
表紙
副総長　伊東早苗 国際開発研究科教授

名大ニュース／学生の元気：混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ／受賞／研究成果情報／
羽ばたけベンチャー：株式会社Craftide，合同会社BeCellBar／イベントカレンダー／ちょっと名大史

第60回名大祭「君、勇気ある？」を開催
東海国立大学機構設立に向けた準備の状況と今後の展開について

クローズアップ

http://www.nagoya-u.ac.jp/

名大トピックス

No.314
2019年7月



クローズアップ Meidai Sai
第60回名大祭「君、勇気ある？」を開催

　第60回名大祭を6月13日（木）午後から6月16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「君、勇気ある？」、失敗を恐れず自己を表現しようとする学生の若い力を、来場者の方々
に感じていただき、勇気づけられて欲しいという思いが込められています。

　本祭初日である13日（木）には、第
2グリーンベルトで「オープニング企
画」を実施しました。ステージに集まっ
た多くの来場者とともに晴れた空に向
かって風船飛ばしを行い、名大祭の開
幕を告げました。

　本祭に先駆け、5月26日（日）にプレ企画として「仮
装行列」を数年ぶりに名大周辺で行いました。参加した
学部1年生は、この日のためにクラスごとに制作した仮
装に身を包み、終始和やかな様子で名大周辺の道路を練
り歩きました。沿道にはカメラを構える方の姿も見られ
ました。行列後には、豊田講堂前でミニゲームを行い、
クラスの仲が一層深まりました。

第60回名大祭テーマ横断幕
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Meidai Sai
第60回名大祭「君、勇気ある？」を開催

　15日（土）、16日（日）ともに風が強く天候も不安定でしたが、
多くの方に来場していただきました。新緑がまぶしいメインスト
リートには多くの模擬店が立ち並び、特に日曜日は大盛況でした。
　この他にも、特設ステージでのライブや教室での企画、豊田
講堂での公演をはじめ、今年も多くのサークル・団体が参加し
ました。名大祭は、学生活動の発信の場であり、これは第1回
から脈々と受け継がれてきている伝統でもあります。さらなる
進化を遂げるため、実行委員会一同、力を尽くしますので、来
年の名大祭にも、是非、ご期待ください。最後に、名大祭に関
わってくださった全ての方にこの場を借りて御礼申し上げます。

　休日に行われた「学術企画」では、小さな子どもから大人まで幅広い層の
方に「学び」の楽しさを知ってもらうべく、様々な企画を用意しました。そ
の中でも学術総合企画は、小学生を対象に、身の回りの科学を楽しみながら
学んでもらう企画で、子どもたちは真剣な様子で説明に耳を傾けていました。

　16日（日）には、近隣の小学生を対象とした野球教
室を行いました。野球教室の講師としてお招きしたのは

「ミスタードラゴンズ」として知られる中日ドラゴンズ
OBの立浪和義氏です。直接指導を受けた参加者のみな
らず、立浪氏を一目見ようと多くの来場者がありました。

　14日（金）の夜には、地域交流を目
的とした「盆踊り企画」を第3グリー
ンベルトで行いました。この日は天
候に恵まれ、多くの子どもたちの参
加がありました。縁日ブースや盆踊
りに加え、今年は花火も行い、ひと
足早い夏の訪れを皆さんに実感して
いただける催しとなりました。
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クローズアップ Start up “THERS”!
— Tokai National Higher Education  

and Research System —
東海国立大学機構設立に向けた準備の状況と
今後の展開について

　令和元年5月24日付で、国立大学法人岐阜大学と国立大
学法人名古屋大学を統合して、「国立大学法人東海国立大学
機構」（以下、東海機構）を設立するために必要な法律（国
立大学法人法）の改正を行う「学校教育法等の一部を改正す
る法律（令和元年法律第十一号）」が公布されました。
　これは、昨年8月、林　芳正文部科学大臣（当時）に、さ
らに同12月、柴山昌彦文部科学大臣に、両大学から関係制
度の整備要請を行ったことを踏まえたもので、今回の法律改
正により、両大学の目指してきた東海機構設立のための前提
条件が整い、令和2年（2020年）4月1日に、いよいよ東
海機構が設立されることになりました。

　昨年12月に基本合意を締結して以降、両大学は、東海機
構設立に向けて様々な協議を重ねています。その動きのひと
つとして、機構として当面取り組む活動や、その方向性を明
確にし、構成員やステークホルダーと共有するため、東海機
構設立後、概ね3～5年後のあるべき姿を「スタートアップ
ビジョン」として明確化しました。
　国際的な競争力向上と地域創生への貢献を両輪とした発
展、世界最高水準の研究の展開による知の拠点化、国際通用
性のある質の高い教育の実践及び社会・産業の課題解決を通
じた国際社会と地域創生への貢献を行うことをビジョンとし
て位置付け、これらのビジョンに基づく研究、教育の方向性
や、大学群としての存立基盤の強化、多様性の尊重、教育・

研究のグローバル化への対応といった東海機構発展の基礎と
なる理念についても盛り込んでいます。
　更に、糖鎖科学、航空宇宙生産技術、医療情報、農学の4
つの拠点の整備発展に取り組むこと、リベラルアーツ教育の
より一層の充実、新しい技術を活用した次世代型教育の導
入、数理・データサイエンス教育や語学教育などをより一層
進めていくための共同基盤として「アカデミック・セントラ
ル（Academic Central）」を形成していくこと等、具体的
に取り組む事項を記載しました。
　今後、本ビジョンを公表し、これに基づいて、東海機構設立
時の中期目標・中期計画及び年度計画を策定していく予定です。

　また、法案成立に併せ、岐阜大学あるいは名古屋大学への
進学を検討している受験生やその保護者の皆様からの「これ
からこの2つの大学はどうなるのだろう？」という疑問等に
お答えするため、パンフレット「国立大学法人東海国立大学
機構　START！」を作成しました。両大学の強み・ミッショ
ン、それらを踏まえた東海機構としての取り組みを紹介し、

「岐阜大学・名古屋大学の入試は変更が予定されていますか」、
「両大学が法人統合されることによる学生のメリットは何です
か」等の質問に対する回答をQ＆Aの形式で掲載しています。
　パンフレットは両大学のWebサイト※で公表しているほ
か、今後、様々なイベントの折に配布予定です。是非、ご覧
ください。

パンフレットの公表について説明する松尾総長（令和元年6月6日）
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Start up “THERS”!
— Tokai National Higher Education  

and Research System —
東海国立大学機構設立に向けた準備の状況と
今後の展開について

　世界と日本がかつてない規模とスピードで激変していく中
で、岐阜大学と名古屋大学は、未来に向けて教育研究機能を
抜本的に強化し、東海地域の持続的発展に一層貢献するた
め、東海機構設立に向けて準備を行っています。一つの法人
の下で、両大学の持てる力を共有し、東海地域をはじめ、国

内外で活躍する次世代を担うリーダーとなりうる人材を送り
出せるよう、一層努めてまいります。
　国立大学法人東海国立大学機構の設立とその発展に向け
て、引き続きご理解・ご支援をいただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。

パンフレット「国立大学法人東海国立大学機構 START！」の一部

※ 受験生・保護者等を対象としたパンフレット「東海国立大学機構 START！」
　URL：http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/tokai-system/
　（岐阜大学のホームページからも上記URLへアクセスできます）
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名大の

今がわかる
!

「第30回日本医学会総会2019中部」学術集会を開催 ■大学院医学系研究科・医学部医学科

第4回 Tongali シンポジウムを開催

第120回日本医史学会で特別展示「後藤新平」を開催 ■附属図書館医学部分館・中央図書館・大学文書資料室

第61回地球教室「博物館の収蔵庫と野外で深海の地層と化石を調べよう！」を開催 ■博物館

　4月27日（土）から29日（月・祝）に
かけ、「第30回日本医学会総会2019中
部」学術集会を名古屋国際会議場で開
催しました。
　メインテーマを「医学と医療の深化
と広がり～健康長寿社会の実現をめざ
して～」とし、90以上のセッション
を実施しました。また、ノーベル賞受

賞者の天野 浩未来材料・システム研
究所教授、山中伸弥京都大学iPS細胞
研究所所長・教授、本庶　佑同大学特
別教授による講演も行いました。
　3日間で医師等医療関係者、研究者、
一般市民や学生を含む約37,000名が参
加し、医学・医療を取り巻く様々な課
題について議論しました。

　 第 4 回 Tongali シ ン ポ ジ ウ ム を 東
海東京証券ホールで開催しました。
Tongaliプロジェクトでは、毎年、起
業に関心を持つ東海地区の大学生らを
対象に、トップレベルの起業家が「挑
戦」「夢」「お金」等について、学生と
一緒に考え議論するシンポジウムを開
催しています。第1部では、愛知県出

身の林　要GROOVE X株式会社代表
取締役に講演いただき、第2部では岐
阜県出身の若手起業家2名によるトー
クセッション、第3部では起業家10名
と話すことができるイノベーターズ
トークを行いました。当日は約100名
の学生が参加し、情報交換会も盛況の
うちに終了しました。

　5月18日（土）、19日（日）の両日、愛
知県産業労働センター ウィンクあい
ちで開催された第120回日本医史学会
総会・学術大会で、後藤新平とその周
辺の時代について、附属図書館医学部
分館等の所蔵史料を用いた特別展示を
開催しました。
　後藤新平は、近代日本を代表する官

僚・政治家ですが、本学の前身である
愛知県公立病院長兼公立医学校長を務
めるなど、本学の礎を築いた一人でも
あります。
　学会では、山内一信会長による後藤
新平と展示内容の紹介があり、参加者
の関心も高く、会期中何度も見学に来
る方も多く見受けられました。

　5 月 18 日（ 土 ）、19 日（ 日 ）の 両 日、
フィールドセミナー「地球教室」を開
催し、小学生を含む31名が参加しま
した。
　1日目は博物館の実験室で世界の地
層を学んだ後、地層をつくる実験をし
たほか、博物館の収蔵庫で化石標本等
を観察しました。2日目は南知多町を

訪問し、砂岩と泥岩の地層を観察した
後、化石の採集を行いました。参加者
は、古代の生物が地層に残された過程
を考え、自然を身近に感じていたよう
でした。この事業は、名古屋市科学館
との連携事業の一環で、愛知大学名古
屋一般教育研究室の援助を受けていま
す。
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開会式（正面スクリーンは齋藤英彦会頭（名誉教授））

イノベーターズトーク

特別展示の様子

南知多の海岸付近で化石採集を行う参加者
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Meidai News

第1回 ReME コンソーシアム（OPERA）パートナーシップフォーラムを開催 ■未来社会創造機構

第67回「大学院博士課程を置く国立大学法人教育学部長会議」を開催 ■教育学部

渡辺審議役が「日中大学フェア＆フォーラム」に出席

野外観察園見学会・電子顕微鏡観察会を開催 ■博物館

　「 第 1 回 ReME コ ン ソ ー シ ア ム
（OPERA）パートナーシップフォー
ラム」をES総合館1階ESホールで開
催しました。
　今回のフォーラムは、「カーボン材
料革新への期待と課題」と題し、産業
界、大学及び大学発ベンチャー企業か
ら各2名による講演の後、全講演者に

よるパネルディスカッションが行われ
ました。
　「古くて新しい材料」と称されるカー
ボン材料のブレークスルーにつながる
産学共創による課題解決へ向けた議
論に、約140名の参加者は熱心に聞き
入っていました。

　第67回「大学院博士課程を置く国
立大学法人教育学部長会議」を教育学
部大会議室で開催しました。
　同会議には、本学のほか、北海道大、
東北大、筑波大、東京大、京都大、大
阪大、広島大、九州大の学部長と事務
長が出席し、大学改革が進められる中
での文系部局の取り組み等に関して、

自大学の状況等を紹介した後、活発な
質疑応答が行われました。また、磯田
アジアサテライトキャンパス学院長
が、「教員養成大学を含む国立大学の
再編統合について」と題し、国立大学
改革の動向等について説明を行い、各
大学にとって大変有意義なものとなり
ました。

　5月25日（土）、26日（日）の両日、「日
中大学フェア＆フォーラムin China 
2019」を中国の成都市で開催し、本学
渡辺審議役をはじめ日中両国の大学関
係者ら約1,200名が参加しました。日
中大学学長個別会談・日中交流会では
中国の大学の学長らと会談し、その後
の日中学長円卓会議では、「産学連携

のベストプラクティス」をテーマとす
るグループで、渡辺審議役がファシリ
テータを務め、活発な議論が行われま
した。また、大学フェアの本学ブース
には、多くの留学希望者の来訪があり
ました。本フェアを通じた中国の大学
とのより一層の交流促進が期待され
ます。

　博物館では、毎年春と秋の2回、野
外観察園をツアー形式で紹介する見学
会を開催しています。
　今回は、ブラシノキの赤い花が参加
者を迎え、新緑の中を気持ちよく散策
することができました。また、普段は
立ち入ることのできない実験ゾーンで
は、日本最小のトンボであるハッチョ

ウトンボが見られ、そのかわいらしさ
に歓声が沸きました。この日は特別
に、興味を持った草花をもぎり取って
もらい、花粉や葉の表面等のミクロの
世界を電子顕微鏡で観察するなど、植
物の賢さに触れられた楽しいひと時と
なりました。
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パネルディスカッション

集合写真

日中大学フェア＆フォーラムin China 2019集合写真

ブラシノキの花
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名大の

今がわかる
!

Tongali ビジネスプランコンテスト2019を開催

「伊藤忠商事次世代がん治療研究講座」開設式を開催 ■大学院医学系研究科・医学部医学科

名古屋大学全学同窓会遠州会第24回同窓会を開催

DATA SCIENCE LECTURE を開催

　Tongaliビジネスプランコンテスト
2019を、名古屋インターナショナル
レジェンドホールで開催しました。本
コンテストは今年で3回目の開催で、
主に東海地区の大学生・大学院生を対
象に、研究シーズやアイデアをもとに
ビジネスプランを発表する催しです。
18チームの応募があり、予選会を通

過した10チームが本選に出場しまし
た。約200名の聴講者にお越しいただ
き、産業界からの学生ベンチャーへの
注目度の高さが伺えました。審査の結
果、5チームにTongali賞が授与され
たほか、その他の受賞チームにも活動
支援金をはじめとした様々な副賞等が
授与されました。

　「伊藤忠商事次世代がん治療研究講
座」開設式を、鶴友会館で開催しま
した。
　本学からは、松尾総長、門松医学系
研究科長、藤城光弘医学系研究科教
授、伊藤忠商事からは、岡藤正広代表
取締役会長CEO、今井重利常務執行
役員中部支局長、野田俊介常務執行役

員CDO・CIOをはじめ、総勢14名が
列席しました。開設式では、藤城教授
から本講座の研究概要や今後の展望に
ついて説明があり、その後、松尾総長
と岡藤CEOにより覚書が締結されま
した。今後、本講座における研究が、
革新的ながん治療に繋がることが期待
されます。

　名古屋大学遠州会第24回同窓会を
浜松市内で開催し、会員65名が出席
しました。南方　陽会長の挨拶の後、
工学部OBの瀧口義浩光産業創成大学
院大学学長に「光産業創成大学院大学
が進めている光を使った新しい産業創
り」と題して講演いただき、続いて
松尾総長から「新しい国立大学像を目

指す名古屋大学の挑戦」をテーマに、
名古屋大学の現況や取り巻く環境、今
後の方向性について話がありました。
全学同窓会の伊藤義人副会長、和田
壽弘代表幹事からは、岐阜支部設立や
全学同窓会講演会等について紹介があ
り、その後の懇親会も大変和やかな会
となりました。

　中部経済連合会と共催で「DATA 
SCIENCE LECTURE －成果が出る米
国の産学連携の成功法：データサイエ
ンス編」を名古屋栄ビルディングで開
催しました。
　初めに、新エネルギー・産業技術
総合開発機構の森田健太郎氏から米
国の技術政策の動向について、続い

て、ノースカロライナ州立大学のクリ
ストファー・ウェスト氏から、企業等
から提供された実世界の課題に対し学
生チームが解決案を提案する産学連携
教育の実践について講演が行われまし
た。講演後は、企業や大学関係者等
約150名の参加者を交え、企業と大学
の連携の在り方などを議論しました。
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ビジネスプランコンテスト

伊藤忠商事との開設式

集合写真（上：S50卒以前、下：S51卒以降）

クリストファー・ウェスト氏による講演
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Meidai News
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第5回 名古屋大学の卓越・先端・次世代研究シンポジウムを開催

第8回減災連携研究センターシンポジウムを開催

　名古屋大学の卓越・先端・次世代研
究シンポジウム「挑戦：人文学・社会
科学研究の最前線」をアジア法交流館
で開催しました。
　当院は、2016年度より、本学の最
先端研究を紹介するシンポジウムを主
催しています。5回目となる今回は、
人文・社会系分野でリーダーシップを
発揮し、各領域の第一線で活躍中、あ
るいは、今後、活躍が期待される各部
局のエースを招きました。

　シンポジウムでは、個別の研究発表
とともに、今後、名古屋大学の人文・
社会系の研究をさらに発展させていく
ためには何が必要なのか、どのような
ビジョンを持って将来に進むべきかと
いった点について、登壇した研究者
が討論したほか、聴講者や髙橋理事、
松尾総長とも熱く意見を交わし、盛況
のうちに閉会しました。

　第8回シンポジウム「減災館5年－平
成の災害教訓を振り返り令和の減災社
会実現を目指す－」を減災館で開催し
ました。
　シンポジウム前半では、兵庫県人と
防災未来センター、静岡県、防災専門
図書館及び当センターの関係者より、
それまで行われた防災啓発に関する活
動や、課題等について話題提供があり
ました。後半のパネルディスカッショ
ンでは、時事通信社の中川和之氏が

コーディネータを務め、「減災社会の
実現に向けた取り組み」と題した議論
が展開されました。
　これまでの組織間の連携活動を振り
返りながら、今後の各組織での活動
や、減災館が果たすべき役割への期待
について活発な意見交換が行われ、約
150人の聴衆が真剣に聞き入る様子が
見受けられました。

久木田水生情報学研究科准教授による研究発表

パネリストによるディスカッション

■高等研究院

■減災連携研究センター

ブレイクタイム 「岐阜大学創立70周年記念事業　第9回教養教育講演会　詩の朗読会
Poetry Reading」を遠隔講義システムにより、双方向受信で実施

　5月31日（金）、岐阜大学創立70周年

記念事業の一環で、同大学教育推進・学

生支援機構が主催する詩人のニール・ホー

ル氏による第9回教養教育講演会「詩の朗

読会Poetry Reading」を開催しました。

　今回は、国立大学法人東海国立大学機

構設置に向けて昨年度導入した遠隔講義

システムを利用し、双方向受信により全学

教育棟講義室で初めて行う講演会で、終

了後の質疑応答では、両会場から質問が

出るなど一体感のあるものとなりました。

また、ストリーミング配信も行い、会場

に足を運ぶことなく、自身のパソコンで

視聴する職員もいました。なお、本シス

テムは、配信とともに自動録画し、いつ

でも視聴可能な機能も有しており、教材

開発にも活用予定です。

　今後、両大学で実施する講演会、会議

等がより活発にかつ双方向で行われるこ

とが期待されます。

ストリーミングの画面（左側；岐阜大学、右側；名古屋大学）
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学生の元気

混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ
髙田　崚爾（たかだ りょうじ）さん　工学部マテリアル工学科3年

ークル活動紹介サ

　私たち「混声合唱団名古屋大学コール・グラ
ンツェ」は、団員数130人を超える合唱団です。
全日本合唱コンクール、年度末の定期演奏会を
主軸に活動しています。今年度は60人を超え
る新入団員を迎え、活気を増して日々の練習に
取り組んでいます。
　私たちは、全日本合唱コンクール全国大会に
過去4回出場し、3年連続で金賞を受賞してい
ます。結果だけ見れば非常に輝かしい成績です
が、それらは全て先輩方の不断の努力が導いた
結果です。これらの成績は、先輩方から受け継
いだ新たな歴史であり、私たちはそれを絶やす
ことなく次代へと繋げていく責任があると感じ
ています。各団員が学業との両立に苦心する中

でも、過去の栄光に奢ることなく常に自らを律
し、さらなる高みを目指して日々の練習に邁進
しています。
　もちろん、コンクールが全てではありませ
ん。初代から41年間続いてきた定期演奏会を
成功に導くことも私たちの果たすべき役目で
す。41年という歴史の重みを胸に、コール・
グランツェの名に恥じぬ演奏を皆さまにお届け
します。
　今年度は2020年3月1日（日）に刈谷市総合
文化センターアイリス大ホールで、第42回定
期演奏会を開催します。皆さまお誘い合わせの
上、ぜひ、ご来場ください。心よりお待ちして
います。

 本学学生2名が第103回 日本陸上競技選手権大会400mハードルで入賞！

他にも、こんな学生の活躍がありました！

北海道で行われた昨年度の全国大会

第41回定期演奏会
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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314 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no314.html

祝 受賞

平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を6名が受賞

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4名が受賞しました。

科学技術賞
氏　名 所属・職名 業 績 名

芦苅　基行 生物機能開発利用研究センター 教授 イネ重要農業形質遺伝子の同定と機能解析および育種学的研究

興戸　正純 未来材料・システム研究所 教授 表面ナノ階層構造の構築と生体材料への応用に関する研究

若手科学者賞
氏　名 所属・職名 業 績 名

清水　一憲 大学院工学研究科 准教授 マイクロデバイスを用いた生体組織機能発現に関する研究

横川　大輔 東京大学大学院総合文化研究科 准教授
※推薦時ITbM 特任准教授 溶液内化学現象の微視的理解を目指した理論開発と応用研究

森島　邦博 大学院理学研究科 特任助教 原子核乾板による宇宙線イメージングの開発とその応用の研究

篠原　秀文 大学院理学研究科 助教 植物ペプチドホルモンと受容体を介した細胞間情報伝達の研究

寺﨑浩子 医学系研究科教授が 
第72回中日文化賞受賞者に決まる

松林嘉克 理学研究科教授が 
第25回ゴールド・メダル賞を受賞

中日文化賞は、中日新聞社が日本国憲法の施行を記念して1947年に制定
し、学術、芸術の振興を目的に、翌48年から毎年、中部地方にゆかりを持ち、
各分野で優れた業績を挙げられ、文化の向上に寄与した個人や団体を顕彰
しているものです。各界から推薦を受けた候補を、専門家の意見を参考に
同社で慎重に審査し、受賞者（団体）を決定しています。贈呈式は、5月
29日（水）、名古屋マリオットアソシアホテルにおいて挙行されました。

受賞理由となった研究テーマ

難治性眼疾患の克服への挑戦

読売テクノ・フォーラムが、科学技術分野で優れた業績をあげた
若手研究者を表彰する「第25回ゴールド・メダル賞」の受賞者を
発表しました。贈賞式は4月17日（水）に都内で行われ、業績は読
売新聞紙面上で詳しく紹介されました。

受賞理由となった研究テーマ

植物の成長を支えるペプチドホルモン群の発見

受賞者集合写真（1番右が寺﨑教授）
（中日新聞社提供）

受賞者集合写真（前列1番右が松林教授）
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新たな表面加工手法の開発に成功！
－インクジェット描画を光であぶりだす－

簡単に微生物を特定！
－感染症の予防に期待！－

素粒子用写真技術を応用した超高分解能 
新型中性子検出器の開発に成功！
－中性子の波紋を撮って解読し、この世の成り立ちに迫る。物体の透視にも期待－

酸素分子の電子スピンを見分ける多孔性磁石
－酸素ガスの吸脱着により
磁石のON-OFF制御に初成功－

細胞と細胞を張り合わせるジッパーの形の 
違いを生み出す仕組みの解明

木を見て森も見る
－生体分子の指紋で細胞の個性を大規模計測－

〇 マランゴニ対流は流体の表面張力差で発生
するもので、本研究では高分子膜の表面パ
ターンを作る表面加工手法に利用した

〇 光応答液晶高分子膜上に超微細インク
ジェットにて表面張力の異なる他の高分子を印刷し、（図左）、紫外光を照
射すると液晶高分子膜は急激に流動的になりマランゴニ対流が発生して溝
ができる（図右）

〇 光照射でマランゴニ対流のオンオフも制御できる

○ 酸化スズナノワイヤを用いて微生物を破
砕した

○ 微生物の破砕は、溶液を導入するという
簡単な操作のみで達成された

○ DNA増幅デバイスと組み合わせることで、微生物の特定を目視による色
の変化で特定することに成功した

○ 検査薬を混ぜた後にポンプにセットしてスイッチを入れるだけで、病原性
微生物の判定が家庭でも実施可能になり、微生物の特定や微生物由来の感
染症の予防にも繋がると期待される

○ 素粒子用銀塩写真乳剤を用いた新し
い原理の低速中性子用検出器を開発
した

○ 従来の検出器よりも2桁程度良い分
解能を得ることに成功した

○ 宇宙の成り立ちの解明、物体の内部構造の透視に利用可能

○ 酸素ガスの吸脱着により、磁石の
ON–OFF制御に成功

○ 磁石にくっつく性質を持つ酸素が
多孔性の分子磁石に吸着される
と、磁石層間の磁気相互作用を媒介し、物質の磁化が消失

○ 常磁性吸着分子の持つ電子スピンを感知する、全く新しい多孔性物質の
発見

○ 細胞同士を密着させてバリアを形成するタン
パク質の一種であるクローディン3の構造解
明に世界で初めて成功した

○ クローディンの細胞膜を貫通する領域に存在
する一つのアミノ酸の違いが、全体構造を変
化させ、多様なバリアの形成に寄与することを明らかにした

○ 特定器官のバリアを経由する新しい薬物送達法の開発などへの応用が期待
される

○ 毎秒1,000細胞以上のスループットで無標識に細胞
内分子の振動に基づく“指紋”を測定する手法を開発
した

○ それにより個々の細胞中に存在する生体分子の量と構
造を決定し、個々の細胞の個性に注目しつつ多数の細
胞を生きたまま解析する“木を見て森も見る”細胞解
析が可能となった

○ 蛍光標識を用いずに細胞形質の高速スクリーニングを可能にすることで、
スマートセル産業への貢献やリキッドバイオプシーを用いた新しい診断法
の開発への応用が期待される

大学院工学研究科 
　関 隆広教授　原 光生助教　北村一晟大学院生　大石和明大学院生
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー　永野修作准教授

大学院工学研究科　馬場嘉信教授　安井隆雄准教授
未来材料・システム研究所　長縄直崇研究機関研究員
大学院理学研究科　粟野章吾大学院生
素粒子宇宙起源研究機構　北口雅暁准教授

大学院工学研究科　堀 彰宏助教　松田亮太郎教授 細胞生理学研究センター（大学院創薬科学研究科）
　中村 駿研究員　入江克雅助教　藤吉好則客員教授

大学院工学研究科
　笠井宥佑大学院生　佐久間臣耶助教　新井史人教授
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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

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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原子３個分の直径しかない極細ナノワイヤーの 
精密多量合成を実現
－「ナノ試験管」を用いた鋳造反応－

難治性の悪性脳腫瘍を改善する治療法の 
新規開発！
－化学療法の抵抗性獲得システムの解明－

準備段階での解の冗長性が個性を生む
－ソフトボールの打撃動作に学ぶ－

遺伝子が転写される際のDNAの「動き」を 
生きた細胞の中で捉えた!

○ TMMナノワイヤーは理論的には長年研究
されてきたが、合成が難しく、実験研究
が進んでいなかった

○ カーボンナノチューブを鋳型にした化学
反応により、単離したTMMナノワイヤーの多量合成に成功した

○ 電子顕微鏡観察では、束の時には報告されていない特異な「ねじれ」を観
測した

○ 非常に難治性の悪性脳腫瘍である膠芽腫におい
て、RET finger protein（RFP）が多く発現し
ていること、及び従来の化学療法薬にRFP阻害
を加えると化学療法抵抗性が大きく改善すること
を示した

○ RFPはヒストンのアセチル化を広範に調整して
いる

○ RFP阻害により、酸化ストレス・アポトーシス関連遺伝子が活性化される。
また、腫瘍細胞の分裂やDNA修復を促進して化学療法を効かないように
する遺伝子が不活性化され、優れた治療効果に寄与する

〇 女子ソフトボールの高校生、大学生、実業団
選手の試合での打撃における準備動作は、投
手に近い方の脚を上げるタイミングと脚を上
げている時間から、3タイプ（早期始動長期継続型、早期始動早期完了型、
直前始動型）に分類されることを明らかにした

○ これらのタイプの違いは、選手のプレーする環境（投手の投げるボール速
度、使用しているボールの違い）によって決まることがわかった

○ さらにもっとも技能レベルの高い実業団選手では、一瞬の打撃を成功する
ために、それぞれの選手が準備段階における解の冗長性を利用して、3タ
イプの準備動作の中から一つを選択していたことが明らかになった

○ これまで、生きた細胞でのDNA
のふるまい（動き）については
ほとんど分かっていなかった
が、超解像蛍光顕微鏡を駆使す
ることで、生きた細胞内のDNAの動きを観察することに成功した

○ 本研究の結果によって、遺伝情報がゲノムDNAからどのように読み出さ
れるのかについての理解が進むとともに、転写の変化で起きるさまざまな
細胞の異常や関連疾患の理解につながることが期待される

大学院理学研究科 
　篠原久典教授　永田雅貴大学院生　井上 司大学院生　神田直之学部生
大学院工学研究科　中村優斗助教　小山剛史准教授　岸田英夫教授

大学院医学系研究科　 夏目敦至准教授　Melissa Ranjit研究員 
平野雅規研究員　榎本 篤准教授　髙橋雅英教授

大学院教育発達科学研究科　髙御堂良太大学院生
総合保健体育科学センター　横山慶子講師　山本裕二教授

大学院工学研究科　S.S. Ashwin特任助教　笹井理生教授

ブレイクタイム ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）

　GRLは、公益財団法人東海ジェンダー研

究所のご厚意を得て、2017年11月に開

館しました。〈知〉の保存を基本的な機能

とするライブラリとして、ジェンダー研究

の歴史を蓄積し、研究者に提供していくこ

とを目的としています。

　東山キャンパスの南側、四谷通り沿いに

位置し、最大4万冊収蔵の図書スペース、

アーカイブのほか、閲覧室、展示コーナー、

研究スペース、レクチャールーム、カフェ

等を備えた研究活動施設です。

　講演やセミナー、シンポジウムなどを通

して、学びと対話の場となることを目指し

ています。GRL主催、あるいはGRLを会場

としたさまざまな催しについては、GRLの

サ イト http://www.grl.kyodo-sankaku. 

provost.nagoya-u.ac.jp/ でもご案内して

います。どなたでもご利用いただけます。

ぜひ、ご来館ください。

1階閲覧室
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化学合成ペプチドで次世代医薬品を 
 株式会社Craftide

人体のバリアをコントロールする 
 合同会社BeCellBar

　ペプチドは、アミノ酸が多数連なった生体分子で、生体の中
や食品などにも含まれているとても身近な分子です。構成単位
のアミノ酸はたった20種類ですが、その並び方の違いにより、
多様な機能が生まれます。特に、デザインされたペプチドは医
薬品や機能性食品として広く利用されており、最近では、「中
分子」として次世代の医薬品の候補となるなど、製薬業界で大
きく注目を集めています。
　アミノ酸20個程度のシンプルなペプチドは研究用に市販さ
れていますが、それ以上の長鎖のものや、人工構造が組み込ま
れたペプチドの合成には、有機合成化学の知識と技術が必要です。
　弊社は、トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）で開発されたペプチド合成技術を基に、合成困
難とされてきたペプチドを化学合成し、新たな機能を持つペプチドを生み出すことで人々の健康に貢献するこ
とを目指しています。
　丁寧な手仕事で作品を生み出す職人のように、有機合成の技で一つ一つのアミノ酸をつなげ（craft）、新し
い価値を持つペプチド（peptide）を生み出したいと考えています。

　弊社は、人体のバリア機能の一つであるタイトジャンクションをコントロール
する技術を提供するために、2017年11月に起業したスタートアップです。
　タイトジャンクションは、大きな分子の通過を妨げる障壁の役割を果たしてお
り、異物や病原体から人体を守っています。しかし、同時に有用な一部の医薬品
の通過をも妨げてしまうので、病院へ行って注射や点滴を受ける必要があります。
　アカデミック研究において、このタイトジャンクションをコントロールできる
化合物を発見したことから、この化合物を社会実装すべく起業しました。今まで、
注射や点滴でしか投与できなかった医薬品を、貼り薬や飲み薬に代える、緩んだ皮膚のバリアを締めることで
スキンケア効果を発揮させる、といった新しいドラッグデリバリー法や健康増進法を開発しています。
　弊社が夢見る社会は、「いつまでも人々が健康的で、心豊かに暮らせる社会」です。自宅で医薬品や健康機能
性成分が投与でき、身体的にも精神的にも満ちあふれた生活を送ることができる、そのような社会の実現に貢
献します。

羽ばた
け！

名古屋大学発ベンチャー

名古屋大学発ベンチャー

　 URL   http://www.becellbar.co.jp/public_html/wp/
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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

2019年7月16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。
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Campus Concert

夏休みスペシャル減災教室

第25回博物館特別展 
名古屋大学創立80周年記念 

「名古屋大学キャンパスミュージアム展」
7月24日（水）
場　　所：豊田講堂
時　　間：18：00～
対　　象：幼児以上、一般
参 加 費：無料

演奏曲目：�「ハンガリー舞曲 第5番」
（ヨハネス・ブラームス）、
「楽興の時 作品16-3」「前奏曲 作品32-5」「V.R.のポルカ」（セルゲイ・
ラフマニノフ）、「ソナタ�変ロ長調 K.333」（ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト）、他

出　　演：大﨑奈々氏、酒井志野氏（ピアノ）

5月28日（火）～10月19日（土）
場　　所：博物館2階展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜、8月13日、14日
入 場 料：無料

内　　容：
東山キャンパスに残された自然や建築物を�
はじめ本学のユニークな教育・研究などを�
幅広く紹介する

7月27日（土）
場　　所：減災館
時　　間：13：00～16：00
内　　容：�実験教室、減災館ツアー、�

防災ロープ、他
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］� Development�Office（DO室）　052-747-6558

［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

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
「名大ウォッチ」ウェブ版

28
6

6
6

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

3Dプリンターと名古屋大学

「はやぶさ２」と大学

国際機構　辻 篤子特任教授が、
ジャーナリストとして新聞社で長
きにわたり科学報道に携わってき
た経験を活かし、名大の“今”を
自由な立場で綴ったエッセイ「名
大ウォッチ」。
本学の教育・研究活動成果を広く
普及させるための広報活動の一環
として、このエッセイを文庫本に
したものを販売するという新たな
試みを始め、既に多くの方にご購
入いただいています。名古屋大学
生協、Amazon、丸善名古屋本
店、名古屋市科学館（ミュージアムショップ）、鶴舞の大竹書店、
正文館書店及びちくさ正文館書店、三洋堂書店、紀伊國屋書店の
一部店舗…… と販路拡大中。研究に携わる者の信念、報道各社
からも注目を浴びる減災館やトランスフォーマティブ生命分子研
究所の動向、キャンパス内のカフェに集う人々のストーリー…… 
多岐にわたる本学の姿に触れることのできる一冊です。
ご興味がおありの方は是非、以下サイトや上記店舗をご確認くだ
さい。

インターネット販売
アマゾン　名大ウォッチ

国際機構 辻特任教授のエッセイ

絶賛発売中！
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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

■ 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

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 ITbM工 学 附属学校保健医療リーダージェンダー

創 薬 PhD登龍門 数理科学減災館 医学150周年理 学 教育70周年 博物館 文学75周年 エジプト 漕艇部

名古屋大学基金のご案内

特定基金

名大祭のテーマワードランキング
　今年の第60回名大祭のテーマ「君、勇気ある？」は、
名大の人材育成の理念「勇気ある知識人」に対応した
ものですが、「勇気」という単語がテーマに使われた
のはこれが初めてです。これまで、名大祭のテーマに
はどのような単語が多く使われて来たのでしょうか。
そこから学生の意識を垣間見ることもできそうです。
　下の表は、過去60回で、5回以上テーマに登場した
単語のランキングです。これらの単語はいずれも、ほぼ
20回（1979年）までに使われたことが分かります。
20回あたりまでのテーマは、副題が付いているうえ
に文章調であったため、使用された単語の絶対数が多
く、ランキングに入りやすいことは事実です。特に
10回（1969年）あたりまでに登場回が集中している
単語が目立ちます。
　最も多いのは「我ら（われら）」で、これに次ぐの
が「祖国」と「大学」です。「祖国」は、当時の学生
運動でよく使われた用語でした。「大学」は、いわゆ

る大学紛争の時代において、当時の学生運動が大学の
あり方を問うていたことを反映しているのでしょう。
3位の「人民」「変革」「平和」のほか、4位の「学問」

「真理」「科学」といった最高学府の学生らしい用語も、
最近のテーマには見られなくなりました。
　その中で、1970年代（11～20回）に多い「青春」
はやや異質に感じます。大学紛争が一段落し、ドラマ
や歌で盛んに「青春」という言葉が使われるようになっ
た時代を反映しているようです。
　21回（1980年）以降は、テーマがフレーズ化、単
語化したこともあり、頻出する単語を見いだしにくく
なります。ただ、単語ではなく文字であれば、「夢」
という漢字が36回（1995年）以降6回登場しています。
これは、将来の夢を語るというより、大学祭を非日常
的な場としてとにかく楽しもうという、名大祭の娯楽
化を象徴していると考えられます。

1　�同年のテーマの主題と副題の両方に登場した場合は1回とカウントした。1位の
「我ら」は、「われら」を含む。

2　�第9回（1968年）のパンフレットの表紙（A4判）。この年のテーマは「この祖
国に平和と民主主義を�我ら真理のとりでを築くもの�たぎる力をよりあわせ�歴
史をになう人民の隊列へ」で、頻出単語が特に多い（さらに副題もあった）。

3　�第59回（2018年）のパンフレットの表紙。この年から、第32回（1991年）
以来B5判だったサイズがA5判になった。

順位 単 語  回数 登　場　回

1 我 ら 11 6, 9～13, 17, 19, 21～23

2
祖 国 7 4, 5, 7～10, 18

大 学 7 3, 4, 6, 7, 10, 15, 38

3

人 民 6 1, 2, 4, 6, 8, 9

変 革 6 2, 11, 15, 18, 20, 21

平 和 6 4, 6～9, 12

4

日 本 5 1, 2, 7, 12, 15

歴 史 5 1, 9, 11, 18, 19

民 主 5 4, 5, 9, 10, 12

学 問 5 5, 6, 8, 9, 18

真 理 5 7, 9～12

科 学 5 10, 14, 15, 17, 19

青 春 5 11, 13, 14, 16, 26

1

2 3
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