳から、直接、内因性代謝物 
（メタボライト）をリアルタイムに計測する手法の開発に成功！
－恒常性を“可視化する”新技術－

わずかなリズムの違いを聞き分ける脳の 
しくみを発見♪

光速の不変性に並ぶ新原理?!
－量子もつれの新たなる理解－

古代メソアメリカ文明最古の日付が刻まれた 
石碑を新たに発見！

世界初！球状コンクリーション成因論の 
一般化に成功
－従来の概念を覆す形成速度：実験応用化に弾み－

人間の神経回路はランニング時の運動環境に 
左右されない
－深層筋から筋活動を計測する手法を応用－

○ 超微細針（鍼灸針）を用いた「探針エレクト
ロスプレーイオン化タンデム質量分析（PESI/
MS/MS）」を応用し、生きているマウスの脳
から、直接、内因性代謝物（メタボライト）
のリアルタイム計測に世界で初めて成功した

○ マウスの固定と脳内のサンプリング部位をコントロールすることが可能な
「可動型ステージ」を新たに開発したことで、生きているマウスの脳内メ
タボライトの変化を、最大3時間、リアルタイム・モニタリングすること
に成功した　等

○ ショウジョウバエの配偶行動は同種の求愛歌
と同じリズムの歌を聞くと活発になる

〇 脳内の2種類の「抑制性神経細胞」が速すぎ
るリズムの歌への応答を抑える

〇 これらの「抑制性神経細胞」は、リズム検出細胞にブレーキをかける

○ 量子もつれの強度に上限が知られているが、
その物理的な起源が知られておらず、本研究
が新たな解釈を提案している

○ 量子情報単位である量子ビットの間の対称性
を考慮することにより量子もつれの起源を解明している

○ 今後、量子情報技術の新アルゴリズム等の発展に寄与することが期待で
きる

○ エルサルバドル大統領府文化庁自然文化遺産局との
共同研究で、メソアメリカで最も早い長期暦の日付

（7バクトゥン）を持つ石碑を新たに発見した

○ 球状コンクリーションの成因について、統一的に解
き明かすことに成功した

○ そのメカニズムを簡略化した数式で一般化できた
○ これまで、数十万～数百万年はかかると考えられて

いた炭酸塩球状コンクリーションの形成速度の概念
を覆し、数ヶ月～数年程度という非常に速い速度で
成長することを示した

○ この天然のシーリングメカニズムによって、内包する生物遺骸（化石）が
半永久的に良好に保存されることを明らかにした　等

○ ランニング中の骨格筋より計測した筋活
動から未知の神経回路の存在を予測する
数学的な手法を用いて、人間の筋活動を
コントロールする神経回路（筋シナジー）
が運動環境の違いに応答して変化するのか検討した

○ 約4つの筋シナジーがランニング時の下肢筋群10筋をまとめてコントロー
ルしていることが明らかになった

○ それぞれの筋シナジーは平地と上り坂の運動環境の違いに左右されず、非
常に類似していることが明らかになった

大学院医学系研究科　財津 桂准教授　林 由美講師

大学院工学研究科　アモリン・カーシオ大学院生 大学院人文学研究科　伊藤伸幸助教

総合保健体育科学センター　秋間 広教授
大学院教育発達科学研究科　富田 彩大学院生　安藤良介大学院生

関係する本学の教員等

大学院理学研究科
　 上川内あづさ教授　山田大智大学院生　石川由希講師　
　石元広志特任講師　小橋常彦特任講師　李  大学院生

関係する本学の教員等

博物館　吉田英一教授　
大学院環境学研究科　山本鋼志教授　城野信一准教授
宇宙地球環境研究所　南 雅代准教授
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他の研究成果及び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
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ほ乳類の体内時計を調節する薬を発見！
－マウスの時差ぼけ軽減にも有効－

脳づくりを効率的に進めるための巧みな 
戦略の解明
－細胞同士の助け合いが、動くためのちからを「親」から「子」へ受け渡す－

T細胞の機能を改善する新しい人工アダプター 
分子を開発
－TCR遺伝子導入T細胞によるがん免疫療法の向上へ－

悪性中皮腫の新たな治療法に期待
－Connective tissue growth factor（CTGF）
を分子標的とした中皮腫治療－

人間活動によって放出される鉄エアロゾルが 
多面的に気候へ影響を及ぼすことを発見

糖尿病性腎臓病の進展に関わる新しい 
メカニズムを解明！
－2つのフルクトース代謝酵素の異なる役割－

○ 既存の薬を使ったドラッグリポジショニング（drug 
repositioning: 既存薬再開発）のアプローチから、
ヒトの細胞に存在する体内時計を早く動かしたり、
ゆっくり動かしたりする薬を発見することに成功
した

○ 体内時計を動かす既存薬（DHEA、若返りのサプリメント）をマウスのエ
サに混ぜて食べさせたところ、マウスの活動リズムを早回ししただけでな
く、時差ぼけも軽減することを発見した

○ 脳の細胞を産み出す神経系前駆細胞が細胞体を動か
すための、全く新しいメカニズムを発見した

○ 脳室面隣接域で母細胞が細胞分裂するとき、周囲の
細胞を押しのけ、変形させる。そして、押しのけら
れた細胞たちが元の形に戻ろうとする力を娘細胞が
受け取り、自身を脳の外側に動かす。つまり「押したら変形し、元に戻ろ
うとする」という細胞の性質（弾性）を利用する、とても合理的な仕組み
が存在することが明らかになった　等

○ 2種類の人工アダプター分子、CD3ζ/CD28
とCD3ζ/4-1BBを新しく作成し、それらを
人工T細胞活性化分子（Artificial T cell ac-
tivating adapter molecule, ATAM）と名付
けた

○ 特にCD3ζ/4-1BBを導入すると、刺激を受けたT細胞は増えやすく長生
きするようになり、がん細胞と戦う力が強くなった

○ ATAMは様々な種類のTCR-T療法と組み合わせることが可能
○ ATAMを導入したT細胞はT細胞受容体の標的認識部位が変化しないの

で、予想外の標的を攻撃せず、安全にTCR-T療法の効果を向上させる

○ 悪性中皮腫と診断された場合、その平均余命
は10ヶ月未満と非常に短く、新たな治療薬の
開発が課題となっている

○ 分泌タンパク質である connective tissue 
growth factor （CTGF）は、悪性中皮腫、膵臓癌、メラノーマ、卵巣癌、
肺線維症、糖尿病性腎症など種々の疾患の進行に関わっている

○ CTGF特異抗体であるFG-3019 （pamrevlumab） は、動物を使用した前
臨床試験で悪性中皮腫の発育を顕著に抑制した

○ 新しい測定法による黒色酸化鉄（マグネタイ
ト）の多地点観測と地球全体の大気を対象と
した数値シミュレーションにより、人間活動
によって放出される鉄（人為起源鉄）エアロ
ゾルの大気中量が、従来の見積りよりも約8倍も多いことを発見した

○ 人為起源鉄が、大気から海洋への主要な鉄供給源の1つである可能性を明
らかにした

○ 人為起源鉄が、地球システムの様々なプロセス（大気加熱・循環、海洋生
態系、炭素・水循環、雪氷融解など）を通して、地球の気候に対して重要
な役割を果たしていることが示唆される

○ 糖尿病ではポリオール経路の活性化を介して、
腎臓でのフルクトース産生が増加する。腎臓
でのKHK-Cによるフルクトース代謝は炎症・
酸化ストレス・核酸分解を介して糖尿病性腎
臓病を悪化させることが考えられる

〇 一方で、KHK-Aの欠損は、腎臓でのさらなるフルクトース代謝・炎症の
増悪・低酸素を引き起こし、より重度の尿細管障害・腎機能障害を引き起
こすことから、糖尿病性腎臓病においてKHK-Aは保護的な役割を持つこ
とが新たに解明された　等

大学院医学系研究科　篠田友靖助教　宮田卓樹教授

大学院医学系研究科　宮尾康太郎大学院生　清井 仁教授
医学部附属病院　寺倉精太郎助教

大学院医学系研究科　豊國伸哉教授　大原悠紀大学院生大学院環境学研究科　松井仁志助教

大学院医学系研究科　道家智仁客員研究員　門松健治教授　丸山彰一教授
医学部附属病院　石本卓嗣助教

関係する本学の教員等

トランスフォーマティブ生命分子研究所
　タカコ・キャサリン・タマイ研究員　吉村 崇教授　中根右介特任講師
　佐藤綾人特任准教授　須藤正樹特任准教授
大学院生命農学研究科　大川（西脇）妙子准教授
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名古屋大学発学生ベンチャー

惨事を防ぐ三次予防　「一病息災」の実現に向けて 
 株式会社PREVENT

Kodawarin ― 食のプロが届ける感動のひみつ 
 Lawin株式会社（その2）

　私たちは、大学院医学系研究科（保健学）山田純生研究室の
研究成果をもとに立ち上げたヘルステック領域のベンチャー企
業です。当研究室では、軽症脳梗塞患者を対象に「運動」や「減
塩」といったライフスタイルの改善による再発予防の効果検証
を行ってきました。意外と知られていませんが、脳梗塞は5年間
で30％という非常に再発率の高い疾患です。私たちは研究成果
として、適切なライフスタイルの確立によって再発率を約3％
にまで低下できることを発表しました。病気を抱える方が健康
づくりに活用できるサービスは、まだまだ少ない現状です。弊
社では、脳梗塞や心筋梗塞などの既往者を対象に、主治医と連
携しながら健康づくりを支援するWEBサービスを提供していま
す。一度、病気を患ったものの、だからこそ健康づくりをより
高いモチベーションで始めることで、これまでよりも健康的な
暮らしを実現していく。無病息災ではなく、「一病息災」を支援
していく企業でありたいと考えています。

　忘れられない作り手の物語があります。「同じ人参でも5日も
経てば味が違う」と、毎日、人参を食べながら旬を極める農業
者の姿。「素材の気持ちを汲み取るから料理が活きる」と、ほん
の少しの配合にも気を遣いながら試行錯誤するパティシエの姿。
その作り手の「本気」に触れたとき、なぜか涙が止まらなくな
りました。皆さんに、作り手の注ぐありったけの愛情と深みの
ある味をお届けしたい。そんな想いからKodawarin（こだわりん）
は始まります。
　東海３県をはじめとする食の現場を巡り歩き、ただひたすら

「プロ」と呼ばれる食の作り手の物語を集め、webサイトやSNS
を通して、皆さんに食の作り手の情報を配信しています。いつ
もの食がより美味しく感じられる、そんな情報をお届けできればと考えています。
　「こだわりや想いをもって食を提供しているのに、魅力をうまく伝えられない。」そんな食の作り手や小売店
の悩みを解決することにより、商品の差別化やプロモーション、商品に対する信頼性の獲得につなげることが
私たちの使命です。

羽ばた
け！

名古屋大学発ベンチャー

URL   https://prevent.co.jp/

FB   Instagram   @kodawarin　　 URL   https://kodawarin.shop

一頭買いの和牛・国産豚専門店 
「内藤精肉店」への取材

経済産業省主催ジャパンヘルスケア
ビジネスコンテスト2018にて優秀賞を受賞
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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

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」

減災館第24回特別企画展「関東大震災と愛知県 
－『人事のあえてよくする所』とは？－」

ミクロの探検隊Ⓡ  
「名古屋大学のムシを電子顕微鏡で観察しよう！ 
－雑木林のムシ」

医学部附属病院「がんゲノム医療中核拠点病院」 
指定記念講演会

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月11日～14日
入 場 料：無料

5月30日（水）～9月29日（土）
場　　所：減災館
時　　間：13：00～16：00
休 館 日：�日・月・祝日・�

第2第4火曜日
定　　員：各日約100名
対　　象：一般
入 場 料：無料

8月18日（土）
場　　所：�博物館2階実験室、展示室、

東山キャンパス
時　　間：10：00～15：30
定　　員：24名
対　　象：小学5年生以上、一般
参 加 費：50円（保険料）

7月31日（火）
場　　所：�医学部附属病院�

中央診療棟 A�3階講堂
時　　間：14：15～16：15
定　　員：300名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［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［問い合わせ先］� 医学部総務課　052-744-2228

2018年7月17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.302 2018年7月

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。

火山と生きる

近代思想史の大家、99歳の悔恨
29
6

13
6
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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▶︎

グリーンベルト ― 東山キャンパスのメインストリート ―
　豊田講堂から西へ帯状に伸びる緑豊かな一帯、いわ
ゆる「グリーンベルト」は、東山キャンパスのメイン
ストリートであり、名大祭でも最もにぎわう場所で
す。これができたのは、1960年代半ば頃のことです。
　講堂から西へメインストリートを伸ばす計画は、す
でに戦前の創立時からありました。しかし戦後、財政
難により講堂の建設は遅れ、学部等の東山への集結も
容易ではなく、計画はなかなか実現しませんでした。
　1960（昭和35）年に豊田講堂が建設され、そこから
西を望む一帯の北側には工学部や理学部の校舎が、南
側には文系学部や教養部の校舎、古川図書館などが立
ち並ぶ景観が現実のものとなっていきました。ただ当
初、このメインストリートとなるべき一帯は、ほとん
ど整備されていませんでした（写真1）。
　ようやく1963（昭和38）年度からメインストリート
に関する予算が認められるようになり、グリーンベル

トの整備が始まりました。芝生や樹木が植えられ、噴
水や現在も残る池も造られました。名大の整備計画委
員会の記録を見ると、整備前は中央広場、メインスト
リートなどと呼んでいたようです。
　名大祭のパンフレットに「グリーンベルト」という
言葉が初めて登場するのは1966年です。77年には「グ
リーン（ベルト）フェスティバル」が始まりました。
80年代に入るとアマチュアバンドコンサートが始ま
り、グリーンベルト両側の道が模擬店であふれるよう
になりました。
　1981年には現在の中央図書館が建設され、グリー
ンベルトの景観が大きく変わりました。1994（平成6）
年には、現在でも名大祭で多くの行事が行われる野外
ステージが造られています。近年では、「グリーンベ
ルトを花いっぱい計画」と銘打った取り組みが行われ、
四季折り折りの彩りも見られるようになりました。

1　1962年頃の航空写真。
2　1970年のグリーンベルト。
3　�現在のグリーンベルト（2015年撮影）。
一般に、豊田講堂に隣接する芝生の区
域を第1グリーンベルト、道路を挟ん
でその西側の一帯を第2グリーンベル
ト、中央図書館裏側のグラウンドを第
3グリーンベルトと呼んでいる。

4　�第2グリーンベルトの野外ステージ
（2017年名大祭）。

2
1

4

N

3

豊田講堂

中央図書館
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