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平成31年 松尾総長年頭あいさつ

総長あいさつ

新年明けましておめでとうございます。学生、教職員

はもとより、同窓生はじめ本学に関係するすべての皆様

には、平素から名古屋大学の活動にご理解、ご協力、ご

支援をいただき、心から感謝申し上げます。

昨年は、名古屋大学の将来にとって大変重要な節目の

年であったといえます。3月には、わが国における新し

いトップ大学ブランドである「指定国立大学法人」の指

定を受けました。本学が今後、日本及び人類社会の幸福

と持続的な発展に貢献し、世界の研究大学として発展す

るという目標を達成するための新たなスタート地点に

立ったものといえます。国際化については、一昨年、世

界トップレベル研究拠点（WPI）事業の本学拠点「ITbM」

が中間評価で最高のS評価を獲得したのに続き、「スー

パーグローバル大学創成支援事業」中間評価でもS評価

を獲得しました。また、新たに始まった卓越大学院プロ

グラムで、本学の採択件数は全国15件のうち2件とな

るなど、快進撃が続いています。さらに、GaN研究拠

点（C-TEFs及びC-TECs）が完成したほか、工学部7

号館地区の再開発も始まり、教職員、学生の素晴らしい

活躍により「未来に向けて果敢に挑戦し実績をあげてい

る大学」として、本学は国や社会からの評価を高めてい

ます。皆様の努力に心から敬意を表します。

2004年の国立大学法人化以降、運営費交付金は総額

で10数％減、また、第3期中期目標計画期間（2016

年度～）に入り、国立大学法人全体で毎年1％（名大の

場合は1.6％）が評価に基づく再配分に充てられる制度

が導入され、大学の基盤的経費となる人件費並びに部局

への物件費の配分を持続的に減らさざるを得ない状況が

あります。他方で、大学の機能を支える様々な部門の強

化も図っており、基盤的な財源を運営費交付金だけに求

めるやり方では限界があり、大学経営はかなり厳しい局

面を迎えています。本学のミッションを達成し、これま

で積みあげてきた活動を持続し、発展させるためには、

我々自身のマインドを変え、大胆な戦略とアクションプ

ランを策定して実行する必要があります。指定国立大学

法人構想で掲げたビジョンは、現在の厳しい状況を打開

し、大学の機能を一層強化することで、社会と人類に貢

献できる大学になる基本戦略です。そのビジョンとは、

①世界屈指の研究成果を挙げること、②世界標準の教育

を創り上げること、③世界に開かれた大学として国際化

を推進すること、④社会や産業界との連携により大学の

成果を社会イノベーションにつなげることです。そし

て、これらを達成するためには、大学の運営基盤となる

ガバナンス、人事給与システム、財務経営を見直し、シェ

アドガバナンスの考えに立ちつつ、迅速な意思決定と効

率的な実践のシステムを確立することが必須です。ま

た、東海地区の中核としての本学の責任を考えると、発

展の基盤をこの地域に置くことこそが重要であり、その

ために近隣の国立大学法人との連携・統合を実現して、

東海国立大学機構として一法人複数大学化を目指すこと

を提起し、昨年末、まずは同じ志を持つ岐阜大学と基本

合意書を締結したことはご存知のとおりです。
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このような基本方針の下、昨年、執行部から具体的な

改革プランを学内に提案し、各部署からの意見を聴取し

ながら、現在、最終的な集約作業を行っているところで

す。教職員からは不安の声や具体的な課題も出ています

ので、しっかりと耳を傾けながら問題を解決していきた

いと思います。本学にとって最大の収入源である運営費

交付金が年々削減される中での改革には、それなりの痛

みを伴いますが、私としては、国や社会に対し支援を強

く要請する一方、自律的かつ精力的に外部資金や競争的

資金の獲得、地域社会や産業界との共創プラットフォー

ムの構築を行っていきたいと考えています。そして、本

学は病院部門を除いても全体の予算規模を着実に伸ばし

ており、一層の発展が可能である、と考えています。む

ろん、収入増加にはそれに対応する経費が必要になり、

大学が自由に使える財源は間接経費などの一部に限られ

ます。それでも大学全体の事業規模は拡大し、社会に対

する貢献度はそれだけ大きくなっているといえます。今

後、各国立大学法人に対しては、運営費交付金への依存

度を一層下げ、外部資金をしっかり確保することによっ

て大学機能を強化するようにという圧力が以前にも増し

て強くなるものと想定されますが、自律的な改革の推

進、強力な情報発信、そして、社会への説明責任の履行

によって、国や社会の支持・支援を得ながら、この難局

を乗り切り、さらに大きな飛躍につなげたいと、決意を

新たにしています。

現代は、デジタル革命あるいは第4次産業革命といわ

れる大きな曲がり角にあります。人類社会は、農業革命

（狩猟社会から農業社会への転換で人口が大幅増）、産業

革命（農業社会から工業社会への転換でモノの大量生産

時代となり社会経済構造が一変）、情報革命（パソコン、

オートメーションなど情報が個人レベルで簡単に手に入

る時代となり生産様式も大幅に変化）を経て、第4次産

業革命により実世界のあらゆる情報がデジタル化されよ

うとしています。それがIoTを通じてサイバーシステム

に集積され、AIなどによる解析を通じて実世界に戻さ

れ、課題解決や新しい価値創造につながる時代に入って

います。その変化は大規模かつ猛烈なスピードで進行し

ています。大学は、知の拠点として、このような劇的な

社会の変わり目でどのような役割を果たすのか、その在

り方が問われています。これに応えるためには、あらゆ

る領域の知の総動員が必要で、総合大学としての本学の

価値が問われていると思います。人類社会や日本社会の

未来像を様々な領域やセクターの人たちと共に創り上げ

る、その駆動力となるような大学をいかに構築すること

ができるか、叡智を集めてデザインし、実践することが

必要です。

このような果敢な挑戦をしようとしている本学には大

きな期待と注目が集まっています。私は本学が自らの将

来を自らの手でつかみ取るために、皆さんと共に、高い

志と意気込みで、この1年間を過ごしたいと考えていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。
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Q &A
先生に一問一答

ほった　しんいちろう
愛知県豊橋市出身。1993年名古屋大学文学部卒業、2000年名古
屋大学大学院文学研究科博士課程（後期課程）修了（歴史学博士）。
2004年名古屋大学大学文書資料室助手、2013年から同室特任助
教。『名大トピックス』巻末の「ちょっと名大史」の著者。趣味は、
長年やっているわりには強くなりませんが、将棋（藤井聡太七段
ごめんなさい、同世代でもある羽生善治永世七冠の大ファン）です。

Ⓠ
大学文書資料室が編集した小冊子『歴代総長と名大史』

（名古屋大学発行、平成26年）では、歴代の総長等が、
主に任期中に述べた言葉を1人1つずつ選んで挙げま
した。その中でも、早川幸男第9代総長が平成元年3
月の卒業式で述べたこの言葉が特に印象に残っていま
す。

A
「My Best Word」を選ばれた理由は？

アーカイブズ学と日本近現代史です。アーカイブズ学
（記録史料学）は、「日本アーカイブズ学会」が設立さ
れたのが平成16年であることからも分かるように新
しい学問です。旧来の史料学や古文書学と重なる部分
も多いのですが、今この瞬間にも生み出されている現
在の組織の活動を記録した文書をアーカイブズ（記録
史料）として、確実かつ効率的に後世に残して行く方
法を考える、これまでの日本では軽視されてきた新し
い領域をも含んでいます。日本近現代史については、
名古屋大学の歴史のほか、『愛知県史』などの自治体
史の編さんに携わりながら、この地域の歴史も研究し
ています。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

いささか抽象的ですが、歴史資料を通じて、過去・現
在・未来の社会をつなぐことです。残された歴史資料
を適切に保存し、それを使って過去の歴史を明らかに
し、さらに現在作成されようとしている記録をアーカ
イブズとして適切に残して、未来の人々が現在の社会
について科学的に検証できるようにする。この一連の
サイクルが持続的に繰り返されるシステムができてこ
そ、社会は確実かつ健全に文化を受け継いでいくこと
ができるのだと思います。

Ⓠ
A

この研究によって可能になることは？

MyBestWord

大
学
文
書
資
料
室

堀
田 

慎
一
郎

大学は社会の要請を生み出すのが
本来の姿である
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アーカイブズ学については、平成16年に大学文
書資料室で勤務するようになってから始めました。
同じ年に日本アーカイブズ学会が設立されるな
ど、日本でもアーカイブズ学が注目されつつあり
ました。さらに、平成21年に公文書管理法、平
成25年に特定秘密保護法が制定され、最近も一
連の騒動が起こるなど、公文書管理とアーカイブ
ズの問題は日本の大きな課題になっています。そ
の中で私は、日本の基幹的総合大学のアーカイブ
ズ機関に勤務し、それと関連して大学の公文書管
理の最前線で業務をしておられる職員の方々と日
常的に接する機会があります。名大の取り組みを、
アーカイブズ学に照らし合わせながら学術的に考
察し、学内外に幅広く発信していくには、この上
ない環境にいるのではないかと思い至りました。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

Ⓠ
新しい史実、特に、それまでの通説をくつがえす
手がかりとなるような史実、あるいはこれまで謎
とされてきた問題の一端に触れる史実を、史料か
ら発見した時です。

A
研究が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？

取り上げるテーマは、名大史に関係があれば何で
もよいわけではなく、平易な文章で説明ができ
て、なおかつ写真等も載せて視覚的にも楽しめる
ものを心がけています。決してテーマが有り余っ
ているわけではないのです。学内外から寄せられ
た新しい話題や史料を、そのすぐ翌月に発行され
る『名大トピックス』に掲載したこともあります。
どんな些細なことでもかまいませんので、名大史
に関する情報なら何でも大学文書資料室にご一報
ください。

A

Ⓠ 「ちょっと名大史」執筆の際の裏話など、
今だから言えるここだけの話を聞かせ
てください。

目標とは少し違うかもしれませんが、現在設立に
向けて検討が進んでいる東海国立大学機構の公文
書やアーカイブズはどのように管理運用されるの
か、日本初のケースなだけに、業務上の問題とし
てはもちろんですが、学術的にもとても関心があ
ります。

Ⓠ
A

今後の目標は？意気込みも含めてお願いします。

名古屋帝国大学の創立に際しての地元の政治家の役割の一端を示す、澁澤元治初代総長の小山松寿衆議院議長宛て書簡
 （昭和16年5月30日付、国立国会図書館憲政資料室寄託）

先生の研究を
表す1枚！

くじけそうになってそれを克服したというより、
くじけてくじけてここまで来たように思います。
強いて言えば、決してやけにはならないというこ
とでしょうか。

Ⓠ
A

くじけそうになったときは？

5NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.308



名大の

今がわかる
!

16
11

16
11

19
11

クライストチャーチ地震の教訓についての講演会を開催

広島・長崎の平和学習に関する報告会を開催

「名古屋から世界へ 語ろう、伝えよう地域の魅力」に関するオープンフォーラムを開催

　豊田講堂3階第1会議室において、
「クライストチャーチ地震の教訓につ
いての講演会」を開催しました。
　2011年2月22日、ニュージーラン
ドで発生したクライストチャーチ地震

（M6.4）は、市内での死者185人、中
心部の建物が多数倒壊する等の甚大な
被害をもたらしました。新学期が始
まって2日目のカンタベリー大学では、
2010年9月に起こった地震（M7.0）の
被害からようやく立ち直り、数千人の

教職員・学生がキャンパス内にいまし
た。幸い、学内では重傷者もなく大き
な被害は免れたものの、長期間にわた
る教育研究活動の停止を余儀なくされ
ました。
　本講演では、同大学でリスク管理、
危機管理、大学の戦略立案を担当する
ブルース・ホワイト氏に、クライスト
チャーチ地震から得た大学の危機管
理・学生活動に関する教訓を伝えてい
ただきました。

　GSIDと附属学校は、国際開発研究
科オーディトリアムにおいて、広島・
長崎の平和学習に関する報告会を開催
しました。GSIDは9月に長崎実地研
修を、附属学校は11月に中学校3年生
を対象とした広島実地研修を実施しま
した。
　報告会では、参加者全員が英語を用
いて、実地研修を通じて得た知識、経
験を詳細に発表しました。また、第2
部のディスカッション・セッションに

おいては、参加者から質問やコメント
が多く出され、活発な議論がなされま
した。参加したモザンビーク、エジプ
ト、カンボジア、ウクライナ、ブータ
ン出身の参加者からは、自国の紛争、
虐殺、核事故等について紹介がありま
した。また、附属学校の生徒は、唯一
の被爆国である日本の若者として、世
界の平和のためにできることを発表
し、有意義な報告会となりました。

　理学南館坂田・平田ホールにおいて、
NHKワールドJAPANとの共催で「名
古屋から世界へ　語ろう、伝えよう地
域の魅力」と題するオープンフォーラ
ムを開催しました。山本恵子NHK国
際放送局記者のほか、岡田亜弥国際開
発研究科教授と5名の留学生がスピー
カーとして登壇しました。
　冒頭、NHK ワールド JAPAN で放
映された大学院国際開発研究科の特集
番組「留学生からスペシャリストを育

てる」が上映され、企業とともに開発
途上国の国づくりに貢献する人材育成
に取り組む様子や、各国の要職に就い
て活躍する修了生が紹介されたほか、
愛知や名古屋の先進技術、歴史、文化
を特集した番組も上映されました。こ
れらを受け、登壇者と本学留学生を中
心とした180名の参加者がスマートフォ
ン等を用いた双方向型ディスカッショ
ンで、当地の魅力を高めるためには何
が必要か、活発な議論を交わしました。

総長表敬訪問

報告会終了後の記念撮影

オープンフォーラム

■環境安全衛生管理室・災害対策室

■大学院国際開発研究科（GSID）・附属学校
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Meidai News

第34回国際生物学賞記念シンポジウム・普及講演会を開催 ■博物館

平成30年度永年勤続者表彰式を挙行 

第3回 JANET FORUM 2018を開催

名古屋大学レクチャー2018を開催 ■高等研究院

　11月21日（水）～22日（木）、野依記
念学術交流館で第34回国際生物学賞
記念シンポジウム及び普及講演会を
開催しました。今年の国際生物学賞
は、古生物学が対象となり、アンド
リュー・ノール ハーバード大学教授
が選ばれました。
　シンポジウムでは、生命の初期進化

をテーマに国内外の第一線の研究者9
名が講演し、古生物学、地球化学、現
生生物の分子生物学等の分野から最新
の研究成果を発表したほか、ノール
教授による受賞講演が行われました。
22日は一般向けに普及講演会を行い、
ノール教授を含む8名の研究者が多岐
にわたる古生物学研究を紹介しました。

　平成30年度名古屋大学永年勤続者
表彰式が、豊田講堂第1会議室におい
て挙行されました。
　被表彰者29名のうち23名が出席し
た表彰式では、松尾総長から一人ひと
りに表彰状が手渡された後、20年間
の職務の精励に対する労いと感謝の言
葉がありました。

　続いて、被表彰者を代表して加藤史
征研究協力部研究支援課研究総務係長
より、「この日をまた新たな契機とし
て、私たち一人ひとりが力を合わせ、
名古屋大学のさらなる発展のために精
励したい」と決意のこもった謝辞が述
べられました。

　欧州にオフィス等を持つ、あるいは
欧州で活動する日本の29大学・学術
機関のネットワークであるJANETが、
JANET FORUM 2018を国立応用科学
院リヨン校（フランス）で開催し、本
学から渡辺理事らが参加しました。
　3回目となる今回は、日本及び欧州
の大学・学術機関から90名以上が参

加し、「Networking and Collaboration 
for the Future」をテーマに、フラン
スで活動を展開する日本の大学の取組
事例、欧州と日本の研究協力、共同研
究等に関連するファンド等の紹介を通
して、欧州との連携について情報共有
を図るとともに、今後の展望について
活発な意見交換が行われました。

　名古屋大学レクチャー2018を、豊
田講堂において開催し、2015年にノー
ベル物理学賞を受賞した梶田隆章東京
大学卓越教授にお越しいただきました。
　まず、杉山理学研究科長より梶田
博士の研究に関する解説講演があり、
松尾総長が名古屋大学レクチャーシッ
プ楯を博士に授与しました。続いての

講演で、梶田博士は「神岡でのニュー
トリノ研究をふりかえって」と題して、
ニュートリノに質量があることの重要
性、基礎科学の重要性などを分かりや
すく話され、約900名の参加者が熱心
に耳を傾けていました。

21
11

21
11

22
11

23
11

ノール教授による受賞講演

表彰式記念写真

学生への大学紹介

レクチャーシップ楯授与
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名大の

今がわかる
!

あいちサイエンスフェスティバル2018を開催

アイデアピッチコンテスト2018を開催 ■学術研究・産学官連携推進本部

第28回名古屋ビジネスセミナーを開催 ■大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター

HeForShe 公開セミナー「ハラスメントから身を守るには」を開催 ■ HeForShe 推進専門委員会

　あいちサイエンスフェスティバル
2018を、愛知県全域及び岐阜県・三
重県の一部地域で開催しました。11
月4日には、小林　誠素粒子宇宙起源
研究機構長、久野純治同機構教授らに
よる講演イベントと体験会を開催し、
サイエンストークには森島邦博高等研
究院特任助教、秋田利明医学系研究科

特任教授、中野正樹工学研究科教授、
道林克禎環境学研究科教授がゲストと
して登壇しました。また、サイエンス
ワールドでの北　栄輔情報学研究科教
授の講演会や、松坂屋名古屋店との大
学ベンチャー紹介イベントなど、県内
外の施設で多数の本学関係者がイベン
トを行いました。

　起業家育成プロジェクト Tongali
（文科省「次世代アントレプレナー育
成事業」採択）は、起業や社会貢献を
志す学生が活動資金の獲得等を目指
すアイデアピッチコンテスト2018を、
名古屋工業大学NITech Hallラーニン
グコモンズにおいて開催しました。
　3回目の開催となる今年は、過去最

多となる24組の応募があり、予選会
を勝ち抜いた15組が27日の本選に進
みました。出場者はアイデアをアピー
ルして審査員からの質問に答え、様々
な観点からのアドバイスを得ました。
Tongali は今後もスクールや海外研
修、メンター活動等を実施し、学生の
アイデア実現を応援していきます。

　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
古屋支社にて第28回名古屋ビジネスセ
ミナーを開催しました。今回は清水季
子日本銀行名古屋支店長を講師に迎え、

「最近の金融経済情勢と今後の展望」
をテーマに、約100名が参加しました。
　清水支店長は、現在の世界経済情勢

と日本の景気動向について講演した
後、災害時の業務継続体制や女性の労
働参加の拡大などを含む労働力の状況
や物価上昇と金融政策について説明し
ました。また、米国通商政策と米国・
中国の経済情勢についても説明があ
り、質疑応答時には活発な意見交換が
行われました。

　国連UN Womenが定める「女性に
対する暴力撤廃のための行動期間」の
取り組みの一環で、理学南館坂田・平
田ホールにおいて、HeForShe公開セ
ミナー「ハラスメントから身を守るに
は」を開催し、100名超が参加しました。
　タレント・エッセイストの小島慶子
氏による講演等に続いて、同氏、NHK

国際放送局記者の山本恵子氏、中澤
未美子ハラスメント相談センター助教
によるパネルディスカッションを行
い、参加者からは、「ハラスメントを
正しく理解する貴重な機会となった」

「人権をどう守るのかについて考えさせ
られた」などの感想が寄せられました。

25
11

27
11

28
11

29
11

KMIの飯嶋 徹教授、伊藤好孝教授、戸本 誠准教授（11月4日）

表彰式後の記念撮影（今年は7企業から協賛を得た）

講演中の清水支店長

パネルディスカッション
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Meidai News

西オーストラリア大学とのジョイント・ディグリー協定書調印式を挙行 ■大学院生命農学研究科

次世代の農資源利用研究プロジェクツ キックオフシンポジウムを開催 ■ 農学国際教育研究センター、大学院生命農学研究科、 
高等研究院、アジア共創教育研究機構

　大学院生命農学研究科は、西オース
トラリア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、野
依記念学術交流館カンファレンスホー
ルにて挙行しました。当研究科と西
オーストラリア大学は、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、その実績を活かしてジョイン

ト・ディグリープログラムを開講する
こととなり、文部科学省の審査を経て、
今年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、プロ
グラム実施上の入学審査、学位審査等
の方法・体制を定めた協定書を締結す
るため、西オーストラリア大学から3名
が来学し、調印式を執り行いました。

　農学部第8講義室で、第2回オープ
ンセミナーとして、大学院環境学研究
科との共催により「次世代の農資源利
用研究プロジェクツ キックオフシン
ポジウム」を開催しました。
　科研費特設分野・次世代の農資源利
用の新課題「接木技術の高度化による
多様性回復とモノカルチャーの共実

現」、「インターディシプリナリーアプ
ローチによるサゴヤシの商品作物化」
のキックオフに当たり、関連する継続
中の新学術領域、海外学術研究の成果
を紹介するとともに、農資源利用の多
様性の確保、食料安全保障の強化等を
通じて持続的な社会を創出するための
展開について議論しました。

3
12

5
12

調印した協定書を持つ両大学の関係者

話題提供者、コメンテーターと参加者とのディスカッション

ブレイクタイム

理学部第一装置開発室、ニュートンのリンゴの木のはじめてのリンゴを複製（3D スキャナ・3D プリンタ）

工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター（最終記念シンポジウム）

　理学部第一装置開発室（全学技術センター）
は、ニュートンのリンゴの木の初めてのリン
ゴを複製しました。ニュートンのリンゴの木
は、2011年に理学部E館前に植樹されまし
た。今回、人工授粉を試みて初めて結実した
リンゴの形状を記録保管することを目的に、
理学部・理学研究科からの依頼により、第一
装置開発室内の創造的ものづくりのための
設備を集めたCreative Factoryで保有する
3Dスキャナと3Dプリンタにより複製しまし
た。今回の複製品は、3Dスキャナでレーザー
を用いてリンゴの形状を3Dデータ化し、そ

の3Dデータ形状に従い、3Dプリンタによっ
て樹脂を一層ずつインクジェットで形にしな
がらUVで固めることを繰り返して積層し、
造形したものです。このリンゴは、10月20
日（土）に行われた第14回ホームカミングデ
イにおいて披露され、手に取って楽しく観察
する参加者の様子が見られました。
　理学部第一装置開発室は、今後も技術組織
として事務組織と連携しながら、Creative 
Factoryの設備を広く活用することで、多く
の方から当室の研究・教育支援に興味を持っ
てもらえるように活動していきます。

　11月12日（月）、豊田講堂にて、工学研究
科附属プラズマナノ工学研究センター最終記
念シンポジウムを開催しました。当センター
は平成15年度に設立され、大規模集積回路、
太陽電池、メモリー製造などに幅広く利用さ
れている低温プラズマによるナノプロセス技
術の研究を行っています。さらに、最近では、
医療、農業、水産業分野への応用研究へと発
展しています。
　これらの研究成果が高く評価された結果、
平成31年度より、文部科学省の共同利用・
共同研究拠点 ｢低温プラズマ科学研究拠点｣

として認定され、当センターとプラズマ医療
科学国際イノベーションセンターを統合した
世界屈指の研究拠点 ｢低温プラズマ科学研究
センター｣ が設置されます。
　シンポジウムでは、松尾総長、水谷工学研
究科長の挨拶の後、学内外の第一線の研究者
から、最新のプラズマ研究に関する成果と将
来の展望が述べられました。今後、低温プラ
ズマ科学の叡知を社会に還元することで、現
代社会が直面する諸問題の解決に寄与し、教
育研究拠点として発展を遂げることが期待さ
れます。

300名以上の参加者に挨拶する水谷工学研究科長

複製されたリンゴ
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学生の元気

宇宙開発チームNAFT
鬼淵　駿介（おにぶち　しゅんすけ）さん　工学部3年機械航空工学科

2018年11月打上5機目の機体 過去に打ち上げたスペースバルーンNAFT代表の鬼淵駿介

ークル活動紹介サ

　 私 た ち 宇 宙 開 発 チ ー ム NAFT は、「link-
space～宇宙を身近に～」という言葉をモッ
トーに立ち上がった学生の力でできる限界に挑
戦するサークルです。
　活動内容は、ロケット、スペースバルーン、
カンサット、宇宙エレベータ開発や宇宙教育活
動等多岐にわたります。他にもソフトウェア開
発など、宇宙と直接には関係のない活動を行っ
ているメンバーもいて、互いの自由な活動を尊
重しあう環境があります。 
　ロケット開発では、設計から製作、打上まで
を年2回行います。2016年に初の打上をし、
打上ごとに大きく進歩しています。昨年11月
10日にはこれまで培った技術を全てつぎ込ん
で開発した機体で、5回目の打上を行いました。
打上は見事成功し、目的としていた姿勢制御の
ミッションを達成しました。この打上で、全国
の他の団体はどこも行っていない技術の取得に
も成功しました。

　また、大きな風船で実験機器を高度30km
まで飛ばすスペースバルーン開発では、成層圏
での様々な実験や、高高度からの美しい映像
の撮影を行っています。過去には、高度30km
でのアイス作りや、成層圏での美しい映像を
VR映像に加工しての擬似宇宙体験などを実施
しました。現在は、今年春頃の飛行を目指し、
準備を進めています。
　さらに、NAFTでは技術開発だけでなく、一
般の人に対する宇宙教育活動を行っています。
月に1、2回行うワークショップや講演会等の
イベントを通して、多くの人に宇宙を身近に感
じてもらえるようなアウトリーチ活動を展開し
ています。
　NAFTではここに挙げたこと以外にもたく
さんの活動をしています。メンバーが自由な発
想で切磋琢磨することで、全国のどこにも負
けない宇宙開発チームになりたいと思ってい
ます。

NAFTで撮影した成層圏からの画像

 第71回全日本合唱コンクール全国大会において混声合唱団コール・グランツェが3年連続の金賞受賞！
 教育学部附属高等学校1年生の 藤井聡太さんが最速・最年少・最高勝率で公式戦通算100勝を達成！

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308 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no308.html

祝 受賞祝 受賞

瑞宝重光章［教育研究功労］
佐藤　彰一 名誉教授（文学研究科）

瑞宝中綬章［教育研究功労］
青本　和彦 名誉教授（多元数理科学研究科）
稲垣　康善 名誉教授（工学研究科）
上村　大輔 名誉教授（理学研究科）
河上　省吾 名誉教授（工学研究科）
武田　周一 名誉教授（国際言語文化研究科）

　平成30年秋の叙勲の受章者が発表され、本学関係者では次の6名が受章されました。瑞宝章は、国家
又は公共に対して功労のある方のうち、公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた方に授与されます。

　平成30年度文化功労者・文化勲章受章者が発表され、山本　尚特別教授
が文化功労者として顕彰されました。文化功労者は、日本において文化の向
上発達に関し多大な功績を挙げた方に贈られます。山本特別教授は、物質同
士の反応を活性化する触媒の研究に取り組み、「キラル・ルイス酸触媒」の
研究を世界に先駆けて提案。その有用性を実証し、有機合成化学における

「分子性酸触媒」という新分野を築きました。

　10月17日（水）、堀場製作所の創業者にちなむ
「堀場雅夫賞」の授章式が京都市内で執り行われ、
堤　隆嘉工学研究科プラズマナノ工学研究センター
助教が出席しました。今年の募集テーマは「半導体
製造プロセスにおける先端分析・計測技術」であり、
堤助教は以下のテーマの論文で高評価を受けました。

山本　尚 特別教授が文化功労者として 
顕彰される

堤　隆嘉 工学研究科助教が「堀場雅夫賞」を受賞

平成30年秋の叙勲受章者が決まる

授賞式での堤助教（右から2人目）

山本　尚 特別教授
（写真提供：中部大学）

高精度半導体プラズマプロセスのための
基板温度計測システムの開発

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

日本海は450万年前に太平洋と分離した 世界初！宇宙空間でプラズマの波を介した 
粒子のエネルギー輸送を実証

ユビキチン修飾系、オートファジーに次ぐ 
新しいUBL3翻訳後修飾系を世界で初めて発見

花粉管を長く伸ばすために必要な膜交通の 
しくみを発見

すばる望遠鏡発の精密宇宙論の幕開け！
－ダークマター、ダークエネルギーの解明を目指して－

重要なキーマテリアルの1つ「透明で高い粘り 
強さを持つ材料」を簡単に調製することに成功！

〇 日本海が太平洋と分離し
て現在のような閉鎖性海
域になった時期の特定に
成功した

〇 日本海堆積物中の魚歯・骨片化石のネオジム同位体比の記録から、450万
年前に太平洋から流入する深層水が激減したことが明らかになった

〇 日本海と太平洋を隔てる東北域にあった海峡が急激に縮小・浅海化し、日
本海の閉鎖性が強まったと推定される

〇 本研究成果は、日本列島・日本海形成の解明に貢献すると期待される

〇 NASA の Magnetospheric Multiscale
（MMS）衛星編隊に搭載された低エネル
ギーイオン計測装置（FPI-DIS）を中心と
した観測データの解析によって、地球近
傍の宇宙空間で、異なるプラズマ粒子群

（水素イオンとヘリウムイオン）が衝突せずにプラズマ波動を介してエネ
ルギーを輸送している現場を捉え、エネルギー輸送率を直接計測すること
に成功した

〇 プラズマ波動を介して、異なるプラズマ間でエネルギー輸送が起きている
ことを実証したのは世界で初めてとなる

〇 UBL3が新規翻訳後修飾因子として機能するこ
とを見出した

〇 UBL3は多胞体（multi vesicular bodies, MVBs）
へ局在し、小型細胞外小胞（small extracel-
lular vesicle, sEV）として細胞外へ放出される

〇 UBL3遺伝子欠損マウスのsEV総タンパク質量は60%減少していた
〇 1,241個のUBL3結合タンパクを同定したところ、がん遺伝子Rasなどの

疾患関連タンパク質も含まれていた
〇 発がん性RasG12V変異体もUBL3化修飾によってsEVへ輸送量が増大

する

〇 花粉管の伸長に必要な受容体ANXUR
を常に花粉管先端へと正しく局在させ
るために必要な分子を発見

〇 この分子（PICALM5a/b）は、花粉管先端よりやや基部で膜タンパク質
を輸送小胞に積み込むANTHタンパク質で、輸送を介してANXURを先端
に戻すと考えられる

〇  誘引物質受容体PRK6の局在化には必要なかった
〇 本研究により、ANTHタンパク質の機能の多様化が、植物生殖の進化に深

く関わることが示された

〇 すばる望遠鏡Hyper Suprime-Cam（HSC）
で観測した重力レンズ効果を測定し、宇宙
の3次元ダークマター空間分布を測定した

〇 空間分布から宇宙構造の形成度合いを表す
物理量を精密に測定し、宇宙最大の謎であるダークエネルギーの性質につ
いても知見を得た

〇 これはHSC計画の約10%のデータを用いたもので、今後の更なるデータ
により、標準宇宙模型へのより深い理解と、ダークエネルギーの正体解明
の可能性がある

〇 分子状滑車として作用するポリロタキサ
ン架橋剤を利用し、力学的に強靭で光学
的に透明なエラストマーを開発すること
に成功

〇 少量のポリロタキサン架橋剤を利用するだけで、高靱性なエラストマーを
光学的に透明な状態で調製することが可能

大学院環境学研究科　淺原良浩准教授 宇宙地球環境研究所　小路真史特任助教　三好由純教授

大学院理学研究科　木下 専教授　上田（石原）奈津実講師 トランスフォーマティブ生命分子研究所　東山哲也教授

大学院理学研究科　杉山 直教授　西澤 淳特任講師　宮武広直特任助教 大学院工学研究科　後藤弘旭大学院生（当時）　原 光生助教　
　関 隆広教授　Abu Bin Imran特任助教（当時）　竹岡敬和准教授

（東京大学提供）
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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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世界最小クラスの発電・センシング一体型 
血糖センサーを新開発
－持続型血糖モニタリング用コンタクトレンズへ応用－

DNA損傷が引き起こす遺伝子変異のリスクを 
コントロールする仕組みを解明！

マルチモーダル対話型自動運転車の誕生！ 
－ドライバーと自動運転車の新しい人間－機械 
協奏関係の構築－

世界初！ゲルマニウム結晶からゲルマニウム 
単原子層シートの分離創製に成功！
－作製工程の簡略化とエレクトロニクス新素材の開発に向けて－

リアルタイムで分子の自己組織化を観察・操作 
することに成功！
－ボトムアップ的手法とトップダウン的手法を組み合わせた新たな物質創製に光－

朝食を抜くと体重が増えるメカニズムは 
体内時計の異常であることを解明！

〇 世界最小クラス、超低消費電力の無線送信器回
路と、涙に含まれる糖で発電する固体素子型グ
ルコース発電素子で構成される自立動作可能な
血糖センサーを新開発

〇 コンタクトレンズ方式の持続型血糖モニタリン
グ装置の試作に成功

〇 低侵襲かつ単独自立動作が可能な血糖コンタクトレンズの開発により、糖
尿病医療や糖尿病予防に貢献

〇 DNA損傷トレランスは損傷のあるゲ
ノムDNAを複製するメカニズムであ
り、紫外線からの生体の防御やDNA
損傷を引き起こす抗がん剤への耐性、
遺伝子の変異誘発などに関与

○ DNA損傷トレランスには2つのメカニズムがあり、どちらを選択するかは
紫外線や抗がん剤による細胞の生死、遺伝子変異の誘発リスクを適切に制
御する上で大変重要

○ 本研究は2つのメカニズムの選択反応を解明し、紫外線や抗がん剤などに
よる生体応答を理解する際の知的基盤となる

〇 一般ユーザでも自動運転車を操作できる
マルチモーダルインタフェースを開発

〇 音声・視線・ジェスチャを用いて「タクシー
運転手に指示するように」自動運転車を操
作可能

〇 音声認識技術、視線・顔向き・口動作認識技術、ジェスチャ認識技術を
結集

〇 将来の「機械-人間」協奏の一つの在り方を提案

○ ゲルマニウム結晶上の銀
薄膜試料を真空加熱する
ことで、表面偏析効果を
利用してゲルマニウムか
らなる蜂の巣構造単原子層シート（ゲルマネン）を分離創製することに世
界で初めて成功した

○ 大面積にわたり結晶構造が一様なゲルマネンを簡単に作製できることがわ
かった

〇 高速原子間力顕微鏡（高速AFM）を
用いて、ポルフィリン誘導体の自己組
織化プロセスをリアルタイムで観察す
ることに成功した

〇 高速AFMの探針によって分子集合体を部分的に分断し、ここに異なる分
子を組み込むことにも成功した

〇 本成果は自己組織化メカニズムについて分子レベルの新たな知見を与える
だけでなく、自己組織化を制御するための新手法として今後の材料創製研
究に新たな展開をもたらすことが期待される

○ 若い人で多い朝食欠食がメタボリックシンド
ロームにつながることが知られているが、こ
れまで、そのメカニズムが明らかにされてい
なかった

〇 今回の研究で、朝食欠食による体重増加が体
内時計の異常（肝臓時計の異常と体温時計の異常）によるものであるとい
うメカニズムを実験的に明らかにした

〇 毎朝規則正しく朝食を食べることは、体内リズムを正常化して、肥満やメ
タボリックシンドロームの予防につながる可能性がある

大学院工学研究科　新津葵一准教授 環境医学研究所　増田雄司准教授　金尾梨絵助教　益谷央豪教授
医学部　光行智司学部生

未来社会創造機構　武田一哉教授　石黒祥生特任准教授
　Alexander Carballo Segura特任助教
大学院情報科学研究科　竹内栄二朗准教授

大学院工学研究科　柚原淳司准教授　志満津宏樹大学院生
　黒澤昌志講師　大田晃生助教
未来材料・システム研究所　洗平昌晃助教

大学院理学研究科　内橋貴之教授

大学院生命農学研究科　小田裕昭准教授

DNA損傷トレランスの2つのメカニズム機能と特徴
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新素材「AlNウィスカー」
～電子機器の熱問題を一気に解決～
 株式会社U-MAP

　スマートフォンを長時間使っていると、本体が熱くなり、動
作が遅くなったり、電池が消耗してしまったりする経験はあり
ませんか？スマホ・PC・電気自動車など多くの電子機器にお
いて、発熱は性能劣化や寿命低下につながる深刻な問題です。
そして、AI・自動運転・5Gなどの次世代産業において、放熱
性能の向上は必要不可欠です。AIN（窒化アルミニウム）ウィ
スカーでこの熱問題を一気に解決することがU-MAPのミッ
ションです。
　AINウィスカーは宇治原　徹未来材料・システム研究所教
授（弊社CTO）が開発しました。2012年、AINのバルク単結
晶の研究で、偶然、AINウィスカーが合成されていることを
発見。そして、約6年かけAlNウィスカーの合成メカニズムを
解明し、高品質かつ大量生産を可能にしました。
　U-MAPは、名古屋大学と共同研究を行い、製造装置・材料
加工プロセスの開発を行っています。今後は、機械学習によ
るプロセスの条件最適化やロボットによる自動化を進めます。
素材分野は商業化まで非常に時間がかかると言われています。
U-MAPはその定説を覆し、素材系ベンチャーのロールモデルに
なるべく、AI・ITに負けないスピード感で商業化を目指します。

羽ばた
け！

名古屋大学発ベンチャー

URL   http://www.umap-corp.com/

ILSグランプリ2018受賞 

AlNウィスカー

U-MAPメンバーとAlNウィスカー合成装置（初号機）
3名とも宇治原研究室を卒業し、一般企業に就職後、U-MAPに合流
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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」 
第4回グローバル・ビジネス講座

第8回シンクロトロン光研究センターシンポジウム

第1回環境医学研究所シンポジウム 
「免疫系を介する全身臓器のクロストーク」

第4回アカデミックライティングと批判的思考における
国際シンポジウム（4th International Symposium on 
Academic Writing and Critical Thinking）　

2月6日（水）
場　　所：理学南館1階
　　　　　坂田・平田ホール
時　　間：14：30～16：00
参 加 費：無料

講演題目：「たゆまぬ変革と挑戦」
講 演 者：�鈴木　純氏�

（帝人株式会社代表取締執行役員 CEO）
内　　容：�リーダーに求められる能力や最新の�

ビジネス情報について�
（英語による同時通訳あり）

1月17日（木）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～18：00
対　　象：学生、一般
参 加 費：�無料（意見交換会は2,000円）

内　　容：�
研究成果や光源加速器・ビームライン開発に関
するトピックを紹介し、放射光を利用した新た
な研究の可能性や有効性について議論する

2月8日（金）
場　　所：�環境医学研究所南館�

2階大会議室
時　　間：13：00～17：20
参 加 費：無料（懇親会は4,000円）

講 演 者：�小安重夫氏（理化学研究所理事）�
小川佳宏氏（九州大学教授）�
鈴木一博氏（大阪大学教授）�
小峯　起（環境医学研究所助教）�
田中　都（同助教）

2月8日（金）、9日（土）
場　　所：�文系総合館7階�

カンファレンスホール
時　　間：�13：00～17：30（2/8）�

10：30～18：00（2/9）
定　　員：70名
対　　象：�アカデミックライティングと

批判的思考に関心のある方
参 加 費：無料

テ ー マ：Innovation�and�Evaluation

［問い合わせ先］� PhD 登龍門推進室　052-789-5717［問い合わせ先］� シンクロトロン光研究センター　052-747-6562

［問い合わせ先］� �環境医学研究所　教授　菅波孝祥�
suganami@riem.nagoya-u.ac.jp［問い合わせ先］� 教養教育院　052-747-6534

2019年1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.308 2019年1月

名大ウォッチ

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

27
12

22
11

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。

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

名大が生んだ世界の技術のリーダーたち

台風の目に飛び込む
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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▶︎

「名大（めいだい）」はいつから？
　『名大トピックス』や「ちょっと名大史」のタイ
トルにも使われている、名古屋大学の略称である

「名
めい

大
だい

」は、古くから親しまれてきたものです。名古
屋帝国大学を「名帝大」と略すのが一般的であった
ことから、最初にこの略称が使われたのは1947（昭和
22）年に「帝国」が取れて名古屋大学となった時だと
思われがちですが、実はそうではありません。
　1931（昭和6）年、名大医学部の前身である県立愛知
医科大学が官立移管され、名古屋医科大学となりまし
た。現在の感覚では、その略称は「名医大」となるの
が自然に思えます。しかし、新聞では、「名医大」も
多く見られますが、「名大」も使われました。そして
何より、当時の学友会報を見ると、大学関係者の中で
は「名大」の方が定着していたようです。
　名古屋医科大学の学友会報は、当初は『鶴天学友会
会報』でしたが、1933年から教官による『鶴天学友

会報』（7月に第1号）と学生による『名大』（1月に第
1号）に分かれました。『名大』の紙面に「名大」の
略称が使われたのは当然ですが、『鶴天学友会報』で
も「名医大」はあまり見られず、やはり「名大」が使
われました。名古屋医科大学の略称が「名大」という
のはやや違和感もありますが、当時の名古屋市には他
に大学はなく、それで問題はなかったのでしょう。
　もっとも、新聞では「名医大」も一般的に使われま
したし、野球部のユニフォームは「MEIIDAI」（名医
大）になっています（写真4）。学友会報でも、「名古屋」
を略さない場合は「名古屋大」ではなく「名古屋医大」
と記すことが多かったようです。
　名古屋医科大学は、官立総合大学設置運動が挫折す
る中で、やむをえず単科大学として出発した経緯があ
りました。総合大学になれなかった無念も、「名大」
の呼び方には込められていたのかもしれません。

1　�『名大』第1号。題字の上下に副題のような形で「NAGOYAIDAI」とあるが、第14号
からはそれも見られなくなる。

2　�『鶴天学友会報』と『名大』が合同して発刊された『名大学友会報』創刊号（1935年
10月）。この時、学友会の名称も「名古屋医科大学鶴天学友会」から「名古屋医科大
学学友会」に改められた。この学友会報は、『名帝大医学部学友会報』等を経て、現在
も『名大医学部学友時報』として発行されている。

3　�『大阪朝日新聞』（名古屋本社版）1939年12月18日の記事。新聞では、名古屋帝国
大学の略称は「名帝大」が圧倒的に多かったが、「名大」の表記も見られる。

4　�名古屋医科大学野球部の部員たち。

1
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