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クローズアップ Takagi Family Documents

　2019年3月、国の文化審議会（会長：佐藤　信）は、名古
屋大学附属図書館が所蔵する「高木家文書」を、「交代寄合
西高木家関係資料」の名称で、重要文化財に指定するよう文
部科学大臣に答申しました。名古屋大学の資産が重要文化財
に指定されるのは、今回が初めてのことです。

高木家文書とは？
　高木家文書は、現在の岐阜県大垣市上石津地域を治めた旧
旗本西高木家に伝来した文書群です。総点数は約10万点に
及ぶと見積もられており、多くの旗本文書が幕府の崩壊とと
もに散逸した中で、傑出した規模と内容を有する文書群とし
て知られています。江戸幕府の命により、高木家が木曽三川

（木曽川・長良川・揖斐川）及び流域河道の監視・整備にあ
たる川通掛（水行奉行）に任命されたことから、全国的にも
まれな治水関係資料が1万4千点以上伝来している点が特徴
です。

高木家文書と名古屋大学の歩み
　戦後、高木家文書はその一部が市場に流出しましたが、当
時の本学中村栄孝文学部教授と勝沼精藏総長のはからいによ
り、1949年度にそれらを一括購入し、附属図書館に収蔵し
ました。また、1955年度にも再び、市場に出回っていた文

書を購入して、先のものとともに収蔵しました。この結果、
数万に及ぶ多量の文書が散逸を免れ、名古屋大学に一括して
収蔵されることになりました。
　その後、本学では、1971年3月に高木家文書調査室を
設置し、全学的な事業として高木家文書の整理に取り組み、
1982年度までに52,409点の整理を終え、『高木家文書目
録』巻1～5の刊行という成果をあげました。1989年度か
らは、残された文書の整理が総合研究資料館（現在の名古屋
大学博物館）の活動の一環として再開され、現在は、これを
附属図書館研究開発室が引き継ぎ、整理・研究を行っていま
す。また、2001年からは、高木家文書の画像電子化と公開
にも取り組んでいます。昨年には、文書の修理と画像電子化
のためのクラウドファンディングを行い、135名の方から
計2,444,000円の温かいご支援をいただきました。　

重要文化財「交代寄合西高木家
関係資料」へ
　そして本年、高木家文書は重要文化財に指定される運びと
なりました。今回の指定対象は、治水関係文書を中心とした
約3万2千点です。今後、政治史、社会経済史、地域史、治
水・災害史、土木技術史、さらには古文書学等幅広い分野で
の研究への活用が期待されています。

西高木家陣屋跡 木曽三川下流域絵図西高木家陣屋跡の位置

高木家文書　名古屋大学で初めての国指定重要文化財へ
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Takagi Family Documents

　名古屋大学で初めての重要文化財指定答申を記念して、
3月18日（月）には、松尾総長と森附属図書館長による記者
発表及び常設展示内覧会を開催しました。高木家当主ご母堂
の高木ゆき子様と、ご祖母様の高木久子様、そして、日頃
から附属図書館をご支援くださっているOKB大垣共立銀行
頭取 土屋　嶢様をお迎えして開催した当イベントの様子は、
東海地方を中心に数多くのメディアに取り上げられ、注目を
集めました。

今後の公開予定
　3月19日（火）より、附属図書館2階のOKB大垣共立銀
行高木家文書資料館において、高木家文書の常設展示を始め
ました。選りすぐりの20数点の複製を展示しており、どな
たでも無料でご覧いただけます。
　来館できない方は、附属図書館ホームページでVR（バー
チャル・リアリティ）展示をお楽しみいただくこともできま
すので、是非ご活用ください。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/event/index.html#vr

記者発表及び常設展示内覧会

さまざまな日記

高木家文書　名古屋大学で初めての国指定重要文化財へ

名古屋大学附属図書館支援事業

高木家文書の整理・保存・活用事業を含む、図書館の学修・
研究環境の整備のために、皆様からの温かいご支援を 
お待ちしております。

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/kikin/index.html

（お問い合わせ先）名古屋大学附属図書館支援事業事務局 
Tel: 052-789-3665/3666　 
E-mail: libkikin@nul.nagoya-u.ac.jp

　附属図書館では、引き続き、未整理の高木家文書の調査と
画像電子化を継続し、研究への活用のためのプラットフォー
ムを整備してまいります。名古屋大学の宝である高木家文書
を後世に伝え、さらなる研究への活用を推進するため、一層
のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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Q &A
先生に一問一答

のもと みか
2011年香川大学農学部応用生物科学科卒業、2013年香川大学大
学院農学研究科生物資源利用学専攻修士課程修了、2018年名古屋
大学大学院理学研究科生命理学専攻博士後期課程修了。博士（理
学）。日本学術振興会特別研究員（DC1）を経て、2018年より現職。
2016年名古屋大学発のベンチャー企業NUProtein株式会社を設
立し、取締役に就任（～2018年）。現在は社外アドバイザーとし
て関与。趣味は、旅行とスポーツカー観戦。

大学を卒業し、教員になってまだ2年目と日が浅いため、
研究者としても教員としても、まだまだ学ぶべきこと、
学びたいことがたくさんあります。もっと成長できるよ
うに、この言葉を胸に何事にも真摯に取り組んで行き
たいと思っています。

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？

モデル生物のシロイヌナズナを材料に、病原菌や昆虫
などの環境ストレスに対して、植物がどのように防御
応答を活性化しているのかを研究しています。特に、
その制御に関与するタンパク質を同定し、分子機能の
解明を進めています。また、それらタンパク質分子を
人為的に操作するための低分子化合物の同定も行って
います。将来的には、病原菌や虫害を防御できる強い
植物の創出につながると考えています。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

在学時に、試験管内で人工的にタンパク質を合成する
システムを開発し、会社を設立しました。この技術に
より、これまで実験に使いたくても合成できなかった
タンパク質を簡単に、しかも網羅的に手に入れること
が可能になりました。まずは、大学や企業などの基礎
研究に貢献できれば嬉しいなと思っています。

Ⓠ

A

名古屋大学発ベンチャー企業NUProtein株式
会社の創設にも携わっていらっしゃると伺いま
したが、この研究によって可能になることは？ 

日々是鍛錬
MyBestWord

野
元 

美
佳

遺
伝
子
実
験
施
設
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高校時代、生物が大好きで、資料集や教本を勉強
するのが楽しくて仕方がありませんでした。生物
系の研究者になるためには、きっと化学や物理は
そんなに必要ないだろう！と思い込んでいて、高
校の時に苦手なまま過ごしてしまったせいで、大
学生時代に苦労する時が多々ありました…。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせて

ください。

Ⓠ
生物現象は非常に高度で複雑なので、実験をすれ
ばするほど、まだ明らかになっていないことがど
んどん見えてきてしまいます。これを、世界に先
駆けて自分たちの力で少しずつ解明していくこと
が研究の醍醐味だと思います。
特に、苦労した実験がうまくいった時の達成感は
すごいです。研究仲間と議論しながら切磋琢磨す
ることも面白さの一つです。

A

研究が面白い！と思った瞬間はどんな時
ですか？

Ⓠ
色々なことに挑戦していきたいです。長期の留学
や、英語力の向上、まだ身につけていない新しい
実験技術の習得など、やりたいことがたくさんあ
ります。一つずつ達成していきたいです。

A

今後の目標は？意気込みも含めてお願い
します。

ユネスコ本部のホールで授賞式があり、想像以上
に華やかな式典でした。大変名誉なことに世界中
の女性若手研究者15名のうちの一人に選ばれ、
式典では母の振袖を着ました。受賞式前後には、
今後の研究活動に役立ててほしいということで、
タイムマネジメントのコツや、研究成果（知的財
産）を活用するための勉強会が開かれました。人
種・年齢バラバラの15名で約2週間共に過ごし
たことは、大変貴重な経験になりました。良い研
究仲間に出会えて、本当に良かったです。

A

Ⓠ 3月には、2019年「ロレアル-ユネスコ女性
科学賞―国際新人賞」を受賞されました。パリ
での授賞式でのエピソードを教えてください。

モデル植物であるシロイヌナズナにおける病原性細菌に対
する病徴。防御応答に重要なNPR1タンパク質をコード
する遺伝子を欠損させると、細菌が増殖し、葉が黄化する。

パリのユネスコ本部での授賞式の様子。
中央が野元先生。

先生の研究を
表す1枚！

©L’Oréal
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名大の

今がわかる
!

気候変動への対応を目指したイネの品種改良にかかるオープンセミナーを開催 ■農学国際教育研究センター

名古屋大学オープンレクチャー2019を開催

大規模災害時の地域への支援協力に関する覚書を締結

公開講座「3D 工房」を開催 ■大学院理学研究科

　フィリピン稲研究所遺伝資源部門
長のジョナサン マニト ニオネス博士
を招き、2018年度第4回オープンセミ
ナー「気候変動への対応を目指したイ
ネの品種改良－フィリピンにおける遺
伝資源の潜在能力を解き放つ－」を農
学部B館319号室で開催しました。
　現在、同研究所には16,724に及ぶイ

ネのアクセッションラインが保存され
ています。本セミナーでは、これらの
遺伝資源特性がどのようにデータ化さ
れ、品種改良に利用されているのかに
ついて紹介いただき、多様な遺伝資源
の効率的な利用を通した国際共同研究
の推進に向け、参加者とともに意見交
換しました。

　名古屋大学オープンレクチャー2019
を、理学南館坂田・平田ホールで開催
しました。約250名が来場し、大学概
要説明後、6部屋に分かれて最先端研
究の講義を受けました。今回、講義を
行ったのは、石原一彰工学研究科教
授、神田英輝同研究科助教、町田　洋
同研究科助教、榊原　均生命農学研究

科教授、辻村啓太高等研究院特任助
教、堀江未央同院特任助教です。
　参加者の半数以上が10代で、アン
ケートには「難しかったが興味が広
がった」、「高校での学びが掘り下げら
れ、大学の深い学びが実感できた」と
いった感想が寄せられました。

　大規模災害時の地域防災協力に関す
る覚書を、東山キャンパスに接する見
付学区・滝川学区との間で取り交わ
し、豊田講堂応接室で調印式を挙行し
ました。
　本学はこれまでに、附属学校体育館
を名古屋市の指定避難所として整備し
てきましたが、これに加え、他の避難

所等の利用が困難な東山キャンパス南
東側の町内に限定して、大災害時、一
時的な避難所として屋内運動場を使用
できることとしました。災害時は、地
域住民が中心となり、避難所運営を行
いますが、平常時から準備や訓練など
を連携して行うことで、南海トラフ地
震等大規模な災害に備えます。

　第7回理学部第一・第二装置開発室
公開講座「3D工房」を、理学部G101
講義室等で開催しました。本講座は、
一般の方に対し、理学研究科で行われ
ている最先端の科学研究等に興味を
持っていただくために開催しました。
　参加者は、3D-CAD（SolidWorks）
を操作して、デザインを含めたモデリ

ングをし、3Dプリンタによる造形を
行う体験をしました。デザインコンテ
ストやグループワークにも取り組み、
3Dプリンタの最新技術や、産学連携
による産業利用事例の講演等も熱心に
聞いている様子から、3D-CADや3D
プリンタへの関心の高さが感じられま
した。

12
3

21
3

22
3

25
3

ニオネス博士による講演

坂田・平田ホールでの大学概要説明

地域代表者との覚書の取り交わし

受講生がデザインして造形したジャイロスコープモデルとサンプル
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Meidai News

C-TEFs グランドオープン記者発表、C-TECs/C-TEFs 見学会を実施 ■未来材料・システム研究所

キックオフシンポジウム 2019を開催 ■実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム

第64回経営協議会を開催

キックオフシンポジウムを開催 ■卓越大学院「未来エレクトロニクス創成加速 DII 協働大学院プログラム」

　4月から、エネルギー変換エレクト
ロニクス実験施設（C-TEFs）とエネ
ルギー変換エレクトロニクス研究館

（C-TECs）の両施設が、産学官共創に
よるオープンイノベーション拠点とし
ての活動をスタートするにあたり、報
道関係者を招き、今後の取り組みにつ
いて記者発表を行いました。

　当日は、天野　浩未来材料・システ
ム研究所教授と須田　淳工学研究科教
授（C-TEFs施設長）が、記者に対し、
GaN（窒化ガリウム）研究による省エ
ネルギーイノベーション創出に向けた
研究方針や、施設の役割について説明
を行い、その後、両施設を案内しま
した。

　産学連携の教育・研究の取り組みを
発展させるために立ち上げた「実世界
データ循環コンソーシアム」のキック
オフシンポジウムをES総合館ESホー
ルで開催しました。
　武田一哉情報学研究科教授がコン
ソーシアムの趣旨や活動を紹介すると
ともに、これまで豊田通商株式会社

及びベネッセ教育総合研究所と実施し
た2つの産学連携プロジェクトの成果
報告を行いました。その後、本プログ
ラムの17名の履修生が各自の研究プ
ロジェクトについてポスター発表を行
い、シンポジウムに参加した様々な産
業分野の方と活発な議論を交わしま
した。

　第64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）
で開催しました。
　松尾総長からの挨拶の後、東海国立
大学機構、執行部の職務分担、第3期
中期目標期間における平成31事業年
度の業務運営等に関する計画、学内予
算配分案等について、総長及び各担当

理事から説明があり、審議の結果、了
承されました。次いで、第9回（平成
30年度）日本学術振興会育志賞、平
成31年度入学者選抜実施状況、名古
屋大学基金について報告がありまし
た。この間、外部委員からは貴重なご
意見が寄せられる等有意義な会議とな
りました。

　卓越大学院キックオフシンポジウム
をESホールで開催しました。杉山理
事、藤巻理事、平野博紀文部科学省大
学改革推進室長の挨拶に続き、コー
ディネータの天野　浩未来材料・シス
テム研究所教授が本プログラムの教育
内容について説明しました。その後、
D（Deployer）の立場からデバイスラ

ボの大毛利健治社長、I（Innovator）
から小柳光正東北大学教授、I（Investi-
gator）から天野教授の基調講演があり
ました。DII一期生の松山　仁さんと
張葉林さんからも「履修生からの報告」
があり、その後、場所を移し、ポスター
発表・交流会を行いました。81名が
参加し、盛況のうちに終了しました。

26
3

26
3

28
3

3
4

C-TECsを報道関係者に案内する天野教授

産学連携プロジェクトの成果発表

NICで開催した経営協議会

Investigator基調講演（天野教授）
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名大の

今がわかる
!

2019年度入学式を挙行

低温プラズマ科学研究センター看板上掲式を挙行 ■低温プラズマ科学研究センター

　2019年度名古屋大学入学式を、晴
天に恵まれた満開の桜の中、豊田講堂
で挙行しました。
　松尾総長が、大学院2,211名（博士
前期課程及び修士課程1,714名、専門
職学位課程40名、博士後期課程及び
医学博士課程457名）、学部2,171名の
入学生に対して祝辞を述べ、大学院及

び学部入学生総代は、大きな節目とな
る新しい時代に、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より
温かい祝辞をいただきました。
　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/31_1.html

　低温プラズマ科学研究センター看板
上掲式をナショナルイノベーションコン
プレックス（NIC）4階で挙行しました。
　本センターは、我が国初の低温プラ
ズマ科学分野における共同利用・共同
研究拠点として4月1日に発足しまし
た。国際連携の司令塔として、多様な
学術領域の境界を破り、融合すること

で、プラズマ科学を発展させ、関連産
業を通じ人類の永続的発展に貢献し
ます。
　堀　勝センター長の挨拶の後、松尾
総長、藤巻理事、佐宗副総長、水谷工
学研究科長らにより看板上掲が行わ
れ、多くの学生・教職員が本センター
の発展を祈念しました。

5
4

15
4

豊田講堂で行われた入学式

左から、水谷工学研究科長、堀センター長、総長、藤巻理事、佐宗副総長

ブレイクタイム

水田名誉教授を囲む受賞者、総長ら

渡邉政嘉NEDO理事（左）と財満理事（右）

第7回水田賞授賞式を挙行
　3月1日（金）、第7回水田賞授賞式を本部1号館第2会議室で挙行しました。本賞は、
水田　洋名誉教授からのご寄附のご意志に基づき、人文・社会科学（思想史）の分野で将来
の発展が期待できる優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰し、研究意欲を高め、研究の
発展を支援する目的で創設され、今回は、古田拓也慶応義塾大学非常勤講師を受賞者に決定
しました。（研究テーマ：「ロバート・フィルマーの政治思想」）
　授賞式には、松尾総長、水田名誉教授、髙橋理事、和田副総長及び審査委員の田中秀夫愛
知学院大学教授が出席し、受賞者に賞状と副賞が贈られました。

NEDO と起業家支援に係る連携・協力の覚書を締結
　3月1日（金）、ビジネスコンテストを通じた案件発掘やベンチャーの成長支援、大学内のベ
ンチャー関連人材育成等に相互に連携して取り組むことを目的に、NEDOと起業家支援に係
る連携・協力の覚書を取り交わしました。
　具体的な連携内容は、①名古屋大学が実施する大学発ベンチャー等のビジネスプランコン
テストとNEDO TCP事業の連携②名古屋大学発ベンチャー創出及びその円滑な育成に向けた
大学現場内の支援人材育成NEDO SSA事業の受入れ③その他、大学発ベンチャー起業家等の
育成に関するイベント・セミナー等（JOIC）活動の参加・情報提供です。
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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312 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no312.html

祝 受賞祝 受賞

遺伝子実験施設　野元美佳助教が 
2019年「ロレアル－ユネスコ女性科学賞－国際新人賞」を受賞

岡本佳男特別教授が2019年「日本国際賞」を受賞

　化粧品会社ロレアルグループとユネスコは、将来が期待される生命科学、物理科学、工学、数学などの分野の若手
女性科学者を支援する2019年「ロレアル－ユネスコ女性科学賞－国際新人賞」の受賞者を発表し、本学遺伝子実験
施設　野元美佳助教の受賞が決定しまし
た。野元助教は、日本ロレアルが推進す
る2018年「ロレアル－ユネスコ女性科
学者　日本奨励賞」の受賞に次いで、新
たに本賞を受賞するという快挙を達成し
ました。
　なお、日本からの国際新人賞の受賞は
4人目で、授賞式は3月14日（木）（※現
地時間）、パリのユネスコ本部で行われま
した。

　岡本佳男特別教授が、2019年Japan Prize（日本国際賞）を受賞されました。
　日本国際賞は、「国際社会への恩返しの意味で日本にノーベル賞並みの世界的な賞を作ってはどうか」との政府の構
想に、松下幸之助氏が寄付をもって応え、1985年に実現した国際賞です。全世界の科学技術者を対象に、独創的で飛
躍的な成果を挙げ、科学技術の進歩に大きく寄与し、もって人類の平和と繁栄に著しく貢献したと認められる者に与え
られるもので、毎年、科学技術の動向を勘案して決められた2分野で受賞者が選定されます。
　岡本特別教授は、らせん高分子の精密合成と
医薬品等の実用的光学分割材料の開発への先駆
的貢献が高く評価され、「物質・材料、生産」
分野においての受賞となりました。なお、本学
関係者では竹市雅俊特別教授に次ぐ栄誉です。
　平成最後の授賞式は、4月8日（月）、国立劇
場にて天皇皇后両陛下御臨席の下、盛大に執り
行われました。岡本特別教授は、受賞者挨拶の
中で、関係者への深謝を表明するとともに、「今
回の受賞のきっかけとなった一方向巻きのらせ
ん高分子の合成は1979年に見つけました。そ
の時からちょうど40年目の節目にこの受賞に
たどり着き、大変嬉しく思います。」と述べら
れました。

国際新人賞受賞者集合写真（写真右から5番目が野元助教）

両陛下御臨席の下、受賞者挨拶をする岡本特別教授

©L’Oréal

©公益財団法人国際科学技術財団
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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

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

Point

関係する本学の教員等

世界初！地球近傍の宇宙で発生するプラズマと 
電磁波の相互作用発生域の可視化に成功

マゼランペンギンのメスがオスより多く 
ストランディングする謎が明らかに！

光ファイバーを用いない「ファイバーレス神経 
活動操作」の開発とその応用による長期間の 
マウス行動制御の達成

概日時計のスピードを遅らせる新しい化合物を 
発見
－培養した急性骨髄性白血病細胞の増殖も抑制－

画期的負熱膨張微粒子の発明とその量産化 
技術の確立
－サンプル受注開始－

精神疾患に関わる脳内ネットワークを推定する 
AI手法を開発！
－ゲノム情報に基づいた新しい診断法に期待－

○ 科学衛星「あらせ」と地上からの高速オー
ロラカメラとの連携観測によって、フラッ
シュと呼ばれる1秒以下のオーロラ現象
が宇宙の電波「コーラス」によって起き
ていることを初めて実証

○ フラッシュの形状の変化から、宇宙空間で「コーラス」によって電子が変
調されている領域の時間変化を可視化

○ 世界各地に配置されている高速オーロラカメラネットワークによる地上か
らのフラッシュの観測を通して、「コーラス」の発生領域の分布や、その
時間変化の全体像を明らかにしていくことが期待される

○ 動物装着型の小型データロガー（記録計）を
用いて、南米アルゼンチンに生息するマゼ
ランペンギンの非繁殖期の移動を追跡した

〇 オスとメスでは越冬海域が異なり、メスの方がより繁殖地から遠い、アル
ゼンチン北部からブラジル南部にかけての海域まで移動することが明らか
になった

〇 メスが主に越冬している海域は、船舶の往来や油田開発、漁業などの人間
活動が盛んな海域と重複しているため、オスに比べてメスの方がストラン
ディング（衰弱や怪我による漂着）する可能性が高いと考えられる（メス
が多くストランディングする謎を解明）

○ 光遺伝学による行動実験において、光ファイバー
の脳への刺入と接続を用いないファイバーレス光
遺伝学を開発

○ ランタニドマイクロ粒子を脳内に注入し、生体外
から近赤外光を照射して体内の深部組織にて可視
光を発光させ、その光によって神経活動を操作す
ることで実験動物の行動を制御

○ ランタニドマイクロ粒子の注入後、約8週間に渡って操作が可能であり、
1度の注入で通常の行動実験が十分行えることも示した

○ 1日周期の生命活動リズムを司る概日
時計を調節する新しい化合物を発見し、
GO289と名付けた

○ GO289は、細胞内のリン酸化酵素であるカゼインキナーゼ2（CK2）を
正確に狙って強力に阻害することを見いだした

○ GO289によるCK2の阻害が、細胞内の時計タンパク質のリン酸化を低下させ
ること、ならびに培養した特定のガン細胞の増殖を抑制することを見いだした

○ GO289に類似した化合物の合成と解析とX線結晶構造解析により、CK2
の阻害機構を明らかにした。選択的な作用を持つGO289は、生命科学や
基礎医学分野への応用が期待される

○ 粒径1μmレベルの微粒子としては最高性能の
負熱膨張を実現

　 広い動作温度（100～700 K）と大きな線膨
張係数（a=－5～－10 ppm/K）

○ 名古屋大学と（株）ケミカルゲートとの共同研究の成果
　 名大の材料開発ノウハウとケミカルゲート社のエアロゾルナノ加工技術の

協同
○nanotech2019での出展と量産品の供給開始

○ 精神疾患の発症に関わるゲノム変異の影響が脳
内でどのように伝播されていくかを解析するAI
手法を開発

○ 自閉スペクトラム症や統合失調症の発症に関わ
る脳内ネットワークの推定が可能となった

○ 個別化医療に向けて、個々のゲノム情報に基づく診断法や治療法の開発の
基盤として期待

宇宙地球環境研究所　三好由純教授　塩川和夫教授　大山伸一郎講師　
　栗田 怜研究員　大塚雄一准教授　能勢正仁准教授　西谷 望准教授

大学院環境学研究科　依田 憲教授

環境医学研究所　山中章弘教授　山下貴之准教授
大学院医学系研究科　宮崎杜夫大学院生

トランスフォーマティブ生命分子研究所　廣田 毅特任准教授　伊丹健一郎教授
　丹羽由実日本学術振興会特別研究員　大島 豪日本学術振興会特別研究員

大学院工学研究科　竹中康司教授
大学院医学系研究科
　川久保秀子特任助教　島村徹平特任准教授　尾崎紀夫教授
高等研究院　久島 周特任助教

© JAXA
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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312 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no312.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　本学と大学間協定を締結しているモンゴル国立大学から、トゥ
ムルバータル学長、オチルホヤグ副学長及びエンフアムガラン氏
が来訪し、松尾総長を表敬訪問しました。同大学は、研究大学と
なることを目指しており、トゥムルバータル学長らは、本学の教
養教育院や理学・工学の研究室等を訪問し、学部生・大学院生の
研究・教育に関する本学の取り組みを熱心に視察しました。また、
本学に在籍しているモンゴルからの留学生とも交流し、意見交換
を行いました。

　全学の図書系職員の図書館活動のうち、特に顕著な活動や
他機関・海外の活動事例等について報告し、学内の図書系職
員等との間で情報共有を図り、今後の図書館業務における業
務改善の参考とするために開催し、63名が参加しました。

来訪日：平成31年3月26日

実施日： 3月12日（火）

　ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学は、欧州屈指の
研究大学で、本学とは、既に数学分野で部局間協定を締結し
ているほか、法学・生命農学両研究科で研究交流が行われて
います。また、全学レベルではスーパーグローバル大学創成
支援事業における海外派遣プログラム群にて、平成29年度
から、同大学で欧州研修を実施しています。また、平成29
年10月には名古屋市とランス市が姉妹都市協定を締結して
おり、両市からの支援もあり、このたび本学と同大学との交
流関係をより強固にするため協定を締結するに至りました。

締結日：平成31年3月5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

モンゴル国立大学 トゥムルバータル学長らが来訪

平成30年度図書系職員年度活動報告会

ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学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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新名誉教授の ことば

　パリ北東のドランシーにはかつて強制収容所
が置かれ、ここから多くのユダヤ人がアウシュ
ヴィッツ絶滅収容所へ送られました。赤ちゃん
を抱いて貨車に押し込まれた母親もいます。子
供だけは生き延びてほしいと、自分たちだけ捕
まった両親もいます。名大出版会から機会を頂
戴して、『自分にはいなかった祖父母の歴史―あ

る調査』を翻訳させていただきながら、読むたびにいつも仕事が止まっ
てしまった一節があります。家畜のように貨車に押し込まれる早暁、
ポーランド出身のユダヤ人夫妻が占領下のパリに残していく子供たちに
書き送った葉書です。古文書館にも図書館にもないテクスト。戦後を孤
児として生きざるをえなかったユダヤ人家族に保存されていた最後の言
葉です。若い時からずっと西欧にこだわってきた私には、これがその奥
の奥、行き着いた底でした。

1943年3月2日ドランシー収容所からの葉書
田所　光男　大学院人文学研究科

　私が名古屋大学で過ごした期間は42年にな
る。1977年に大学院に入学し、1984年から
助教授として教壇に立つことになった。
　この約40年間を振り返ると、高度成長から
低成長、さらにはゼロ成長への転換があり、国
際的には冷戦の終結と社会主義の崩壊があった。
他方では、大学院時代には夢にも思わなかった

ICTの急速な発達によって、原稿は手書きからパソコン入力に変わり、
資料の入手もほとんどがネットで可能になった。イタリアの新聞もネッ
トで読めるようになった。しかし、これからの40年、あるいは20年
を考えてさえも、これまでをはるかに超える変化は確実だと思われる。
AI、5G、エクサスケールのコンピューターなど。社会科学者としては、
それらのテクノロジーを活用できる社会制度、とくにベーシック・イン
カムに注目しながらそうした変化をフォローしていきたいと考えている。

次の40年はどうなるのか
後　房雄　大学院法学研究科

　名古屋大学には、1973年に医学部医学科の
学生となって以来、出たり入ったりしながら、
ずっとお世話になってきました。2004年から
は基礎医学系の教授として14年間に渡って、楽
しみつつ教育と研究に全力投球する機会をいた
だきました。研究者として脂が乗った時期を、
名古屋大学の自由で恵まれた環境で過ごすこと

ができたことは、本当に幸せでした。昨年10月より、私にとっては研
究者として生まれ育った故郷とも言える愛知県がんセンターに総長とし
て戻り、組織の運営という新たなチャレンジを開始しています。思えば、
外科医から始まり、トランスレーショナルリサーチ、基礎研究、そして
アドミニストレーションと、一人のM.D.として望外に広い経験ができ
ました。母校である名古屋大学に、心より感謝しております。

瞬きを3回するうちに
髙橋　隆　大学院医学系研究科

　私が大学生になった頃、島田豊氏の『現代の
知識人』はいわば必読文献であった。「知識人」
という言葉に違和感はあったが、限られた数の
人たちだけが、極めて安価な授業料で最高の学
問を修めることが出来るのは、間違いなく「特
権的」な地位にあることを意味していたので、
立場の違いを超えて大学で学んだことは必ず社

会に還さなければならない、という共通の認識があった。私は教育研究
者の道を選び、これまでそれを志して生きて来た。しかし、忘れてはな
らないのは、その前提には「学問の自由」と、歴史的な限界性はあった
としても、それを支える「大学の自治」があったことである。これらの
言葉を、大学界で耳にすることが殆ど無くなってしまって久しいが、ど
のような現代の「知識人」が育って行くのであろう。期待感より不安感
が先に立つのは、私だけなのであろうか。

「勇気ある知識人の育成」に想う
植田　健男　大学院教育発達科学研究科

　名古屋大学を退職し、9年が経ちました。還
暦を迎え、名誉教授の称号を賜り、誠に光栄に
存じます。在職中に大学改革が本格化し、大学
院重点化や国立大学法人化が行われ、さらには、
研究のみならず教育についても競争的資金を獲
得しなければならない状況になりました。この
ような状況の下で、情報科学研究科の創設、IB

電子情報館南棟の新築、ITスペシャリストコースの開設、若手研究者
海外派遣事業の実施等々で貴重な経験をさせて頂きました。副研究科長
としてITスペシャリストコースを改組に繋げられなかったことは申し
訳なく思っています。これらの経験にも増して、情報科学研究科や工学
部・工学研究科の先生方とお近づきになれたことは、私にとって大きな
財産です。今も協力して研究を行っておりますので、今後もときどき美
しいキャンパスを訪れさせて頂きます。

名古屋大学での貴重な経験
髙木　直史　大学院情報科学研究科

　私は水に関する研究をしてまいりました。37
年間の研究生活のうち、25年間は東シベリアに
通い続け、18年間は名古屋大学に転任してから
です。この仕事は、国内外の多くの仲間たちと
行われたものです。東シベリアでは、初めて経
験する現象が多く、私には非常に新鮮でした。
海外調査やロシアをはじめとする海外の研究所、

国内の大学、研究所の方たちとの共同研究に、自分はもとより学生たち
も加われたことは非常に有意義でした。そこでは食住を共にし、議論を
戦わせ、多くのアイデアが生まれました。そのおかげで、東シベリアの
水循環研究に貢献できたと思います。このような研究に、今後も若者た
ちが参加することを期待しております。最後に諸先輩、同僚、技術・事
務職員の方々に支えてもらいながら、教育・研究に携われたこと、本当
に有難うございました。

若い人たちへ
太田　岳史　大学院生命農学研究科
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　1989年6月から2018年3月までほぼ29年
間、名古屋大学農学部・生命農学研究科に勤務
しました。昨年度は客員教授を務めさせていた
だきましたので、平成30年間を名古屋大学でお
世話になったことになります。テレビで放映さ
れる平成を振り返る番組を見ながら、その時々
の社会の出来事に当時の自分を重ね合わせて思

い出しています。一番に思い出すのは、研究室で一緒に過ごした学生さ
んたちです。私は植物に病気を引き起こすカビを研究対象にしてきまし
た。農学部で学んだ学生にとっても決して身近な存在ではありません
が、そのテーマを選び、興味を共有してくれたかけがえのない仲間たち
です。今回、名誉教授の称号をいただけるのも、その仲間たち、さらに
支えてくださった名古屋大学の教職員の皆様のお陰です。この場をお借
りして、心よりお礼申し上げます。

名古屋大学に感謝
柘植　尚志　大学院生命農学研究科

（原文のまま掲載しています）

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

8
5

18
4

名大ウォッチ

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

隠れた業績に賞が光を当てる

数学を支える人々

ブレイクタイム

左から
石坂副所長、草野所長、Takahashi博士、渡辺理事

穿初之儀（忌鍬）を行う左から木村理事、花木社長、松尾総長

第1回 ISEE Award（宇宙地球環境研究所賞）、
Hisao Takahashi 博士（ブラジル国立宇宙地球 
環境研究所）に決定
　宇宙地球環境研究所（ISEE）は、宇宙地球環境研究の発展、同分野の融合
及び新分野開拓の振興を目的として、平成30年度から、ISEEの共同利用・
共同研究に基づく優れた研究活動をISEE Award（宇宙地球環境研究所賞）
として表彰することにしました。また、第1回目にあたるISEE Award（宇
宙地球環境研究所賞）を、赤道域における電離圏擾乱現象の研究を通して宇
宙地球環境研究分野に大きな貢献を行ったHisao Takahashi博士（ブラジ
ル国立宇宙研究所・大学院教授）に授与することを決定しました。
　Takahashi博士は、ISEEに外国人研究員（客員教授）として滞在中、プ
ラズマバブル発生とその発達に関する国際ワークショップを主催し、世界の
関連研究者を招集して国際的な議論を主導し、この成果は、国際学術誌の特
集号に14編の論文として出版されました。2月27日（水）には、ES総合館
ESホールで、授賞式及び記念講演会を開催し、参加者はTakahashi博士に
よる講演に熱心に耳を傾け、有意義な記念講演会となりました。

オークマ機械工作館起工式を挙行
　3月19日（火）、オークマ工作機械工学館の起工式を執り行いました。
　オークマ工作機械工学館は、工作機械に関する基礎研究を強化し、グロー
バルに活躍できる人材を育成することを目的として、オークマ株式会社から
のご寄附により整備するもので、完成後はIB電子情報館北側にホール（180
席）、研究・実験室、講義室を備えた地下1階、地上2階、延べ床面積約1,500m2
の施設となる見込みです。
　起工式には、オークマ株式会社　花木義磨代表取締役社長、松尾総長、木
村理事ほか多数の関係者が参加し、厳粛な雰囲気の下で行われました。完成
は2020年1月を予定しています。
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新
任
役
員
及
び
部
局
長
等
の
紹
介

理事(統括・総合調整担当）

杉山 直
すぎやま　なおし

専門分野：宇宙論

理事（計画・評価・IR担当）

川北 一人
かわきた　かずひと

専門分野：植物病理学

副総長（国際・法務・リスク管理・内部統制担当）

中東 正文
なかひがし　まさふみ

専門分野：商法

副総長（広報・SDGs・LGBT・人権担当）

伊東 早苗
いとう　さなえ

専門分野：開発学

副理事（病院担当）

小寺 泰弘
こでら　やすひろ

専門分野：消化器外科学

大学院教育発達科学研究科長・教育学部長

高井 次郎
たかい　じろう

専門分野：社会心理学

大学院生命農学研究科長・農学部長

土川 覚
つちかわ　さとる

専門分野：木質科学

大学院環境学研究科長

西澤 泰彦
にしざわ　やすひこ

専門分野：建築史

高等教育研究センター長

関 隆広
せき　たかひろ

専門分野：高分子化学、液晶材料化学

心の発達支援研究実践センター長

永田 雅子
ながた　まさこ

専門分野：こころの育ちと家族分野、家族発達臨床学

法政国際教育協力研究センター長

藤本 亮
ふじもと　あきら

専門分野：法実務教育論、法情報学、法社会学

理事（教育・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

副総長（学術研究・産学官連携担当）

佐宗 章弘
さそう　あきひろ

専門分野：航空宇宙工学

副総長（入試・学生支援・人社系改革・図書館担当）

佐久間 淳一
さくま　じゅんいち

専門分野：言語学、統語論、フィンランド語学

副理事（総長特命事項（北米）担当）

神山 知久
こうやま　ともひさ

大学院人文学研究科長・文学部長

齋藤 文俊
さいとう　ふみとし

専門分野：日本語学

大学院理学研究科長・理学部長

阿波賀 邦夫
あわが　くにお

専門分野：物性化学

大学院多元数理科学研究科長

岡田 聡一
おかだ　そういち

専門分野：組合せ論・表現論

低温プラズマ科学研究センター長

堀 勝
ほり　まさる

専門分野：プラズマエレクトロニクス

農学国際教育研究センター長

江原 宏
えはら　ひろし

専門分野：作物科学
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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.312 2019年5月

シンクロトロン光研究センター長

宮﨑 誠一
みやざき　せいいち

専門分野：半導体工学

総務部長

宮川 勉
みやかわ　つとむ

教育推進部長

篠原 量紗
しのはら　かずさ

附属図書館事務部長 
（情報連携統括本部情報推進部長兼務）

竹谷 喜美江
たけや　きみえ

工学部・工学研究科事務部長

市川 真康
いちかわ　まさやす

研究所事務部長

村手 隆司
むらて　たかし

脳とこころの研究センター長

尾崎 紀夫
おざき　のりお

専門分野：精神医学、ゲノム医学、神経科学

研究協力部長

山口 茂
やまぐち　しげる

教育推進部教育監

樋田 浩和
といだ　ひろかず

医学部・医学系研究科事務部次長

上野 哲也
うえの　てつや

農学部・生命農学研究科事務長

古橋 悟志
ふるはし　さとし

第60回名大祭を開催 今回のテーマは「君、勇気ある？」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。

6月13日（木）～16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）

講演会企画「障害と共に生きる－家族と専門家の視点から－」
6月16日（日）
時　　間：13：00～14：40
場　　所：IB 電子情報館中棟2階大講義室
講 演 者：堀田あけみ氏（椙山女学園大学教授）

［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

Event Calendar
イベントカレンダー

2019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
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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 150 医学150周年教育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。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▶︎

渋沢栄一と名古屋帝国大学初代総長渋沢元治
　このたび、近代日本を代表する実業家である渋沢
栄一が、新しい一万円札の肖像に選ばれました。この
渋沢栄一の甥が、名古屋帝大初代総長の渋沢（正式に
は澁澤）元

もと

治
じ

です。元治にとって栄一は、単に伯父と
いうだけではなく、その人生に大きな影響を与えた人
物でもありました。
　栄一は、埼玉県榛沢郡（現深谷市など）有数の豪農
渋沢家の長男でしたが、家督を継ぎませんでした。そ
こで、一族の市郎を栄一の妹貞

てい

の婿に迎えて渋沢家の
当主としました。市郎と貞の長男として生まれたのが
元治です。
　地元の小学校を卒業した元治は、尋常中学校進学の
ため上京を望みますが、父市郎は、豪農であっても
農家の跡取りに学問は必要ないと進学に消極的でし
た。これを説得したのが、栄一と母貞です。元治はさ
らに高等学校に進むことを望みますが、これにも市郎
は反対しました。この時も栄一・貞兄妹の口添えがあ
り、元治は第一高等学校に進学することができまし

た。市郎は、農科を選択することと、大学卒業後は家
に戻ることを進学の条件にしましたが、元治は意志を
貫き、一高在学中に工科に転科、東京帝国大学では電
気工学を専攻しました。
　その後も栄一は、大学卒業直後の元治を約1ヵ月の
朝鮮旅行に同行させたり、元治に足尾銅山古河鉱業所
への就職を斡旋するなど、援助を惜しみませんでし
た。元治の1902（明治35）年から1906年にかけての欧
米留学も、栄一の勧めによるものでした。もっとも、
栄一は元治に実業界に入ってほしかったようですが、
元治は官僚から学者になる道を選びました。
　1929（昭和4）年、元治は世界の電気工学者にとって
最高の栄誉と言われたアメリカ電気学会名誉会員に選
ばれました。この時、数え90歳の栄一は、来日した
同学会前会長らを自邸に招待し（写真5）、そこです
こぶる上機嫌に40分にも及ぶ挨拶というより演説を
したというエピソードが残っています。

1　�渋沢栄一（1840-1931、
写真は深谷市の渋沢栄一
記念館提供）。

2　�渋沢元治（1876-1975）。
逓信省電気局技術課長、東
京帝大工学部教授、同工学
部長などを経て、1939年
に名古屋帝大総長。その
ほか、日本電気学会会長
（1923年）、帝国学士院（現日本学士院）会員（1938年）、文化功労者（1955年）など。

3　�元治の母貞（1852-1910）。兄栄一とは12歳も年が離れているが、互いに歯に衣を着せずに話
し合える仲であったという。

4　�元治の父市郎（1847-1917）。村会議員、村長、県会議員などを歴任し、地域の発展に力を尽
した。

5　�1929年、世界工業会議に来日したアメリカ電気学会前会長らを招いて、東京の王子飛鳥山
の渋沢栄一邸で開かれたパーティーの記念写真。前列中央の栄一の表情も満足そうに見える。
栄一の右後ろが元治、右隣2人目が元治の妻孝子夫人。

1 2
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