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Q &A
ふじい　そうた
現在、教育学部附属高等学校1年生。5月18日（金）に行われた
対局に勝利し、七段に昇段。

昇段して嬉しい気持ちももちろんありますが、段位に
はこだわり過ぎず、強くあることを目指していきたい
と思います。

A
Ⓠ 七段になった今の気持ちは？

将棋の新しい可能性を感じられるときです。既存の価
値観にとらわれず、常に柔軟な姿勢で将棋に向き合い
たいと思っています。

A
Ⓠ 将棋が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？

負けが続いた時は辛かったです。奨励会に通っていた
際に一度、6連敗をしてしまいました。その時は精神
的にきつかったです。プロになってからは、楽しんで
将棋をしています。

Ⓠ
A

くじけそうになったときはありますか？

29連勝目の増田康宏四段（現六段）との一局です。
良くも悪くも自分らしさが出た将棋だったと思い
ます。

Ⓠ
A

今までの対局で一番記憶に残っているものは？
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Ⓠ
鉄道に乗るのが好きです。先日、林間学校があり、
八ヶ岳・諏訪に2泊3日で行ってきましたが、そ
の際は時間がなくて鉄道に乗れませんでした。

A
将棋の他に、熱中していることはありますか？

中央線で313系8000番台に乗れたときは嬉し
いです。最近だと223系の更新車が気になり
ます。

Ⓠ
A

どの鉄道が一番好きですか？
また、今一番乗りたい鉄道は？

自己分析って難しいですね（笑）将棋を指す時は
感情的にならず、冷静に局面を判断することが求
められるので極力そのように努めていますが、学
校ではもう少し明るいんですよ。

Ⓠ
A

自分の性格を言葉で表すと？

高校から新しく40名の方が入ってきたので、新
鮮です。ストレスなく、プロ棋士としての生活と
高校生活を両立できています。将棋ばかりに集中
していると、行き詰まってしまうときもあるの
で、友人と過ごすことで、うまくリフレッシュで
きています。

Ⓠ
A

高校生活はどうですか？
しっかりと実力をつけ、タイトルを目指していき
たいです。
また、将棋のことではありませんが、海外に一度
も行ったことがないので、行ってみたいです。

Ⓠ
A

今後の目標は？
意気込みも含めてお願いします

高校に行くことで視野を広げ、将棋にも良い影響
があればと考えています。

Ⓠ
A

これからの高校生活で楽しみなことは？

松尾総長に活動報告をしました

当該記事の二次利用は禁止しております。

©名古屋大学広報室
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キャンパスクローズアップ

■建設の経緯
　アイソトープ総合センターは、使用が許可されている核種
150種、利用登録者約350人を有する名古屋大学の中心とな
る放射性物質（非密封）取扱施設です。昭和41年に建設され
た平屋建ての旧館と昭和52年に建設された5階建ての新館で
構成されていましたが、経年による老朽化が進み、耐震性も劣
ることから、高機能で安全・安心な研究環境を構築するととも
に、学内のRI施設の集約・統合に対応するため、旧館をとり
こわし、新たに地上4階地下1階建てのRI実験棟を整備しま
した。

■平面・階構成
　玄関ホールの隣に放射線安全管理室を設け、管理室から1階
中央に配置された管理区域入口を見通すことができるように
し、管理・運営のしやすい平面計画としています。また、管理
区域入口や汚染検査室には、連続した窓を設けており、閉塞感
のない空間にするとともに、講義室で初心者講習を受ける者も
管理区域内の様子をうかがえるようになっています。

▲汚染検査室

外観：西側道路より
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　2階には物理・計測系実験室、3階には生命理学・農学系実
験室、4階には実習室とRI排気設備室を配置しています。ま
た、貯蔵室は各階の中央に、保管廃棄室は管理区域全体の中央
に位置する3階に設けることで、線源から管理区域境界までの
距離を最大限確保し、境界での放射線量を下げるよう配慮して
います。
　管理区域内の実験室へは、1階の管理区域入口で認証を受け
なければアクセスできない動線で、実験後には検査で汚染がな
いことが確認されなければ退出できない仕組みになっていま
す。また、人感センサーにより、給排気設備の入切が制御され、
その稼働状況をモニタに表示することで、一目で利用者の滞在
場所が把握できるようになっており、これは、緊急時の所在確
認にも役立ちます。
　また、建物内にRI排水処理設備、給排気設備を設けること
で風雨、紫外線等による劣化を防ぎ、設備の長寿命化を図りま
す。さらに、RI排水配管等の短縮と点検を容易にすることで
事故防止に努めています。

■管理システム
　RI実験棟では、RI管理システムと入退管理システム、RI在
庫管理システムを導入しています。RI管理システムは、排水・

排気の線量モニタリングを行い、外部の安全を確保し、入退管
理システムでは、管理区域内の許可されたエリアに限定して出
入りできるようセキュリティをかけるとともに、各エリアにお
ける利用人数の把握を行います。また、初心者は責任者が居な
ければ管理区域に入ることができないよう制限されています。
RI在庫管理システムでは、線源の購入、保管、使用、廃棄量
を記録し、承認貯蔵量を超えないよう管理しています。
　なお、入退管理システムとRI在庫管理システムが連動し、
許可された者のみがそのRIの貯蔵室への立ち入り可能となっ
ているため、貯蔵室のセキュリティと確実な使用記録を実現し
ています。

■周辺環境への調和
　外観は、コンクリート打ち放し仕上げ・ホワイト塗装とし、
バルコニー先端にはメタルフェンスを用い、これをランダムに
配置・分散化することで圧迫感を低減するとともに、周辺環境
との調和を図っています。また、既存樹木を活用した外構設計
とし、周辺に合わせた舗装やベンチを整備し、キャンパスマス
タープラン2016に掲げられている新たなパブリックスペース
の創出を図っています。

▲実験室

▲モニタ：滞在人数、滞在場所を表示

◀実習室

RI排水処理設備▶︎
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第27回名古屋ビジネスセミナーを開催

第2回名古屋大学同窓会サミットを開催

Tongali シンポジウムを開催

　大学院経済学研究科附属国際経済政
策研究センターは、日本経済新聞社名
古屋支社において第27回名古屋ビジ
ネスセミナーを開催しました。本セミ
ナーは経済学部同窓会であるキタン会
と共同で開催しており、今回は寺田
達史東海財務局長を講師として迎え、

「東海地方の経済情勢と金融面の諸課
題」をテーマに、約110名が参加しま
した。
　寺田局長は、全国と比較しての東海

地方の経済情勢、海外イベントと国
内経済、仮想通貨交換事業者への対
応、地域金融の課題と競争のあり方、
コーポレートガバナンス・コードの改
訂等について分かりやすく解説されま
した。
　アンケートでは「足下の状況、着目
点がよくわかった」、「旬のテーマで
あった」、「行政に携わっている講師の
話が聴けて良かった」などの意見が寄
せられました。

　第2回名古屋大学同窓会サミットを、
野依記念学術交流館において開催し、
部局等同窓会、全学同窓会、本学関係
者ら総勢44名が出席しました。各同
窓会のトップらとの情報共有と連携を
目的として昨年度初めて開催し、今回
が2回目の開催となります。
　岡田邦彦全学同窓会副会長、総長の
あいさつの後、伊藤義人全学同窓会副
会長の進行により、前回サミットでの
意見や事前アンケートの結果を踏まえ

て議論を展開するとともに、各同窓会
の財政状況や活動状況の情報共有を行
いました。
　また、総長から本学の現状につい
て、木村理事からは名古屋大学基金に
ついて説明がありました。
　会議後の交流会は、齋藤英彦全学同
窓会副会長のあいさつと乾杯の発声で
始まり、各同窓会から様々な意見や要
望が出され、活発な意見交換が行われ
ました。

　本学を中心とする東海地区5大学の
起業家育成プログラム「Tongaliプロ
ジェクト」が主催するTongaliシンポ
ジウムを、株式会社エイチーム本社
において開催し、120名以上が参加し
ました。IT企業役員兼お笑い芸人の
厚切りジェイソン氏と間下直晃株式会
社ブイキューブ代表取締役社長が基調
講演を行い、一度しかない人生でやり
たいことをやる重要性や、学生時代か
らスタートアップをする利点について

話しました。また、11名のトップレ
ベルの起業家が参加者と一緒にグルー
プに分かれ、①学生時代の起業はあり
か？②アントレプレナー？イントラプ
レナー？③スタートアップは本当に
儲かるか！、の3つのテーマについて
ディスカッションをし、活発な質疑応
答が行われました。6月末から始まっ
たTongaliスクールへの良い刺激にな
りました。

講演をする寺田局長

同窓会サミットでの活動報告

ディスカッションの様子

■大学院経済学研究科
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ホシザキ奨学金授与式及び報告会を挙行

松尾総長が全学教育科目で講義を実施

第7回減災連携研究センターシンポジウムを開催

　ホシザキ奨学金授与式を、豊田講堂
第1会議室において挙行しました。
　本奨学金は、ホシザキ株式会社の会
長ご夫妻が設立した「坂本ドネイショ
ン・ファウンデイション株式会社」か
ら寄附していただいた株式の配当金を
原資として、平成28年度に設立した
本学独自の奨学金制度です。「モノづ
くりを学ぶ将来性のある学生を支援し
たい」との寄附者のご意向を受け、給
付型奨学金として、成績が優秀かつ経

済的に困窮した学生に対して給付する
ものです。今年度から学部学生、博士
前期課程学生に加え、博士後期課程学
生も応募の対象となりました。
　本年度の奨学生は14名で、授与式
では採用通知書が授与されました。
　授与式に引き続き、昨年度の奨学生
による報告会が行われ、1年間の研究
成果を発表しました。

　松尾総長が、IB電子情報館大講義
室において、「歴史の転換点で大学の
果たす役割は何か、名古屋大学で何を
学ぶか」と題して講義を行いました。
これは全学教育科目「名大の歴史をた
どる」の中の1コマで、学部1年生の
受講生など約220名が聴講しました。
　総長は、大学の歴史から説き起こ
し、今まさに大変革期にあり、重要課
題に満ちた現在の人類社会において
大学が果たすべき役割を問いかけた上

で、これに応ずる本学の様々な取り
組みについて説明しました。中でも国
際化などキャンパスの多様性の実現は
その根幹をなすものであり、こうした
取り組みを大いに活用し、「勇気ある
知識人」として社会に貢献できるよう
勉強してほしい、と熱心に語りかけま
した。
　この講義の模様は、NUOCW（名大
の授業）のインターネットサイトで視
聴することができます。

　第7回減災連携研究センターシンポ
ジウム「濃尾平野の広大な海抜ゼロ
メートル地帯における防災・減災を考
える！」を、減災館1階減災ホールに
おいて開催しました。
　前半は辻本哲郎名誉教授による基
調講演、野田利弘同副センター長、
田代　喬同副センター長、平山修久同
センター准教授の3名による話題提供
があり、風水害、液状化、災害廃棄物
等の多様な観点から、海抜ゼロメート

ル地帯における災害リスクについて意
見を述べました。後半では、富田孝史
環境学研究科教授がコーディネータを
務め、6名のパネリストによるディス
カッションが行われ、低地帯を守るイ
ンフラの維持と強靭化の必要性、伊勢
湾台風をはじめとした過去の災害教訓
を伝えることの重要性等について共有
し、約150名の聴衆は真剣に聞き入っ
ていました。

ホシザキ奨学金授与式での記念撮影

講義をする総長

パネリストによるディスカッション

■減災連携研究センター
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第61回経営協議会を開催

寺川寿子講師第38回猿橋賞受賞記念講演会を開催

AC21国際フォーラム2018を開催

　第61回経営協議会を、ナショナル
イノベーションコンプレックス（NIC）
3階大会議室において開催しました。
　松尾総長からのあいさつの後、平
成29年度実績報告、平成29事業年度
決算、平成31年度概算要求及び大学
院生命農学研究科と西オーストラリア
大学との国際連携生命農学専攻の設置
について、総長及び各担当理事から説
明が行われ、審議の結果、了承されま
した。

　次いで、平成29年度学部卒業者・
大学院修了者等の進路状況、平成30
年度学部・大学院入学試験状況、大学
院の収容定員の充足率、外部資金の受
入状況及び名古屋大学基金について報
告が行われました。
　また、東海国立大学機構（仮称）に
ついて総長から説明があり、外部委員
の方々から、貴重なご意見が寄せられ
ました。

　野依記念学術交流館において、第
38回猿橋賞を受賞された寺川寿子環
境学研究科附属地震火山研究センター
講師（現准教授）の受賞記念講演会を
開催しました。
　猿橋賞は、自然科学の分野で顕著な
研究業績を収めた女性科学者に贈られ
る賞で、本学では、今回が4人目の受
賞です。
　当日は多くの教職員、学生等が参加
し、松尾総長及び一般財団法人女性科

学者に明るい未来をの会会長石田瑞穂
氏の祝辞に続き、寺川講師が今回の受
賞題目である「地震活動を支配する地
殻応力と間隙（かんげき）流体圧に関
する研究」について、地震が地下のど
のような力の作用で起きているか等、
地震が発生する仕組みを非常にわかり
やすく講演されました。
　その後、いくつかの質疑応答ののち
大きな拍手をもって終了となりました。

　第9回AC21国際フォーラム2018が、
7月4日から7日までの4日間、中国の
吉林大学において開催されました。
　初日の基調講演では、渡辺理事か
らAC21の概要と交流活動が紹介さ
れました。「産官学連携における国際
交流と研究」、「高等教育の改革及び
MOOCs」、「イノベーションとアント
レプレナーシップ」をテーマとしたパ
ネルディスカッションでは活発に意見
が交わされ、運営委員会及び総会で

は、来年度以降のイベントの準備状況
が報告されました。
　最後に、リ・ユアンユアン吉林大学
学長から、2020年国際フォーラム開
催校となるカセサート大学への引継式
が行われ、松尾総長が「多様性と包括
性こそが、デジタル革命時代の人類に
貢献する鍵となる」と閉会のあいさつ
をし、フォーラムは盛況のうちに幕を
閉じました。

経営協議会の様子

講演する寺川講師

AC21国際フォーラム2018（吉林大学）の集合写真

■大学院環境学研究科
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10
7 e-MoShareのオープニングイベントを開催

　名古屋大学COIと、GaNプロジェ
クトとの連携活動の一環で、広大な東
山キャンパス内の各研究施設を有機的
に繋ぐ交通手段となる電動モビリティ
共用事業e-MoShare（イーモシェア）
のオープニングイベントを、ナショ
ナルイノベーションコンプレックス

（NIC）1階Idea Stoaにおいて開催し
ました。
　この実証実験は、低炭素会を実現す
る省エネルギー研究と、モビリティ・

シェアリング及び自動運転研究に資す
ることを目的に行われます。
　当日は、天野　浩未来材料・システ
ム研究所教授が省エネルギーイノベー
ションについて、また、森川高行未来
社会創造機構教授がe-MoShare事業
の概要を紹介するとともに、コムスの
試乗会を行いました。
　今後、専門領域を越えた連携による
さらなるイノベーション創出が期待さ
れます。

e-MoShare試乗会

■未来社会創造機構

ブレイクタイム

スウェーデンを代表する大学の理工系学生とのワークショップを実施

概要パンフレット「名古屋大学プロフィール2018」等を刊行

　3月29日、スウェーデンからプロダク

ション2030の一行が本学を訪問し、工

学部・工学研究科の大学院生との学術交

流を行いました。プロダクション2030

は、ルンド大学、チャルマース工科大学、

シェーブデ大学、スウェーデン王立工科

大学、メーラルダーレン大学等、スウェー

デンを代表する大学の主に製造工学を専

攻する博士課程学生約20名からなる大学

横断的なチームです。当日は、西山聖久

工学研究科講師のコーディネートによる

ワークショップ「テンプレートを活用し

たリサーチコミュニケーション スウェー

デンからやってくる理工系の大学院生と、

共同研究のテーマを分野横断的に考え

る！！」を実施しました。ワークショップ

では、プロフィールカードや発明的問題

解決手法（TRIZ）を基に作成したテンプ

レートを活用することにより、言語や分

野を越えたスムーズなコミュニケーショ

ンを目指しました。参加した学生たちは、

研究の概要を紹介するとともに、共同研

究のアイデアを出し合い、互いの親睦を

深めました。

　概要パンフレット「名古屋大学プロフィール2018」（年1回発行）

を刊行しました。

　今年度から、役員へのインタビュー記事等が掲載されていた本体

編を廃止し、数字等のデータにより本学の取り組みを客観的に紹介

する資料編を発行しました。必要な方は、総務課広報室で入手でき

ますのでご連絡ください。

　また、高校生向け大学案内「GUIDE TO NAGOYA UNIVER-

SITY 2019」（年1回発行）も刊行しました。こちらは、入試課で

入手できますのでご連絡ください。
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学生の元気

私たちの案を実用化 ― 地元企業との連携WS
伊藤　沙也加（いとう さやか）さん　経済学部経済学科3年 担当教員　土井康裕経済学研究科准教授

企業の方とのディスカッション 採用された案の発表風景

生紹介学

　昨年12月、本学とJETROの協力で開催さ
れ た Global Business Practice Workshop

（WS）に参加しました。WSは、地元企業の国
際的な事業に関して、留学生と日本人学生が企
業の方と一緒に議論するものでした。
　私のグループは、新素材クッションを開発・
製造している株式会社シーエンジ（蒲郡市）の

「素材の新規用途」について検討しました。グ
ループメンバーは8名で、私以外は全員留学生
でした。まず、事前準備で検討した内容を企業
の方へ提案しました。しかし、担当の同社高岡
佳久さんのお話を聞き、企業や素材についての
理解が深まると、最初に自分たちが考えていた
案が非現実的であることに気づきました。
　そこで、高岡さんからもアドバイスをいただ
き、残された時間で各々の出身国での生活にお
いて素材を使える場面を考え、新用途を3つ提
案しました。その中の1つが、クッション素材
をリュックサックの背の部分へ活用するアイデ

アでした。多くの国々で、学生は毎日重い荷物
を持って学校へ通っています。この負荷から健
康被害が出ていることを知り、シーエンジの素
材を鞄のクッションとして活かせないかと考え
ました。
　検討の結果、このアイデアが採用されまし
た。まさか、私たちのアイデアが商品化される
とは思ってもいなかったので、ネットで実際に
売られているのを見た時は、本当に驚き、感動
しました。
　今回のWSでは、面白さと同時に難しさも体
感することができました。学生同士で ｢こんな
所にニーズがあるのではないか｣ と話し合い、
新しいものを作り上げることはとても新鮮で、
わくわくしました。同時に、企業にとって実現
可能な商品は、コスト、時間、交渉力など、様々
な要因により制約されているため、新用途を考
案する難しさも学ぶことができました。
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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303 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no303.html

祝 受賞

　この賞は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著
な成果を収めた者について、その功績を讃えることにより、科学技
術に携わる者の意欲の向上を図り、我が国の科学技術水準の向上に
寄与することを目的としたものです。
　本学からは科学技術賞で2名、若手科学者賞で6名が受賞しま
した。

科学技術賞

財満鎭明 理事・副総長（未来材料・システム研究所教授）
　　 Ⅳ族半導体薄膜の結晶成長および界面制御に関する包括的

研究
関　隆広 工学研究科教授
　　光配向と光駆動効果を示す高分子薄膜の研究

若手科学者賞

井上晋一郎 理学研究科講師
　　植物の青色光に対する応答の分子生物学的研究
瀬川泰知 理学研究科特任准教授
　　湾曲した芳香族炭化水素の合成と性質の研究
武内秀憲 高等研究院特任助教
　　種特異的な花粉管誘引を担う雌雄鍵分子の研究
中山智喜氏（推薦時：宇宙地球環境研究所講師　＊本学からの推薦）
　　レーザー分光法を用いた大気微小粒子の光学特性の研究
松岡　健 工学研究科講師
　　爆轟波制御技術の確立とその推進器応用に関する研究
丸山央峰 工学研究科准教授
　　光操作及び計測技術を利用した単一細胞解析に関する研究

平成30年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰受賞を8名が受賞

寺川寿子環境学研究科附属地震火山研究センター 
講師（現・准教授）が第38回猿橋賞を受賞

　この賞は、1980年から38年の歴史を誇る日本を代表する賞の1つであり、
毎年5月に、「女性科学者に明るい未来をの会」から自然科学分野で顕著な研究
業績を収めた50歳未満の女性科学者に贈られるものです。
　受賞記念講演会の様子については、本誌8ページをご覧ください。

地震活動を支配する地殻応力と間隙流体圧に関する研究

受賞対象となった研究テーマ

財満理事 関教授

井上講師 瀬川特任准教授

武内特任助教 中山前講師

松岡講師 丸山准教授
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Point

関係する本学の教員等

世界初！細菌べん毛タンパク質輸送の 
交通整理のしくみを解明
－FlhAホモログを直接ターゲットにした創薬スクリーニングが可能に－

非対称相互作用が迷路を解くカギ！？
－環境に応じた群れの形とその安定性－

活性酸素に応じた植物の成長と病害抵抗性の 
天秤の傾きを調節する「かなめ」の発見

脳の形態復元により、ネアンデルタール人のほうが 
ホモ・サピエンスより小脳が小さいことを発見
－絶滅の背景に脳の機能差が関係か？－

植物の気孔は、なぜ2つの細胞が穴を囲んだ 
構造になっているのか？
－指令遺伝子ミュートの働きから見えてきた生物の形作りの巧妙な仕組み－

空気を肥料とする農業に向け大きく前進！
－光合成生物に窒素固定酵素を導入－

○ べん毛タンパク質輸送装置の構成タンパク質である
FlhAの細胞質ドメインを高速原子間力顕微鏡で解析
することにより、FlhAが9量体リングを形成する仕
組みを解明

〇 FlhAリングの構造変化によりタンパク質輸送装置の
基質特異性が変化することを解明

〇 細菌感染症に関わるFlhAホモログを直接ターゲットとした細菌感染症薬
のスクリーニングへの応用に期待

○ 非対称相互作用によって運動が制御される自己駆動
粒子の集団は、迷路状の空間で準安定な巨視的形態
を形成する

○ 巨視的形態の安定性は、個々の粒子の応答時間に
よって制御されている

○ Wasserstein距離をベースにした巨視的構造の安定性の評価方法を提案
した

○ 活性酸素に応答して、MYB30転写調節タンパク
質が様々な遺伝子の働きを制御し、根の細胞の伸
長度合いを調節することを発見した

○ 病害抵抗性が発揮される時にも、MYB30の働き
により、根の細胞伸長が抑制されることを発見した

○ 長年、独立に制御されていると考えられていた根の成長と病害抵抗性が、
活性酸素のもとでMYB30という一つの「かなめ」によって調節される仕
組みを明らかにした

○ 数理工学的手法に基づいて、旧人ネアンデル
タール人と新人ホモ・サピエンスの化石頭骨
の中に収まっていた脳の形態を復元した

○ 両者の脳形態の違いを検討した結果、脳全体
のサイズには大きな違いはないものの、ネアンデルタール人の小脳は、そ
の時代のホモ・サピエンスと比較して相対的に小さいことを世界で初めて
明らかにした

○ 現代人データを用いて、小脳の相対容量と認知能力に相関があることを見
いだし、ネアンデルタール人の絶滅に小脳の機能差が関与している可能性
を示した　等

○ 植物学、バイオインフォマティクスおよび遺伝子ネッ
トワークの数理モデルを組み合わせて、陸上植物の
気孔を作る細胞の分裂が対称的に1回のみ起きるメ
カニズムを解明

○ モデル植物シロイヌナズナの気孔の分化過程におけ
る全遺伝子発現変動の挙動を解析

○ 気孔の分化を指令する転写因子ミュートは、気孔の対称分裂に必要な細胞
周期因子を誘導すると同時に、これら細胞周期因子を直接抑制する転写因
子を直接誘導することにより、1回だけの分裂を統御

○ 作物に窒素固定の能力を与えることができれ
ば“空気を肥料とする”農業が実現できると
考えられるが、その実現には技術的に克服す
べき課題が数多く立ちはだかっている

○ 今回、窒素固定酵素の遺伝子をシアノバクテリアに導入し、光合成生物と
して初めて窒素固定酵素の移植に成功した

○ この研究成果は、作物に窒素固定能力を与えるという最終目標への大きな
一歩となる

大学院理学研究科　内橋貴之教授 大学院情報学研究科
　石渡龍輔協力研究員　衣川亮太大学院生（当時）　杉山雄規教授

遺伝子実験施設　多田安臣教授　
トランスフォーマティブ生命分子研究所　東山哲也教授

大学院情報学研究科　田邊宏樹教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所　鳥居啓子客員教授（ワシントン大学教授）
高等研究院　ハン・スンキ特任助教

大学院生命農学研究科　藤田祐一教授

復元したネアン 
デルタール人の脳

復元した早期ホモ・
サピエンスの脳
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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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Point
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名古屋大学が中心的役割を担う 
「赤外線天文衛星SPICA」が欧州宇宙機関の 
中型クラス5号機の候補として一次選抜を通過

世界初！細胞内の線維を切るハサミの機構を 
解明

巨大恐竜の巣作り戦術を解明！
－卵をつぶさずに、巣の中心で営巣する方法とは？－

植物病原菌や毒素生産菌の無性生殖を 
引き起こす内因性の新物質を発見！
－農薬や抗生物質開発に繋がる成果－

アルマ望遠鏡で132.8億光年かなたの銀河に 
酸素を発見！
－一番星の星くず（酸素）の最遠方検出記録をさらに更新－

○ 次世代赤外線天文衛星 SPICA（スピカ）は、高
感度の宇宙赤外線観測により、銀河の成長を通じ
て宇宙の物質がどのように進化してきたか、その
物質から生命を育む惑星系がいかにして誕生する
かを明らかにする

○ 本学は、主観測装置の開発をリードするなど、JAXA宇宙科学研究所とと
もに計画の推進に中心的な役割を果たしている

○ SPICAは、欧州宇宙機関（ESA）の宇宙科学計画コスミック・ビジョン
中型ミッション5号機の候補に、一次選抜で採択された

○ 多くの細胞内で最も主要な線維であるアクチ
ン線維の切断、分解を行う機構を解明

○ クライオ電子顕微鏡による構造解析で、マグ
ネシウム原子が直接観察できる3.8Å分解能

○ コフィリン結合によるアクチン分子の変形
が、線維の切断、分解をもたらす

○ オヴィラプトロサウルス類恐竜の巨大化と営巣
方法の関係性を世界で初めて解明

○ オヴィラプトロサウルス類は、体サイズに関係
なく親が巣の中心で営巣したと推定

○ 大型種は、卵をつぶさないように、卵の配置を
変化させていたことが判明

○ 大型種でも営巣方法を工夫することで、もしかしたら抱卵できたかもしれ
ない可能性を示唆

○ 植物病原菌や毒素生産菌として知
られているフザリウム属菌が繁殖

（無性生殖）するときに使う分生子
（胞子の一種）の形成を誘導するホルモン様内因性物質（FARI）を初めて
明らかにし、同時にその化学合成に成功した

○ FARIがフザリウム属のカビが生産する一般的な分生子誘導物質であるこ
とを明らかにした

○ この研究によって、分生子形成の分子メカニズムの解明や、繁殖を制御す
る物質の開発が期待できる

○ アルマ望遠鏡を使って、宇宙初期の銀河がも
つ酸素イオンガスが放射する電波を検出した。
その結果、この銀河が132.8億光年の距離に
位置することが判明した

○ 精密かつ高い信頼度で距離が求まった天体と
しては、観測史上最も遠方に位置することがわかった。同時に、観測史上
最も遠方で酸素を発見したことにもなった

○ この銀河で最初にうまれた恒星のなごり（一番星の星くず）である酸素の
観測を通して、きわめて若い宇宙に存在する恒星がどのように形成された
かがわかった

大学院理学研究科　金田英宏教授　石原大助特任講師
教養教育院　大薮進喜講師

大学院理学研究科　成田哲博准教授

博物館　田中康平日本学術振興会特別研究員

大学院生命農学研究科
　西川俊夫教授　平田裕嗣大学院生　牛田直輝大学院生
　戚　建 氏（本学博士課程修了）

大学院理学研究科　田村陽一准教授

復元画提供：服部雅人氏

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。

カイゼンが医療を変える

火山と生きる
31
7

29
6

文庫本も生協店舗にて発売しています。
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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303 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no303.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　未来社会創造機構モビリティ領域と部局間学術交流協定を締結
しているベルフォール・モンベリヤール工科大学（フランス）の
学長一行が、ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏副議長や
関連企業とともに来学され、松尾総長、鈴木達也モビリティ領域
長と、モビリティ研究の体制や取り組みなど、研究交流の更なる
促進に向けた意見交換を行いました。滞在中、大野　博愛知県産
業労働部技監から県の自動運転社会実現に向けた取り組み紹介も
あり、今後は大学間・地域間連携強化に向けた人材交流や共同研
究等を行います。

来訪日：平成30年4月26日

　医学部附属病院では、良質な医療を提供する体制の確立及
び個々の安全に対する意識の向上を図るとともに、院内感染
対策を推進するために本研修を開催し、1,843名の参加があ
りました。

実施日：5月28日（月）、5月30日（水）～6月1日（金）

　デュッセルドルフ大学は、1965 年にドイツ・ノルトラインヴェストファーレン州に
設置され、世界各国との連携を積極的に進めている比較的新しい大学で、学生数は約3
万人、留学生は学生数の10%程度を占め、世界100カ国を超える国から学生が集まる
大学です。同大学の数理学部は、植物科学研究でドイツの最先端研究拠点形成プログラ
ム（クラスター・オブ・エクセレンス）に採択された研究所（CEPLAS）が設置される
など、自然科学分野で著しい成果をあげています。この度、同学部とトランスフォーマ
ティブ生命分子研究所（ITbM）及び理学部・大学院理学研究科は、部局間学術交流協定
を締結するに至りました。大学院生の相互派遣などを軸に国際共同研究が加速されるこ
とが期待されます。

締結日：平成30年5月25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。

ベルフォール・モンベリヤール工科大学（UTBM）学長らが来訪

平成30年度前期医療安全・感染対策研修

ハインリッヒハイネ大学デュッセルドルフ数理学部と部局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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「社会の中の大学」
10月20日（土）　会場：東山キャンパス　時間：10：00～

　今回のメインテーマは「社会の中の大学」です。「テクノ・フェア
名大2018」、「名大秋祭（秋革祭）」も同日開催いたします。皆様
のご参加を心よりお待ちしております。

問い合わせ先 詳しくは
Development Office（DO 室）
Tel：052-747-6558, 6559
E-mail：home-coming@adm.nagoya-u.ac.jp

ホームカミングデイのホームページをご覧ください。
名大　ホームカミングデイ

URL：http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/home-coming-day/

名古屋大学の集い
・全学同窓会活動報告
・国際交流貢献顕彰授与式
・中部フィルハーモニー交響楽団コンサート

特別企画
人生100年時代に向けた社会と大学の協働
文学部設立70周年記念事業

（企画：人文学研究科・文学研究科・国際言語文化研究科）

基調講演「いつか死ぬ、それまで生きる」

市民公開講座等
・「10年後の未来から、今できることを考える」
・「全身に悪さをします！歯と口の不健康」
・「暮らしと健康を守る最新検査法－研究者に会いに行こう－」
・「俳句を通じて地球環境を考える」
・「『電気をためる』が世界を変える」ほか

体験企画
・「ゆっくり自動運転®」自動走行試乗会
・あかりんご隊科学実験 「電気のひみつ」
・ 名古屋グランパス・スクールコーチによる親子ふれあい 

サッカー教室

施設公開
・ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）
・SHINAYAKA Polymer™が作る未来のクルマ展示(NIC）
・トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）
・減災館　・赤﨑記念研究館展示室
・2008ノーベル賞展示室　・ケミストリーギャラリー

見学ツアー
・ 超高圧電子顕微鏡施設見学ツアー
・ 劣化橋梁施設N²U-BRIDGEの見学
・メディアスタジオ見学ツアー

図書館・博物館・大学文書資料室企画
・オープンライブラリー
・秋季特別展「古文書にみる地震災害」
・本のリユース市
・博物館特別展
　　「カニコレ ’18～カニのハサミは使いよう～」
・博物館公開講演会
　　 「大学博物館が語る、地球と人類のヒストリー： 

カタチの成り立ち」
・野外観察園公開
・サテライト展示「キノコの写真展」
・東山キャンパス名大史ツアー
・スライドショー 写真で見るあの頃の名大

販売コーナー
・農産物の販売
・生協の名大グッズ等の販売

各種相談会
・ピアサポータープレゼンツ
　 「キャリアプランニングワーク ～これからのキャリアを語ろう～」
・青年期の心を育てるセミナー ほか 

主なイベント
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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 数理科学減災館教育70周年 博物館 文学75周年

名古屋大学基金の
ご案内

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。プロジェクト 特定基金

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/ アクセスはこちらから▶︎

NUグリーン ― 名大のスクールカラー ―
　名大のスクールカラーが「NUグリーン」として公
式に定められたのは意外に新しく、2012（平成24）年
のことです。もっともこれは、濃緑（ダーク・グリー
ン）が長い間名大の色と考えられてきた歴史を踏まえ
てのことでした。
　1963（昭和38）年、現在も毎年刊行している名古屋
大学体育会の機関誌『濃緑』が発刊されました。その
創刊号の巻頭には、「『濃緑』＝ダーク・グリーンとは
名古屋大学のスクールカラーである。濃は不屈・永
遠を表わし、緑は若さを表わすものである。」とあり
ます。
　学生が書いた同号の編集後記には、数年前に濃緑が
スクールカラーと決まったそうだが、「何かうやむや
の形になっていた」ので、「ここで再び生かしてやろ
う」という意気込みの第一歩が『濃緑』の発行となっ
た、と書かれています。名大カラーとしての濃緑の歴
史は、1950年代の終わり頃までさかのぼることがで

きるようです。
　その後、1998（平成10）年に「名古屋大学学章取扱
要項」が定められ、「NUマーク」が公式な学章とな
りました。ただしこのNUマークは、色の変更は可能
とされ、実際には濃緑を使うことが一般的ではあった
ものの、本来の色は黒（と白）とされており、スクー
ルカラーを定めたわけではありませんでした。
　そして2012（平成24）年、急速にグローバル化する
世界に向けてのビジュアルイメージを統一し、ユニ
バーシティ・アイデンディティの確立をはかるため、
NUマークをシンボルマーク（学章）としてリデザイ
ンし、これと8種類のロゴタイプを組み合わせた公式
シンボルロゴ「名大マーク」が定められました。
　名大マークでは、親しまれてきた濃緑を特に選定
し、原則として黒・白以外には濃緑しか使用できなく
なりました。色彩も厳密に決められ、これを「NUグ
リーン」としたのです。

1　�『濃緑』創刊号の表紙。同号の編集後記には、「ダーク・グリーンとは、あ
の海岸に生える松の色である。何にも負けず、不屈の精神、恒久の若さ
を保つ色である。」とも書かれている。

2　�NUマークの公式学章化を報じる『名大トピックス』第53号（1998年
2月）。NUマークは、1958年に学生バッジのデザインとして学内公募さ
れ、その入選作品を元に作られた。ただこの時は濃緑の色は付いていな
かった。また、68の応募作品においても緑を使ったものはほとんどなく、
まだ濃緑は定着していなかったとみられる。

3　�名大マーク（8種類の中の4つ）。名大マークについて詳しくは、名大の
HPの「名大マーク」の項を参照。
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