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クローズアップ Special Program for Global Business Professionals
大学院国際開発研究科

「グローバル企業人材育成特別課程」の創設

第 1 期生の木下貴代さんが国際開発研究科修了式に出席（指導教授の岡田亜弥教授とともに）

労働市場、労務管理等に関する専門知識、多様な文化や価値
観への理解と、現地の状況に柔軟に対応できる国際感覚が必
要です。また、海外での円滑なビジネス展開には、国際経済
法の理解も不可欠です。特に、世界有数の産業集積地である
中部地方に拠点を置く企業は、今後ますますグローバルな活
動が拡大することが見込まれるため、こうした専門知識や国
際感覚を有する人材を育成することは喫緊の課題と言えま
す。また、近年、2015年に国連で採択された「持続可能な
開発目標（SDGs）」に積極的に取り組む企業や行政機関が
増えており、地球規模課題への関心、理解の必要性が高まっ
ています。本特別課程は、こうしたニーズに応えるものです。

グローバル企業人材育成特別課程の特徴
　本特別課程は、3つのユニークな特徴を有しています。第
1に、国際開発研究科では、全ての講義を英語で行ってお
り、また、在学生の60%以上が留学生です。30カ国以上
から集まった留学生と日常的に交流し、ともに授業に出席す
ることで、日本にいながらにして、海外留学を行うのと同様

　大学院国際開発研究科は、2018年4月、名古屋大学で初
となる1年制の社会人向け博士前期課程「グローバル企業人
材育成特別課程」を新設しました。

グローバルに活躍するビジネス人材の育成
　本特別課程は、近年、海外で事業を展開する企業や行政機
関が増加している状況を踏まえ、これらの機関に所属し、今
後、海外拠点への派遣が予定されている若手・中堅の社会人
を対象に、1年間のリカレント教育を提供する大学院教育プ
ログラムです。本特別課程では、アジアを中心とした開発途
上国や新興国で事業を展開する上で重要となる専門知識を幅
広く習得し、素養を身につけることを目的としています。

　経済のグローバル化と、開発途上国・新興国の市場拡大や
少子高齢化・人口減少による国内市場の縮小に伴い、多くの
日本企業が海外事業を展開しています。開発途上国や新興国
において円滑に事業を行うためには、地域特有の経済事情、
産業政策、社会構造・事情、政治制度・状況、法制度、商習慣、
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Special Program for Global Business Professionals
大学院国際開発研究科

「グローバル企業人材育成特別課程」の創設

の国際的な学修環境に身をおくことができ、海外ビジネスで
必要な国際性と高度なコミュニケーション能力を身につける
ことができます。第2に、通常、修士号を取得するには、博
士前期課程での2年間の履修が必要ですが、多忙な企業人材
が、自らのビジネスに役立つ専門科目を1年間で効率的に履
修できるようカスタマイズし、横断的で柔軟なカリキュラム
を提供しています。また、夏季集中講義を活用することで集
中的なカリキュラム編成が可能です。学生の関心に応じて、
フィールドワークやインターンシップの機会も提供していま
す。第3に、当研究科では、1991年の設立以来、86カ国
から約2,000名にのぼる博士前期課程・博士後期課程修了
生を輩出していますが、彼らの多くは、学位取得後、母国に
戻り、政府機関や研究機関で要職に就いています。本特別課
程では、こうした未来の国家中枢人材と切磋琢磨しながらと
もに学ぶことによって、生涯にわたる人脈とネットワークを
構築することが可能です。

初の修了生が誕生
　本特別課程第1期生となった木下貴代さんは、一般社団法
人中部産業連盟コンサルティング事業部で海外研修生向け
の研修業務に従事しており、自らのキャリアアップのため、
2018年4月に入学しました。書類選考と口述試験に合格し
たのは彼女だけでしたが、勤務先の理解が得られたため、7
月以降は休職して勉学に集中的に取り組みました。9月には
1ヶ月間、ベトナムにおいて修士論文のためのフィールド調
査を行い、その結果を、「日系製造中小企業の海外展開にお
けるビジネスパフォーマンスの決定要因―ベトナムの事例」
と題する修士論文にまとめ、2019年3月に初の修了生とし
て、本課程を修了しました。2019年4月には、本特別課程
第2期生として、長野県職員である高野寿一さんが入学しま
した。国際課で勤務した経験を踏まえ、本特別課程で専門的
な知識を習得し、長野県のさらなる国際化に貢献したいと意
欲的です。今後、彼らに続き、多くの社会人がここで学び、
グローバル人材として世界を舞台に活躍することが期待され
ます。

鳥羽でのゼミ合宿　（1 番左が木下さん） 夏季集中講義科目「グローバルビジネス戦略論」の講師である 
Haritha Saranga 客員教授（インド経営大学院バンガロール校教授）を囲んで
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Q &A
先生に一問一答

かんだ ひでき
2000年京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了。同年電力中
央研究所に入社。2011年JSTさきがけ研究者。2012年名古屋
大学大学院工学研究科助教。2015年JST/JICA-SATREPS代表。
趣味は子供との散歩。

私が以前所属していた民間研究所を作った松永安左エ
門という財界人の言葉からとりました。今の社会シス
テムは、失敗への許容度が小さいので、大胆に挑戦す
ることが困難です。かといって、今後、AI等によっ
て急速に変わる社会を生きていくには、個人も社会も
挑戦して変わらなければならない場面が増えるはずで
す。そして、挑戦に失敗はつきものです。私自身も失
敗は好きではないですが、失敗した時にはその分鍛え
られたのだと信じて、少しでも挑戦していかなければ
ならないと思っています。

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？

有毒な化学物質を使わない物質の変換手法を研究して
います。二酸化炭素や水、DMEといった無害な物質
を高圧にしたりプラズマ化することで高活性にして、
これを用いて物質の抽出分離や、高圧流体の中でのプ
ラズマ反応で無機有機の複合材料を作っています。対
象はバイオ燃料、再生医療のための生体材料、高機能
なナノ粒子、食用の天然色素など様々な分野に挑戦し
ているところです。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

大学を出たときは就職氷河期で、学生時代の専門とは
違う分野で民間就職しました。就職後は、休日に趣味
のような形で学生時代の研究を続けていましたが、そ
の内容を仕事にも活かしたいと思い、仕事の企画とし
て考えたのがきっかけです。その後の企画会議の中で
全く違う内容に変わったのですが、挑戦する人が少な
い内容だったこともあり、国の競争的資金を獲得で
き、大学で研究をすることになりました。

A
Ⓠ 研究を始めたきっかけは？

失敗によって
人は鍛えられる

MyBestWord
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民間にいたときは、プレイヤーとして実験を全て自分でこなしていたの
で、結果を最初に目撃したり、新たなアイデアを思いついた時が楽しかっ
たです。大学では、プレイヤーだけでなく学生のマネージャー役でもあ
るのですが、彼らが自分でアイデアを出して自発的に取り組んでくれた
時が嬉しいです。急速にAIが進歩しつつある世の中で重要になってくる
のは、自ら問題を設定して自発的に取り組む能力なので、研究の面白さ
を通して学生にそのような能力を身につけてもらいたいです。

A
Ⓠ 研究が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？

Ⓠ
目標や意気込みとは少し違うかもしれませんが、
一つでも多くのアイデアを出し、目の前にある事
柄に一つ一つ立ち向かっていくだけです。微細藻
類以外にも、全く異なる内容の研究を同時に進め
ているのですが、時々それらが組み合わさって、
全く新たなジャンルやアイデアが出ることもあり
ます。また、成果が実用に結びつくことが基礎研
究としても重要になっているので、少しでも多く
の成果で社会に貢献できるように頑張ります。

A

今後の目標は？意気込みも含めてお願い
します。

民間では、研究開発の内容と事業方針との整合性や採
算性や実現可能性を厳しく問われます。審査の中で内
容は磨かれていきますが時間がかかりますし、一度ス
タートしたら変更できないこともあります。また、良
い成果ほど公表も厳しく制限されます。私は論文発表
まで8年もかかりましたが、これでも良い方です。大
学だとこうした制限が緩く、また、途中で脇道に逸れ
て計画外の挑戦的なアイデアを試すことも容易です。
一方で、大学では世間のニーズを体感することが困難
です。また、企業では学術的すぎて実施困難な内容も、
大学だと社会に寄りすぎて、卒業研究や大学院生の研
究テーマに向かないケースがあります。

A

Ⓠ 民間から名古屋大学にいらっしゃったということ
ですが、教員となられてからの変化や、カルチャー
ショックなどがありましたら教えてください。

微細藻類という小さな植物を、下水処理水を用い
て屋外培養し、そこからバイオ燃料を作るととも
に、残渣を肥料として用いるプロジェクトを進め
ています。ちょうど日本で開発した装置を南アフ
リカに輸出して設置工事を進めているのですが、
もし、微細藻類が光合成で獲得したエネルギー
の範囲内でバイオ燃料を作ることができれば画期
的な成果になります。多くの方々が関与するプロ
ジェクトなので、様々な調整も重要になってきま
す。南アフリカでの工事や輸出入や免税について、
関係機関との協議や手続といった仕事もあり、現
地の政府機関だけでなくJICAや日本大使館に出
向くこともあります。また、現地で感じたのは日
本人が極端に少ない点です。日本の科学技術と経
済に対する現地の印象が良いので、日本はもっと
アフリカと交流しないと勿体ない気がします。

A

Ⓠ 最近は、南アフリカ共和国でも活動されている
ようですが、現地での活動やエピソードなどを
教えてください。

南アフリカの方々に装置の説明を行う様子

日本から持ってきた装置をクレーン車で搬入する
様子。こうした工事の調整も行うことがある。

先生の研究を
表す写真
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ベトナム・ロン司法大臣ご来訪

減災館の来館者7万人を達成

（株）ネオレックス、学生へ IT図書とラボノートを寄贈

　法学研究科修了生であるベトナムの
レ・タイン・ロン司法大臣を含む9名
の司法省代表団が、本学を訪問されま
した。ロン大臣は、2003年、本学で
博士号を取得し、2016年に司法大臣
に就任されましたが、今回は大臣就任
後、初めての来日となりました。
　代表団は、東京で法務省、最高裁
判所、検察庁等を訪問し、名古屋で
は、大村秀章愛知県知事表敬訪問、中
部経済連合会での企業との懇談会に参

加し、本学では松尾総長と懇談しまし
た。
　ベトナム司法省には、約20名の本
学修了生が勤務しており、同省傘下の
ハノイ法科大学との交流も含め、両機
関のさらなる交流の発展について議論
しました。夕刻には、歓迎晩餐会を開
催し、本学同窓生や経済界関係者にも
参加いただき、ロン大臣の名古屋再訪
を歓迎し、にぎやかな会合となりま
した。

　減災連携研究センターの公開施設
「減災館」の来館者が7万人を超え、
記念セレモニーを行いました。記念す
べき7万人目の来館者である小学4年
生の加藤千尋さんと、その前後に入館
された千尋さんの祖母である加藤博子
さん、小学5年生の小芝来門（らいと）
さんの3名によって、館内に設置した
くす玉が割られました。
　福和減災連携研究センター長が、

「この地域が安全になるよう、若い力

を貸してください。今度は、お友達と
一緒に来てくださいね。」と挨拶し、3
名それぞれに、防災グッズなどが入っ
た記念品を手渡しました。
　減災館は2014年3月に完成し、体験
型の施設・展示、情報ライブラリーを
備えており、5年間で7万人の来館者
を達成しました。

　理学研究科は、名古屋市のIT企業
である株式会社ネオレックスから、理
学図書室にIT推薦図書約50冊、理学
部化学科に学生向けリサーチラボノー
ト70冊の寄贈を受け、その寄贈式を
理学南館会議室で行いました。
　推薦図書は理学図書室の蔵書として
設置されたため、他学部の学生も利用
できます。ITに興味を持った学生が
理解を深められる書籍を名大OBであ
る同社社員が選定し、寄贈してくださ

いました。
　リサーチラボノートは、化学科で必
修となっている学生実験の初回で化学
科3年生に配布され、日々の実験の記
録や研究倫理の指導にも役立ってい
ます。
　これをきっかけに、教育の更なる活
性化とともに、学生のIT分野進出の
契機になることが期待されます。

松尾総長とともに（右から6番目がロン大臣）

来館者の皆さんと記念写真

寄贈式にて

■大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター

■減災連携研究センター

■大学院理学研究科
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講演会「草創期の愛知医学校・病院と地域社会」を開催

下駄の鼻緒奨学金授与式を挙行

特別展「医学史展」を開催

　羽賀祥二名誉教授による特別講演
会「草創期の愛知医学校・病院と地域
社会－伝染病・災害への対応をめぐっ
て－」を、医学部基礎研究棟で開催し
ました。この講演会は、4月30日まで
附属図書館医学部分館で開催していた
ミニ企画展「明治～昭和初期の名大医
学部生」に関連するものです。
　講演会では、新聞や統計書等から拾
い上げた具体的な数値や、病院報告書
の記述、当時の写真等をもとに、濃尾

地震とコレラ流行を例に、本学の前身
校である愛知医学校・病院の医師や医
学生が、災害・伝染病流行時にどのよ
うな医療活動を行っていたか紹介いた
だきました。
　今年は、伊勢湾台風の襲来からちょ
うど60年にあたることから、参加者
の災害史への関心も高く、熱心に聞き
入る姿が見られました。

　名古屋大学下駄の鼻緒奨学金授与式
を、本部1号館第2会議室で挙行しま
した。下駄の鼻緒奨学金は、学術憲章
の基本理念及び寄附者の意向に基づ
き、本学の学部又は研究科に在学する
人物で、成績が優秀でありながら経済
的な理由により修学が困難な学生に対
して、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。授与式においては、奨学生
4名（日本人学生2名、外国人留学生

2名）に、奨学生採用通知書が授与さ
れ、奨学金選考委員長である佐久間副
総長から、「自分が受けた恩に対する
お礼は、他に困っている人へ返すこと
で社会を発展させてほしいという寄附
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」との祝辞があり、
改めて奨学生としての自覚を深めた様
子でした。

　3月2日（土）～4月28日（日）の間、「医
学史展～近代医学の夜明けから現代ま
で～」を開催しました。
　本特別展は、第30回日本医学会総
会2019中部の開催を記念して開催し
たものです。日本医学会総会は、医師
及び医療従事者の学術の研鑽と研修の
場として、4年に一度行われる日本最
大の医学会で、今回は名古屋で開催さ
れるにあたり、事業プログラムの一つ
として特別展開催が実現しました。

　展示では、ルネッサンスから日本人
のノーベル賞受賞まで、医学の歴史的
事実・発見を時系列で紹介しました。
また、解体新書や初期の胃鏡など、多
数の実物も展示しました。
　開催中は5,000名を超える来館者が
あり、子や孫を連れた方々や中高生の
姿も見られ、展示の前で医療について
語り合うなど、多くの来館者が医学の
進歩の様子を熱心に見学していました。

講演会

奨学金授与式

展示を見学する来場者（白い展示台に、解体新書のレプ
リカを「触れる解体新書」として展示）

■附属図書館医学部分館

■博物館
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名誉教授称号授与式・懇談会を開催

全学同窓会関西支部第14回総会を開催

　名誉教授称号授与式を、豊田講堂第
1会議室で挙行しました。
　名誉教授の称号は、本学教授とし
て7年以上勤務し、教育上又は学術上
特に功績のあった方等に授与するもの
で、今回新たに35名の先生方に授与
しました。
　授与式では、出席した23名の新名誉
教授に松尾総長が辞令書を授与し、永
年にわたる本学の教育・研究への貢献
に対するお礼とお祝いの言葉を述べ、

続いて、新名誉教授を代表して渡辺芳
人名誉教授から謝辞がありました。
　引き続き、シンポジオンホールにお
いて、名誉教授懇談会を約90名の参
加を得て開催しました。懇談会では、
新名誉教授、叙勲受章者等の紹介、松
尾総長の挨拶の後、名誉教授を代表し
て山本　尚名誉教授からの近況報告、
元理事・副総長の山本進一名誉教授の
乾杯発声があり、参加者は、終始和や
かな雰囲気の中で懇談しました。

　名古屋大学全学同窓会関西支部第14
回総会を、大阪市内の中央電気倶楽部
で開催し、約70名が出席しました。
　藤井眞澄全学同窓会関西支部長の開
会挨拶の後、吉田守孝氏（トヨタ自動
車（株）副社長、TNGA推進部統括（S55
本学工学部機械科卒））の講演会が行
われ、「自動車の変革と未来 ～100年
に一度の大変革時代～」と題し、自動
運転をはじめとするこれからのクルマ
づくりについて、技術面を中心に大変

分かりやすくお話しいただきました。
　また、松尾総長から、NU MIRAIプ
ロジェクト「創立80周年、創基150周年、
東海国立大学機構設立を機に名古屋大
学の飛躍的発展を！」と題し、大学の
情勢等について報告があり、和田壽弘
全学同窓会代表幹事からは、全学同窓
会の活動について報告がありました。
　総会後の懇親会には45名が参加し、
和やかなうちに終了しました。

授与式記念撮影

講演する吉田守孝氏

ブレイクタイム 心の発達支援研究実践センターとは

　人とうまく話せない、気持ちが落ち込む

などの心の不調は、生得的なその人の特性

と、周囲の環境との相互作用の中で生じる

もので、生涯にわたり、よりよく生きるこ

とに影響を与えます。本センターは、乳幼

児から成人まで心の健康な発達に関する研

究と支援実践を目的として、2001年に設

置されました（2015年に発達心理精神科

学教育研究センターから改組）。「こころの

育ちと家族」、「心と社会のつながり」、「こ

ころの支援実践」の3分野において研究と

実践を展開し、学内の学生支援センターと

連携しています。また、附属心理発達相談

室では地域の方々の相談にも対応していま

す。モンゴル、フィンランドを中心に海外

交流も活発に行っており、今年の3月には、

国際公開セミナー「日本とフィンランドに

おける子どもの主観的幸福を語る夕べ」を

開催し、6か国から60名を超える学生や

一般の方の参加を得ました。

　心の健康と育ちは、人が生きる上で、今

後ますます重要なテーマになってきます。

本センターでは、社会的期待に応えるべく

研究発信と実践を行っていきます。

国際公開セミナー（教育学部第3講義室）にて 
発表者はEsko Keskinen名誉教授（Turku大学）
 （2019年3月18日）
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　日本において「ひきこもり」という現象が、1990年代以降、深刻な社会

問題となっています。最近では、アジアだけではなく、ヨーロッパの各国で

も「ひきこもり」の出現についての報告が登場しつつあります。ヨーロッパ

の中でも、フランスの青年たちにみられる「ひきこもり」については、私を

はじめとする名古屋大学の学生のメンタルヘルスに従事する研究者らによっ

てフランス語で論文化され（Furuhashi et al, 2013）、これまで欧州の多く

の専門家によって参照や引用がなされてきました。

　私は、約半年に一度フランスに滞在し、数多くの講演を実施するとともに、

ストラスブール大学精神科セクター医療部門の臨床観察医としての資格を得

て、フランスにおいて「ひきこもり」の訪問診療活動を行ってきました。写

真は、訪問医療チーム（筆者、精神科医、看護師、ソーシャルワーカーなど）

で撮影したものです。また、現地で「ひきこもり」の専門相談窓口の監修も

行っています。最近では、他国での講演依頼（英国、オランダ、スウェーデン、

モロッコなど）もあります。こうした活動を欧州で行っているひきこもりの

専門家は私以外にいないので、ニーズが年々増大しています。
 文責：総合保健体育科学センター　准教授　古橋忠晃

ブレイクタイム

ストラスブール大学医学部の訪問診療セクターチームと

ストラスブール大学での講演

追 悼 中西香爾特別教授のご逝去の報に接し

　200を超える天然有機化合物の構造決定及び機能解析に優れた成果を残し、

現在の研究の潮流である物理学と化学の学際領域へ積極的に進出された中西香爾

本学特別教授が3月28日（※現地時間）、ニューヨークでご逝去されました。

この悲報に接し、中西特別教授と縁のある上村大輔名誉教授が以下の追悼コメン

トを寄せてくださいました。

在りし日のお姿を偲び、名古屋大学関係者一同、心よりご冥福をお祈りいたします。

「特別称号授与式」及び「名古屋大学レクチャー」でのご様子
（2010年11月）

有機化学の一世代を先導した中西香爾先生を偲んで
　中西香爾コロンビア大学名誉教授が2019年3月28日に御他界さ
れました。生前親しくして頂いた者として無念の極みであります。
体の大きなスポーツマンであった先生が逝ってしまわれることな
ど、微塵にも考えたことがありませんでした。毎年10月のノーベ
ル賞週間には世界の人々をワクワクさせたものです。中西先生は御
父君が海外で活躍されたこともあり、幼少の頃から特別な英語教育
を受けておられました。名古屋大学の平田義正先生の研究室で活躍
され、日本の天然物化学の創成に大きく貢献されています。名古屋
大学の有機化学が世界に冠たる地位を作り上げたのも中西先生のお
力添えがあったればこそと、考えます。名古屋大学から東京教育大
学、そして東北大学、さらには米国コロンビア大学で教鞭をとられ、
大きな生物有機化学の成果を出されるとともに、世界へ向けて200
人を越える優秀な人材を輩出されました。昭和22年9月、旧制名古
屋大学から第4回生として突然変異のごとく生まれた天然物化学の
巨星に心からの哀悼の意を捧げます。� 合掌　

フランスの「ひきこもり」に対する研究・現地での反応について
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学生の元気

GoEN ～留学生と社会人を繋ぐプラットフォーム～
佐々木　あみ（ささき あみ）さん　法学部法律・政治学科2年

ークル活動紹介サ

GoEN発案への思い
　「就活があるから留学は難しい」多くの学生
が、留学を“しない”理由として就活のタイミ
ングを挙げます。留学中は就活をすることがで
きず、帰国すると既に就活シーズンが終わって
しまっている…。もっと多くの学生に、就活の
不安なく留学をして、人生を変える経験を得て
ほしい。そんな思いから私たちが発案したの
が、ビジネスプランのGoENです。

事業内容
　GoENは、海外に留学中の学生と、海外で働
く社会人が互いのプロフィールや活動を見て、
興味を持った人と実際に会うことができる新し
いウェブサービスです。現在、海外では留学生
と社会人が交流できる場がほとんど存在しませ
んが、GoENを利用することで海外志向の学生
が海外で働いている社会人と出会い、その経験

を聞いて自身のキャリアについて考えることが
できます。利用方法によっては、留学先の国で
インターンシップを行うこともできるため、学
生は成長できる機会を得られ、また、企業は学
生を真のグローバル人材に鍛えることができ
ます。

キャンパスベンチャーグランプリ
　GoENはまだ構想段階ですが、様々なビジネ
スプランコンテストに出場してきました。そし
てこの度、キャンパスベンチャーグランプリ中
部大会にて中部経済産業局長賞、全国大会にて
日刊工業新聞社賞を受賞しました！

　これまで私たちにご意見をくださり、応援
し、鼓舞してくださった全ての方々に感謝致し
ます。これからもGoENは、学生の留学を応援
したいという思いを胸に、今年夏の事業リリー
スを目指し活動していきます。

 GoEN HP：

 第15回日本物理学会Jr.セッション（2019）において、教育学部附属高等学校生徒が優秀賞2件、奨励賞1件受賞！

他にも、こんな学生の活躍がありました！

GoENのロゴマーク

代表の渡邉による全国大会でのプレゼンテーション
 （写真提供：日刊工業新聞社）

キャンパスベンチャーグランプリ中部大会での表彰式にて
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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313 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no313.html

祝 受賞祝 受賞

森川高行 未来社会創造機構教授が
「第14回米谷・佐佐木賞」を受賞

堀江未央 高等研究院特任助教が
「第22回国際開発研究 大来賞」を受賞

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 
「第13回わかしゃち奨励賞」優秀賞を受賞

榎本　篤 医学系研究科准教授が「第1回日本医学会連合 
Rising Star リトリート」優秀賞を受賞

　11月30日（金）、森川教授が第14回米谷・佐佐木賞を受賞しました。
　この賞は、わが国で交通工学及び交通計画に従事し、一定の業績に基
づき、斬新な交通工学・交通計画の分野の研究テーマを推進中の研究者
および技術者に贈られます。森川教授はICTを活用した革新的交通シス
テムの提案、需要分析及び実証実験を研究テーマとし、創研部門にて受
賞されました。

　12月20日（木）、第22回 大来賞 表彰式・記念講演会が開催され、
堀江特任助教著「娘たちのいない村 － ヨメ不足の連鎖をめぐる雲南ラフ
の民族誌」が国際開発研究 大来賞を受賞しました。この賞は、国際開
発の分野における研究奨励と促進、良書の発掘に資するため国際開発の
様々な課題に関する優れた指針を示す研究図書を顕彰するものです。

　わかしゃち奨励賞は愛知県、（公財）科学技術交流財団及び（公財）日
比科学技術振興財団が共同して、全国の優秀な若手研究者から、県内企
業との共同研究や事業化などにつながる可能性があり、将来「産業や社
会への貢献」が見込める夢のある研究テーマ・アイデアに授与されます。
村上特任准教授は「イノベーションを誘起する農業指向基盤ライブラ
リーの創出と応用」を研究テーマとし、優秀賞を受賞され、1月17日（木）、
優秀提案発表会に出席しました。

　3月5日（火）、第1回日本医学会連合 Rising Starリトリートが開催されました。同会は、
医学会連合に加盟する学会から各2名、推薦された新進気鋭の若手研究者が参加し、リトリー
トのテーマに沿った研究発表を行い、若手研究者の交流・連携・横断的研究活動を促進する
企画です。榎本准教授は、「膵がんにおけるがん抑制性がん関連線維芽細胞の同定とその機能」
をテーマとし、優秀賞を受賞されました。

授賞式での写真

受賞者集合写真（前列中央が堀江特任助教）

受賞者集合写真（前列1番右が村上特任助教）

榎本准教授
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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－

慢性活動性EBウイルス感染症の原因と 
身近なウイルスががんを引き起こす仕組みを解明

肝細胞の中の脂肪滴はストレスに対抗する 
機能を持つことが明らかに！

微細手術に適用可能な 
低侵襲手術支援ロボットの開発
－｢バイオニックヒューマノイド｣ 活用により世界最高水準のロボットを実現－

世界初！球状コンクリ－ションによる 
高精度の地質年代決定に成功

患者さんの身体的負担の少ない検査法の開発
－出血のリスクを伴わない白血球由来の 
尿中遊離タンパクによる検査法－

○ 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

○ 原因不明の難病であった慢性活動性EBウイル
ス感染症の原因を解明

○ 多くの人にはほぼ無害なEBウイルスが、一部
の人にはがんを引き起こす仕組みを発見

○ 慢性活動性EBウイルス感染症やEBウイルスが
関わるがんの治療法開発が期待される

○ 肝細胞では核の中に多くの脂肪滴が存在する
が、その形成機構や生理的機能は不明であった

○ 核内脂肪滴はリポプロテインの前駆体から作ら
れる

○ 核内脂肪滴は生体膜の主成分である脂質の合成を活性化し、小胞体ストレ
スを緩和する

○ 核内脂肪滴は様々なストレスにさらされる肝臓が生理機能を維持する上で
重要な役割を果たしていると考えられる

○ 産業用ロボットアームをベースとした双腕の
手術支援ロボット「スマートアーム」を開発
した

○ スマートアームには、術具同士や術具と生体
との衝突をロボットが自動で回避する制御など、大学・企業・病院との共
同研究により開発したさまざまな最先端のロボット技術が統合されている

○ スマートアームは手術支援ロボットとして世界最高水準の性能で、経鼻内
視鏡による脳外科手術など微細な領域の手術を主な対象としており、高度
で困難な手術へのロボット手術適応の可能性が広がる

○ 炭酸塩球状コンクリーションを用いて、世界で初めて
地質年代の決定に成功した

○ 球状コンクリーション中の海水起源のストロンチウム
の同位体比（87Sr/86Sr）に着目し、年代測定を試みた

○ 球状コンクリーションのストロンチウム同位体比を利
用した年代決定は、従来の化石を用いた年代決定より
も、約10倍高精度（10万年程度の誤差）での年代決定が可能である

○ 化石などを産出しない地層の年代の測定も可能と考えられ、球状コンク
リーションの応用・活用性として、今までにない研究アプローチである

○ 腎機能低下を引き起こし末期の
腎不全患者の20%を占める糸
球体腎炎の診断において、患者
への身体的な負担が大きい組織検査に代わる検査法が望まれていた

○ 糸球体腎炎や血管炎関連腎炎の患者の糸球体では、白血球由来分子
CD11bを表面にもつ白血球が腎糸球体に集まること、さらに尿中の
CD11b濃度上昇と相関することが解明

○ 3種類の尿中漏出分子、診断時の尿タンパクや腎機能との比較検討により、
尿中CD11bが代替検査法として有用と考えられた

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

医学部附属病院　奥野友介特任講師
大学院医学系研究科　木村 宏教授

大学院医学系研究科
　Soltysik Kamil大学院生　大﨑雄樹准教授　藤本豊士教授

未来社会創造機構　新井史人教授
大学院工学研究科　長谷川泰久教授

博物館　吉田英一教授
大学院環境学研究科　淺原良浩准教授　山本鋼志教授
宇宙地球環境研究所　南 雅代准教授

大学院医学系研究科　丸山彰一教授
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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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新しい化学物質における地球環境への配慮！
－カーボンナノチューブに係る共同研究に着手－

公衆衛生や生活の質的向上に寄与！
－深紫外発光素子の高効率動作メカニズムを解明－

赤小豆の種皮に新規の色素を発見！
－餡の紫色はアントシアニンではない－

全球エアロゾル濃度を制御する 
「雨雲の過飽和度」の観測に成功

効率的ナノ炭素材料構築のための反応機構解明
－100年以上明かされていなかった反応中間体の単離－

オーロラが爆発するとヴァン・アレン帯の電子が 
上空65 kmにまで侵入する

○ 環境中の微生物によるカーボンナノチューブ
（CNT）の生分解性について、日本ゼオン株式
会社及び株式会社フレンドマイクローブと共同
研究を開始

○ スーパーグロース法で作製したカーボンナノ
チューブを用い、環境中や活性汚泥中で、単層CNTが微生物によって分
解されるかどうかを調べる。また、分解されるようなら、そのメカニズム
や条件を解明する

○ 上記結果を踏まえ、製造、販売、使用、廃棄の全ライフサイクルにおける
環境管理手法を検討する

○ 深紫外発光ダイオードの高効率発光
メカニズムを解明

○ 強い発光を生じるナノ領域へ電流が
集中する特異構造を発見

○ 医療・浄水・殺菌・消毒から高速光通信まで、様々な応用分野に利用でき
る固体発光素子の効率・性能改善へ道

○ 赤小豆の種皮の色素は、これまで化学構造が不明
な上、アントシアニンであると誤解されていた
が、アントシアニンはほとんど含まれていない

○ 赤小豆の種皮から2種類の色素（カテキノピラ
ノシアニジンA、B）を取り出し、立体配置を
含めて完全な構造を決定した。それはカテキンとシアニジンが縮環した新
規骨格を持つ分子であることが判明した

○ 色素は水に不溶で、酸性～中性域で美しい紫色を呈することと、餡の紫色
を担うことも明らかになった

○ 高級な紫色の餡を作り出す方法や小豆の育種への応用が期待できる

○ 大気中の塵（エアロゾル）の除去率を制御する
「雨雲の過飽和度」を初めて観測し、さらに全
球大気モデルの計算から、気候研究におけるこ
の物理量の観測の重要性を示した

○ 降水に含まれる黒色炭素粒子の測定から「雨雲の過飽和度」を推定する手
法を開発し、それを用いて、東アジア域の37回の降水イベントについて
観測データを取得した

○ 今後、正確なモデル計算が原理的に困難な「雨雲の過飽和度」の値に観測
データを用いることにより、大気モデルによるエアロゾル空間分布の予測
性能の向上が期待される

○ ナノ炭素材料の構築に広く応用され
る塩化鉄（III）を用いた酸化的炭素－
炭素結合形成反応

○ その不安定な反応中間体（芳香族ラジカルカチオン）を初めて構造決定し、
反応機構を明らかにした

○ 明らかにした反応機構を基にして、医農薬品合成に用いられる［4+2］環化
反応と［2+2］環化反応に応用した

○ 本研究成果は医薬品やナノ炭素材料などの工業化を目指した高効率的な有
機合成法の開発に繋がると期待される

○ 人工衛星「あらせ」と南極昭和
基地の大型レーダーPANSY
との同時観測から、オーロラ
が爆発した際に宇宙から高エネルギー電子が高度数十 kmまで降り込むこ
とを観測した

大学院工学研究科　堀 克敏教授 未来材料・システム研究所　本田善央准教授　天野 浩教授

大学院情報学研究科　吉田久美教授

大学院環境学研究科　松井仁志助教
宇宙地球環境研究所　大畑 祥助教

大学院工学研究科　石原一彰教授　堀部貴大特任助教　大村修平大学院生

宇宙地球環境研究所
　三好由純教授　塩川和夫教授　栗田 怜研究員　堀 智昭特任准教授
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Event Calendar

令和元年度名古屋大学公開講座

全学企画
「多様性の中の均質性、均質性の中の多様性」
9月中旬から10月下旬の火・木曜日の全10回程度
時　　間：18：00～19：30
会　　場：ES 総合館 ES ホール
募集定員：200名
応募資格：満18歳以上の方
受 講 料：7,540円（予定）

［申込・問い合わせ先］研究協力部社会連携課「公開講座」係　052-747-6584　　※7月から申込み受付予定

部局企画

開催予定日 講座名等〔主催者〕 会場 募集人数 受講料 問い合わせ先等

7/27（土） 
13：00～16：00

第18回 Jr. サイエンス教室 
「遺伝子を見てみよう」

〔遺伝子実験施設〕

理学部 G 館1階 
生物実習室 
G113号室

20名 
程度

無料
Jr. サイエンス教室担当係 
E-Mail： jr-sci@gene.nagoya-u.ac.jp
申込締切日：7/3( 水）

8/4（日） 
13：00~18：50 
※日時は予定

第28回公開セミナー 
「天文学の最前線～生命と宇宙環境～」

〔理学研究科・宇宙地球環境研究所・ 
名古屋市科学館〕

名古屋市科学館 300名
無料 

（科学館の 
入場料は必要）

名古屋大学宇宙地球環境研究所
SSt 研究室　担当：今田晋亮　 
E-Mail： nagoya.koukaiseminar 

@gmail.com

8/6（火） 
10：00～16：00

第1期高大連携・ものづくり公開講座 
（第19回） 
「模型用小型エンジン分解・組立実習」

〔工学研究科創造工学センター及び 
愛知県立一宮高等学校 SSH 事業〕

工学研究科 
創造工学センター 

（IB 電子情報館 
北棟10階 )

10名
300円 

（傷害保険料）

工学研究科創造工学センター 
TEL: 052-789-4553 
E-Mail： frontdesk@cplaza.engg.

nagoya-u.ac.jp

数学アゴラ（夏） 
8/7（水）13：00～17：15 
8/8（木）9：30～16：30

総合演習日 
8/23（金）9：30～17：00

数学公開講座（秋） 
10/26（土）、11/2（土） 
9：30～15：30

講座別発表会 
11/16（土）9：30～15：30

2019年数学アゴラ＆数学公開講座

〔多元数理科学研究科〕

夏： 
多元数理科学棟
509号室ほか 
 
秋： 
多元数理科学棟
109号室ほか

100名 無料

愛知県立高校の生徒以外 
多元数理科学研究科 
教育研究支援室アゴラ係 
TEL：052-789-5990

愛知県立高校の生徒 
愛知県「知の探究講座」 
TEL：052-954-6786

8/20（火） 
9：30～17：00

令和元年度 
ものづくり公開講座「3D 工房」

〔理学部第一・第二装置開発室〕
理学部講義室等

30名 
程度

500円 
（傷害保険料含む）

理学部第一装置開発室　 
E-Mail： 3d-koubou-reiwa1 

@tech.sci.nagoya-u.ac.jp

3D プリンタ造形品は持ち帰り可

9/28（土） 
午後

情報学部・情報学研究科公開セミナー 
「優しい情報学」

〔情報学部・情報学研究科〕

情報学研究科棟 
第1講義室

100名 
程度

無料
情報学部・情報学研究科 
総務委員会　担当　庶務係 
E-Mail： office@i.nagoya-u.ac.jp

9月下旬の土・日を 
予定

法学研究科公開講座 
「多様な性を生きる」

〔調整中〕
未定 100名 無料

文系総務課 
TEL：052-789-4901

参加者
募集
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　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

イベントカレンダー

開催予定日 講座名等〔主催者〕 会場 募集人数 受講料 問い合わせ先等

10/19（土） 
10：30～11：30

総合保健体育科学センター公開講座 
 「スポーツは百薬の長！」

〔総合保健体育科学センター〕

東山地区 
第1体育館

70名 無料
総合保健体育科学センター事務係 
TEL：052-789-3946

10/19（土） 
10：00～11：50

市民公開講座 
「脳とこころの研究とその社会的応用」

〔医学系研究科／医学部保健学科〕

大幸キャンパス 
東館 
大講義室

100名 無料

医学部・医学系研究科 
大幸地区事務統括室 
大幸教務学生係 
FAX：052-719-1506 
E-Mail： ihogakumu@adm.nagoya- 

u.ac.jp

12/7（土） 
13：30～16：15 
※時間は予定

令和元年度　鶴舞公開講座

〔医学部医学科、医学部附属病院、 
名古屋大学医師会（予定）〕

中央診療棟 A 
3階講堂

200名
無料 

（予定）

医学部・医学系研究科 
総務課総務係 
TEL：052-744-2804 
FAX：052-744-2785 
E-Mail： iga-sous@adm.nagoya-u.

ac.jp

12/19（木） 
13：00～17：00

第19回遺伝子実験施設公開セミナー 
「ゲノムとヒトの健康」（仮題）

〔遺伝子実験施設〕

理学南館 
坂田・平田ホール

100名
無料 

（事前申込 
不要）

遺伝子実験施設事務室 
E-Mail： jimu@gene.nagoya-u.ac.jp

3/24（火） 
10：00～16：00

第2期高大連携・ものづくり公開講座 
（第20回） 
「ガラスの不思議を体験しよう！」

〔工学研究科創造工学センター及び 
愛知県立一宮高等学校 SSH 事業〕

工学研究科 
創造工学センター 

（IB 電子情報館 
北棟10階 )

6名
300円 

（傷害保険料）

工学研究科創造工学センター 
TEL：052-789-4553 
E-Mail： frontdesk@cplaza.engg.

nagoya-u.ac.jp

日時は未定

植物学の今そして未来／植物学の最新
研究紹介

〔トランスフォーマティブ生命分子研究所 
及び博物館・名古屋市教育委員会との 

共同開催〕

ITbM 棟 
レクチャールーム

50名 無料

トランスフォーマティブ生命分子
研究所 
担当：三宅　恵子 
TEL：052-789-4999 
E-Mail： outreach@itbm.nagoya-u.

ac.jp

※各公開講座については、名古屋大学 HP ＞ 社会との連携／国際交流 ＞ 公開講座／一般向け受講案内に最新情報を掲載しています。

2019年6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.313 2019年6月

名大ウォッチ

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

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

6
6

8
5

「はやぶさ２」と大学

隠れた業績に賞が光を当てる
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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▶︎

大学構内の二つの郵便局
　名大の構内には、東山キャンパスに「名古屋大学内
郵便局」、鶴舞キャンパスに「名古屋大学病院内郵便
局」という二つの郵便局があります。日本郵便のデー
タベースによると、全国でも「～内郵便局」という名
称の郵便局（簡易郵便局を除く）がある大学は僅か
20しかなく、1大学に複数あるのは名大のほか、阪大、
金沢大だけです。
　歴史が古いのは鶴舞の方です。名古屋帝国大学創立
後、間もなくの1939（昭和14）年8月21日に設置されま
した。名称は当時から「名古屋大学病院内郵便局」です。

「帝国」が付かないのは、名古屋の大学病院内の郵便
局という意味のためのようです。当時、東北帝国大学
医学部附属医院内にあった郵便局も、「仙台大学病院
内郵便局」でした（現在は「東北大学病院内郵便局」）。
　東山キャンパス内に郵便局が置かれたのは戦後に
なってから、ちょうど医学部以外の学部の東山への集
結が終わった頃です。まず、1965（昭和40）年10月の学

部長会で、理学部長が学内に郵便局を設置することを
検討するよう要望しました。その後、たまたま名古屋
郵政局及び郵政互助会から、名大の東山キャンパスの
土地を借りて特定郵便局を設置したい旨の申し入れが
ありました。これが1967（昭和42）年1月の整備委員会
で議論され、直後の評議会で承認されました。整備委
員会の記録によると、名大が郵政互助会に土地を貸し
付け、建物は同会が建築する形を取るとされています。
　名称については、当初は「不老郵便局」とされてい
ましたが、大学内にあることが分かるようにしてほし
いとの要望が整備委員会で出たため、関係当局に申し
入れることになりました。その後、「名古屋大学内郵
便局」と「名古屋大学構内郵便局」の2案が有力になり、
前者が採用されました。
　そして同年12月6日、名古屋大学内郵便局が設置さ
れ、場所も当時のままに現在に至っています。

1　�名古屋大学病院内郵便局の業務開始を報じる1939年9月発行の『名帝大
医学部学友会報』の記事。同局は、大学内の郵便局としては、京都府立
医大、京大、東北大に次ぐ古い歴史を持つ。

2　�現在の名古屋大学病院内郵便局。名大が医学部附属病院西病棟1階の約
100.6�m2のスペースを日本郵便東海支社に貸し付けている。

3　�名古屋大学内郵便局が設置された当時の東山キャンパス（1969年頃）。
矢印の建物が郵便局。

4　�現在の名古屋大学内郵便局。名大が約173.4�m2の敷地を日本郵便東海支
社に貸し付けている。左に隣接する建物は情報基盤センター（旧大型計
算機センター）。

1

2

4
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