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キャンパスクローズアップ

の対応、学術情報基盤の機能的な整備、高機能で安心・安全な
学術情報ネットワークの東海地区中核拠点基盤環境の構築を目
的に、このたび全面改修を行いました。
　今回の改修では、スーパーコンピュータ関連諸室や情報基盤
設備機器室等のスペースの最適化により、各部局等に分散設置
されているサーバ群を集約する共同利用スペースを確保し、情
報機器の一元管理の実現と情報セキュリティの向上を図るとと
もに、研究教育環境の整備を行うことで、当センターの強みで
ある並列化支援、数値計算法開発支援、大規模可視化研究をさ
らに進展させ、データサイエンス教育研究の支援及びグリーン
ICT技術創出の加速を図りました。また、耐震性能のIs値は、
0.37から0.76に改善され、安心・安全な研究教育環境を確保
しました。

■外観・平面計画等
　外観は、北面、西面、南面の一部に有孔折板ルーバーを設
置することで、ES総合館やナショナルイノベーションコンプ
レックス（NIC）等周囲の建物との景観調和を図りました。
　また、既存施設を有効活用し、書庫等の諸室を再配置する

■概要
　情報基盤センターは、地下1階・地上5階建て、延床面積
4,231m2の建物です。建設後、46年が経過し、老朽化が著し
く、度重なる漏水も発生したため、耐震性能向上、老朽改善、
機能回復に加え、世界最高水準のスーパーコンピュータ導入へ

情報基盤センター

▲改修前の外観

▲改修後の外観
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ことにより、スーパーコンピュータの設置スペースである大
規模計算機室を地下1階に新たに確保しました。スーパーコン
ピュータや多数のサーバは、空調設備を必要とするため、それ
らを設置する空間においては、窓を極力少なくすることで外気
負荷を低減できるようにしました。
　可視化技術の高度化等の共同研究を推進する空間として、
185インチ・8K タイルドディスプレイ、円偏光立体視システ
ム、ドーム型ディスプレイシステム等の設備を備えた可視化室
を1階に整備しました。また、1階玄関ホール付近には、情報
サービスに関する一元的な相談窓口である「ITヘルプデスク」
を設置しましたが、ここは入室、相談がしやすいように、ガラ
ス越しに室内が見える明るい空間とし、室内はオープンカウン
ター方式になっています。
　1階玄関ホールは、間接照明を取り入れた折り上げ天井と、
上質感のある内壁材を使用することにより、開放的かつ柔らか
い雰囲気を醸し出し、イメージを一新した本建物の顔にふさわ
しい空間となりました。
　設計段階から、施設マネジメントの3つの視点（クオリティ、
スペース、コスト）を意識し、建物内に分散していた機器室

（サーバ室及び電気室）を居室を再配置することで集約し、機
器室と居室を明確に分けることで、効果的・効率的な動線を実
現するとともに、空調等のエネルギーロスの軽減に大きく寄与
しました。

■設備計画
　汎用性の高いLED照明器具を全館で採用し、全体的にセン
サ化を取り入れることにより、消し忘れ防止に繋げ、省エネル
ギー化・省コスト化を進めました。玄関、廊下等の共用部は、
柔らかい色合いの明かりとし、イメージの向上に寄与しています。
　非常用発電機200kVAを設置したことで、停電時における
情報機器（ネットワーク用サーバ等）や附随する空調・照明設
備の電源を確保することができました。建物の耐震化ととも
に、防災面での学内情報通信網の信頼度向上も図りました。
　空調は、全館高効率EHP、換気はDCモーター搭載型とし、
使用者の多い居室にはCO2センサーによる換気風量制御を導
入することで、各室のユーザーが容易に利用・管理ができるよ
う配慮しつつ、省エネルギー化を図りました。また、建物内へ
の生外気侵入による高湿度化・結露発生を抑制するため、エン
トランスホールに温度調節をした外気を導入できるようにしま
した。
　給排水設備は、機械室・PSを本館西側に集約して配置する
ことにより、スペースの有効利用を図るとともに、漏水の際の
リスクを低減しました。また、サーバ室等に設置された空調機
をはじめとする設備機器の状態表示を中央監視盤において行う
仕様にするとともに、利用中の遠隔監視システムとの互換性を
持たせることで、早期に異常を感知することができるようにな
りました。

▲185インチ・8Kタイルドディスプレイ等を備えた可視化室 ▼改修後の1階玄関ホール

▲情報基盤センター（左）、ES総合館（右）、NIC（右奥）との景観調和

▲情報システム全般にわたる「よろず相談所」として機能する「ITヘルプデスク」
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Q &A
先生に一問一答

やまだ しょうこ
学部時代は法学部で、法律家になるはずでしたが、暗記が苦手で
断念。その頃に読んだ本の影響で、開発途上国に対する国際協力
の道に入りました。研究者になろうと思ったのは30歳のときで、
かなり遅咲きです。でも、回り道したからこそ、研究者という仕
事をやれることに喜びを感じます。
趣味が仕事になってしまったので、ことさら趣味はないのですが、
寝る前にヨガをやるのと、テレビドラマやバラエティの動画を見
るのは日課です。落語には一家言あります。不動産の間取り図を
見るのも好きです。

明治維新のリーダーたちを育てた教育者・思想家の吉田松陰
の言葉です。私自身が教育学・人材育成を研究しているので、
吉田松陰から学ぶことは多いです。また、この言葉のように、
新しい研究をしようとしたら、慣れた研究のやり方に安住す
るより、新しい発想で既存の枠を打ち破る勇気と行動力を持
たなければ、と思っています。

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？

アフリカをはじめとする開発途上国で、若者や子ども
の教育、知識の形成について研究しています。ここ数
年は、名古屋大学の若手研究者と一緒に、SKY（Skills 
and Knowledge for Youths）プロジェクトと題し、
製造業に従事する若者の技能評価をして、産業界で求
められる知識と、教育が果たす役割について分析して
います。
仕事や生活の中で本当に役立つ知識、自分を豊かにし
てくれる知識は教科書を覚えるだけでは身に付きませ
ん。SKYプロジェクトでは、若者の認知的、非認知
的能力（いわゆるソフトスキル）、職業技術等、異な
る種類の能力を、調査対象国や産業の特性との関係で
把握し、どのような方法、内容の人材育成が適してい
るのかを政府や業界団体に提言しています。
このような途上国の現場での仕事に加え、日本や国際
社会での「持続可能な開発のための教育」の議論に関
わったり、議論が形成される背景を分析したりもして
います。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

志を立てるためには人と異なることを
恐れてはならない－立志尚特異－

MyBestWord
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頭の中にバラバラに散らばっていた発想が、ピ
タッとはまって、一つの論考としてまとまったと
き。いろいろな分野の優れた研究者や論文に出
会って、ドキドキするほど触発されるとき。それ
から、私たちの研究成果に興味を持って、それを
活用したいという途上国政府や業界団体の人たち
とご一緒するときは、実社会に貢献できている喜
びを感じます。

A
Ⓠ 研究が面白い！と思った瞬間はどんな時

ですか？

Ⓠ
「知識」がどのように形成されるのかを、ネット
ワーク化された現代社会の環境において、個人と
社会のレベルから学際的に検証する、というのが
目標です。ある時はアフリカの工場で技能評価、
別の時はアフリカ伝統社会の認識論から西欧、東
洋哲学のつまみ食い、さらには情報工学分野の専
門家の助けを借りて大規模テキスト分析と、多岐
にわたっているように見えるかもしれませんが、
私の中では少しずつ何かが形になっているような
気はしています。

A

今後の目標は？意気込みも含めてお願い
します。

国際協力のコンサルタントとして、アフリカのあ
る国にいたとき、プロジェクトのための情報収集
も面白いけれど、プロジェクトが前提としている
価値観（例えば、「学校に行かないと学べないか
ら、すべての村に学校を作らなければいけない」
など）自体を社会の歴史的、文化的背景に照らし
て問い直したいと思いました。

A
Ⓠ 研究を始めたきっかけは？

神田先生が特許を持っていらっしゃる微細藻類か
らバイオ燃料を抽出するためのエネルギー効率
の高い技術を南アフリカに移転するという事業で
す。この事業における私の担当は「人材育成」です。
バイオ燃料を抽出する機械を維持したり、実際に
バイオ燃料で車を走らせたりするためには、それ
を行うための人材が南アフリカに育っていなけれ
ばなりません。私は、日本からの支援が終わった
後も、南アフリカで持続的、発展的に事業が行わ
れるよう、人材育成の方法を検討しています。

A

Ⓠ 先生は、以前、本コーナーに登場してくださった
工学研究科の神田先生と協力して研究を進めて
いらっしゃると伺っています。まさに「文理融合」
ですが、どのようなプロジェクトなのでしょうか。

志を立てるためには人と異なることを
恐れてはならない－立志尚特異－

ビール飲んで（愚痴って）寝る！A
Ⓠ くじけそうになったときは？ストレス解消

法を教えてください。

ナイショ。A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせて

ください。

質問票に答えてくれた子（エチオピア）

SKYプロジェクトの技能評価の様子（エチオピア）

職業訓練センターの自動車機械科（ガーナ）

先生の研究を
表す写真
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名大の

今がわかる
!

経済政策講義で税務大学校長講演を実施 ■経済学部

南伊勢町との連携・協力に関する協定を締結 ■大学院環境学研究科

シンポジウム「留学生の専門性を生かしたキャリア形成」を開催 ■大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター

サイエンスカフェ「名古屋大学の地球環境科学」を開催 ■大学院環境学研究科

　経済学部の経済政策講義の一環で、
川上尚貴税務大学校長による講演を経
済学部第1講義室で開催しました。「税
制の企画と執行に携わって」という演
題で、税収と財政状況、税制が果たす
様々な役割、各税の概要、社会保障と
消費税の関係等の説明がありました。
また、地方創生施策の意義や税制上の

取り組みについて、自身の職務経験を
踏まえた紹介もありました。
　聴講者からは、「税が現代社会の諸
問題の解決策としての役割を果たして
いると感じた。」「消費税率がなぜ上が
るか、軽減税率がなぜ実施されるか、
社会保障との関係を含め理解できた。」
等の意見が寄せられました。

　三重県南伊勢町との連携・協力に関
する協定調印式を環境総合館で開催
し、西澤環境学研究科長と小山　巧南
伊勢町長が出席しました。
　本協定は、両者の連携・協力により、
当研究科における教育・研究の充実及
び南伊勢町の持続可能なまちづくり・
交通・環境等の施策に寄与することを

目的としています。今後は、教員や学
生の現地訪問を活発化するとともに、
南伊勢町の懸案の一つである公共交通
網充実に関し、持続的共発展教育研究
センターがアンケートや意見交換を通
じて住民意識調査を行い、新たな公共
交通網の姿とその確保策を提言する予
定です。

　シンポジウム「留学生の専門性を生
かしたキャリア形成」をアジア法交流
館で開催しました。これは、日本企業
の人手不足を背景に、外国人材に対す
る期待が高まる中、留学生が安易な労
働力としてではなく、高度な専門性を
有した人材として活躍することを目的
としたものです。

　まず、石川クラウディア国際機構准
教授が日本の「高度人材」政策をめぐ
る動向を、中村昭典名古屋経済大学副
学長が昨今の留学生の就職動向を発表
し、大学や企業が留学生のキャリア形
成をどのように支えていくべきか専門
的見地から話しました。

　サイエンスカフェ「名古屋大学の地
球環境科学」を理学部E館101号室で
開催し、諸田智克東京大学准教授が
「はやぶさ2の最新成果」というタイ
トルで講演しました。諸田准教授は、
はやぶさ2の学術的意義、タッチダウ
ンサイト選定の困難性、現在までに得
られている成果等について多くの画像

を用いて分かりやすく解説しました。
また、はやぶさ2の今後の課題にも話
が及びました。
　当日は100名を超える参加者があり、
会場は立ち見が出るほどでした。講
演後の質疑応答は30分にもなるなど、
参加者の関心の高さがうかがえました。

30
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講演中の川上税務大学校長

小山南伊勢町長（左）と西澤研究科長（右）

パネルディスカッション

科学的成果を解説する諸田准教授
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Meidai News
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第29回名古屋大学理学懇話会を開催

名古屋大学・岐阜大学連携ワークショップを開催

学術奨励賞授与式を挙行

　第29回名古屋大学理学懇話会を理
学南館坂田・平田ホールで開催しまし
た。
　今回は「化学のマジックが生体物
質をあやつる」と題して阿部　洋教
授と荘司長三教授が講演し、「物質の
マジシャン」たる化学者が、どのよ
うにDNAやRNA、タンパクを偽装さ
せ、騙すかを基礎から最先端の研究ま
で系統立てて、分かりやすく紹介しま
した。開催日は名大祭の最終日でもあ

り、天候にも恵まれたため、高校生や
一般の方々を中心に100名近くの参加
がありました。また、演者も驚くほど
高度でかつ活発な議論が繰り広げられ
ました。
　講演会終了後には、15名の高校生
を対象に、サイエンスカフェを開きま
した。研究の具体的なイメージから、
進学・進路相談まで、終了時間を超え
るほど楽しく議論が続きました。

　「東海地域から発信するFuture Earth」
と題した本学と岐阜大学の連携ワーク
ショップ（本学環境学研究科・生命農
学研究科、岐阜大学応用生物科学部・
地域協学センター共催、国際連合地域
開発センター後援）を名古屋国際セン
ターで開催し、両大学及び関係機関か
ら50名ほどの参加がありました。
　髙橋雅英センター長の挨拶の後、
大西有子総合地球環境学研究所助教の
基調講演、各大学の研究者3名による

研究紹介を行いました。最後の総合討
論では、非常に活発な質疑応答があ
り、盛況のうちに終了しました。
　今回のワークショップは、Future 
Earthへの理解を深めるだけでなく、
今後、両大学が連携事業を実施してい
くためにも有意義なものとなりまし
た。
　なお、本ワークショップは、公益財
団法人大幸財団からの助成を受けて開
催しました。

　令和元年度名古屋大学学術奨励賞授
与式を豊田講堂第1会議室で挙行しま
した。本賞は、本学の大学院博士後期
課程に在学する特に優秀かつ将来有望
な学生に対する教育研究活動の奨励
を目的としたものであり、平成23年
度創設の顕彰制度です。受賞者には、
松尾総長が表彰状及び副賞として学業
奨励金を授与しました。

　受賞者は以下のとおりです。
【人文学研究科】三宅俊浩
【経済学研究科】塚本髙浩
【理 学 研 究 科】  清水勇希、錦野達郎
【医学系研究科】SOLTYSIK Kamil
【工 学 研 究 科】大島　優、鬼頭俊介
【生命農学研究科】縣　步美
【多元数理科学研究科】武田　渉

聴衆からの質問に答える阿部教授（左）と荘司教授（右）

基調講演を行う大西助教

学術奨励賞受賞者集合写真

■理学部

■フューチャー・アース研究センター
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名大の

今がわかる
!

松尾総長がこれからの名大について講義

ティモシー・R・ワーナー氏との意見交換会を実施

第65回経営協議会を開催

全学同窓会岐阜支部設立総会を開催

　松尾総長が、IB電子情報館大講義
室で、「かつてない規模とスピードで
変化する社会で、名古屋大学の果たす
役割は何か―新しい大学像に挑戦する
名大―」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
の受講生等約210名が聴講しました。

　今年の講義のキーワードは「チャレ
ンジ」です。総長は、本学の様々な挑
戦を多岐に渡って述べ、学生も失敗を
恐れず何事にも「チャレンジ」してほ
しいと語りかけました。
　本講義の模様は、NUOCW（名大の
授業）で視聴できます（ブラウザがIE
では視聴できないことがあります）。

　本学は指定国立大学法人構想におい
て、大学経営人材育成を進めることと
しており、若手教員スキルアップマネ
ジメント研修の一環で、ティモシー・
R・ワーナー スタンフォード大学副学
長（Vice Provost）との意見交換会を
豊田講堂第1会議室で実施し、各部局
から推薦のあった若手教員8名のほか、

総長、理事等が参加しました。
　同氏からは、研究面だけでなく収益
面においても同大学にとって重要な存
在となっている「スタンフォードリ
サーチパーク」の事例紹介があったほ
か、大学運営や予算の確保、研究環境
等について本学との違いに言及があり
ました。

　経営協議会をNIC大会議室で開催
しました。
　松尾総長の挨拶の後、平成30年度
実績報告書、同事業年度決算、来年度
概算要求及び東海国立大学機構スター
トアップビジョンについて、総長及び
各担当理事が説明し、審議の結果、了
承されました。また、今年度の会計監

査人の選任、昨年度の学部卒業者・大
学院修了者等の進路状況、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等及び部
局の中長期ビジョン策定について報告
しました。懇談では、東海国立大学機
構について、外部委員から貴重な意見
が寄せられました。

　全学同窓会岐阜支部設立総会を岐阜
市内のホテルで開催し、約100名が参
加しました。
　総会では、伊藤義人設立委員会委員
から設立経緯について報告があった
後、議事に入り、支部内規及び支部役
員が承認され、小笠原文雄氏が支部長
に選出されました。

　総会後の交流会では、小笠原支部長
からの挨拶の後、松尾総長が「新しい
国立大学像を目指す名古屋大学の挑戦
NU-PRACTISSと東海国立大学機構」
と題し、大学の情勢等について説明しま
した。同窓生が旧交を温めるとともに、
抽選会や写真撮影等も行われ、支部設
立のお祝いムードのうちに終了しました。

18
6

18
6

28
6

29
6

講義をする松尾総長

ティモシー・R・ワーナー氏との意見交換会

経営協議会

参加者集合写真
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Meidai News

1
7

ホシザキ奨学金授与式及び報告会を挙行

　ホシザキ奨学金授与式をNIC大会
議室で挙行しました。本奨学金は、ホ
シザキ株式会社代表取締役会長ご夫妻
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」から寄附を
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
の給付型奨学金です。「モノづくりを
学ぶ、将来ある学生を支援したい」と
の寄附者のご意思を受けて、成績が優
秀かつ経済的に困窮した学生に対して

奨学金を給付するものです。
　当日は、坂本精志代表取締役会長及
び坂本精一郎事務局長ご出席の下、厳
粛に授与式が執り行われました。授与
式に引き続き、報告会が行われ、昨年
度採用された奨学生が1年間の学修成
果を発表しました。

ホシザキ奨学金授与式での記念撮影

ブレイクタイム

文系教務課、文系トータルサポートプロジェクトを始動

　6月10日（月）、「文系トータルサポー

トプロジェクト」第1回ミーティングを

文系総合館7階マルチメディアオープン

ホールで開催しました。

　本プロジェクトは、学生と職員が垣根

なく教務事務について議論し、学生が主

体的に企画・立案をする場として立ち上

げたもので、理系の学生を含む学生17

名が参画する文系教務課の新たな取り組

みです。

　第1回ミーティングは、学生11名、事

務職員6名が参加し、プロジェクトの目

的を共有した後、主に留学生支援業務に

おける課題について活発に意見交換を行

いました。

　今後も週1回のペースで、留学生支援、

窓口でのサービス向上を目指し活動する

予定です。

概要パンフレット「名古屋大学プロフィール2019」等を刊行

　概要パンフレット「名古屋大学プロフィール2019」（年1回発行）

を刊行しました。本誌は、数字等のデータにより本学の取り組みを

客観的に紹介しているものです。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 2020」（年1回発行）も刊行しました。こちらは、入試課で

入手可能です。

第1回ミーティング
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学生の元気

2019年日中大学生交流大会
中国交流センター

定校イベント協

　本学の全学協定校である大連理工大学（中
国・大連）の開校70周年を記念し、4月29日（月）
から5月6日（月）にかけ、「2019年日中大学
生交流大会」が開催されました。日本から27
大学、400名弱の大学生が招かれ、本学からは、
中国交流センターと教育交流部門の教職員の引
率で、11名（文2、経1、工3、農1、国開1、
情3）の学部生と大学院生が参加しました。
　参加者は各自の専攻に合わせて、機械、材料、
情報及び外国語・異文化交流からコースを選択
し、講義の受講、ラボ・企業見学、サークル体
験等をしました。機械コースの参加者は、3D
プリンターやレーザー彫刻を体験し、材料コー
スの参加者は、200名の現地学生と共に「研
磨大会」に出場しました。また、異文化交流コー
スの参加者は、中国伝統文化等について特別講
義を受け、日・中・英の3か国語を用いて、現
地の学生と共に議論・発表を行いました。いず
れの参加者も、現地の学生とペアを組み、日々

一対一の交流をするうちに、国境を越えた理解
と友情が深まった様子でした。
　今回の研修に参加した学生の約半分が、初め
て中国を訪問した学生でした。参加者からは、

「現地の方が優しく、困った時に助けられたこ
とが何度もあった」、「中国の学生の熱心さにと
ても刺激を受けた」、「名大よりも一般の学生が
実習に使う機械の台数が充実しており、良い学
習環境に恵まれていると感じた」、「メディアで
報道されている中国と、自分の目で見た中国は
全く違っていて面白かった。次はもっと長期間
中国に行きたい」、「ただニュースを見るだけ、
ネットを眺めるだけで、中国について本当に理
解できるのか疑問に思った」などの声が寄せら
れました。本大会の詳しい様子は、中国交流セ
ンターHPにてご覧ください。

中国交流センターHP
http://www.nushanghai.net/index.php?lang=ja

 経済学部4年生の 上田敦士さんが、国民体育大会（ゴルフ競技）へ出場決定！

他にも、こんな学生の活躍がありました！

I LOVE DUTでの集合写真

卒業式後、プランDの参加者による集合写真自分でデザインした
3Dプリンターの作品

記念ボードに願い事を チューターとの合同発表で優勝
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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315 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no315.html

祝 受賞

　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、優れた成績を挙げた方に授与
されます。本学関係者では、次の2名が受賞しました。

　令和元年度全国発明表彰受賞者の発表があり、社本英二工学
研究科教授らの「超音波楕円振動切削技術の発明」が21世紀
発明奨励賞を、松尾総長が21世紀発明貢献賞を受賞しました。
全国発明表彰は、大正8年、我が国の科学技術の向上と産業の
発展に寄与することを目的に始まり、独創性に富む優れた発明
をした方々、発明の実施化及び指導、奨励、育成に貢献した方々
を称えるために実施されています。6月10日（月）には、ホテル
オークラ東京で表彰式が執り行われ、 社本教授ご夫妻が出席す
るとともに、松尾総長の代理として髙橋理事が出席しました。

社本英二工学研究科教授が 
令和元年度全国発明表彰「21世紀発明奨励賞」を受賞！

2019年春の叙勲受章者が決まる

表彰式後の懇談会（左：社本教授　右：髙橋理事）

受賞者集合写真
（左から小野島特任准教授、松尾総長、赤井特任助教、金森特任准教授）

平成30年度名古屋大学 COI 若手顕彰受賞者が決まる

　名古屋大学COIでは、若手参画メンバーの社会実装に向けて
の取り組み及び将来に向けた新規性のある計画に対し、それら
を促進するための顕彰制度を設け、3月19日（火）に審査会と授
与式を行いました。
　松尾総長を委員長とし、名古屋大学COI参画機関である企業
や自治体の担当者が審査委員を務め、小野島特任准教授が「産
学官イノベーション賞」、金森特任准教授が「プロジェクトリー
ダー賞」、赤井特任助教が「研究リーダー賞」をそれぞれ受賞し
ました。

氏　名 所属・職名 受賞対象となった研究テーマ

小野島大介 未来社会創造機構　特任准教授 バイオデバイスとモビリティを融合したエアロゾル計測ドローンの
開発

金森　　亮 未来社会創造機構　特任准教授 静岡市を対象とした地方都市型MaaSの実証実験

赤井　直紀 未来社会創造機構　特任助教 完全自動運転の基礎を支える先進的自己位置推定の基礎理論構築
に関する研究

瑞宝中綬章［教育研究功労］ 氏　名 所属・職名

伊藤　正之 情報科学研究科　名誉教授

牧戸　孝郎 経済学研究科　名誉教授
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関係する本学の教員等

太陽電池への応用に期待！
－窒素陽イオンを導入したp型半導体グラフェンの 
開発に成功－

植物の進化メカニズムの新たな可能性を示唆
－染色体分配装置の予想外の役割を発見－

革新的手法により核酸創薬の実用化へ道！
－わずか10分で細胞質内に到達するオリゴ核酸 
医薬分子を開発－

132億年前の宇宙に存在した大量の塵の 
観測に成功！
－宇宙初期の星形成史をさかのぼる－

生物モーターのパワーアップアイテム
－哺乳類から細菌まで共通の構造－

北極陸域から発生するダストが雲での 
氷晶形成を誘発する

○ 陽イオン性窒素をグラフェンに導入する
ことにより、p型半導体グラフェンの開
発に成功

○ コケ幹細胞で染色体分配装置である動原体を構成す
るタンパク質を欠損させたところ、予想どおり、染
色体分配に異常が認められた

○ 動原体タンパク質の欠損により、予想外なことに、
細胞質分裂も阻害された

○ 正しく分配されなかった「取り残された染色体」の
存在が細胞質分裂に阻害的に働いた

○ 細胞質分裂の欠損により染色体を通常の2倍持つ細胞が生まれた
○ 染色体数が2倍の細胞を単離すると、その後も分裂と分化を繰り返し、最

終的にゲノムが倍加したコケ個体が誕生した

○ ジスルフィド基がオリゴ核酸の細胞内取り込
みを促進することを発見した

○ アンチセンス核酸・siRNAを数分程度で細胞
質内へ送達できる

○リポソーム法よりタンパク質発現抑制効果が高い
○細胞毒性が無い
○核酸医薬品として利用できる

○ アルマ望遠鏡を使って132億光年彼方にある
銀河MACS0416_Y1を観測し、大量の塵と
酸素を発見した

○ 塵は星の死によって生み出されることから、
この発見は宇宙誕生後わずか6億年で多くの星がすでに一生を終えていた
ことを示唆している

○ 宇宙の初期において、いつ頃どのようなペースで星が生まれ、私たちの身
のまわりにある元素が作られたのかという謎に迫る重要な成果といえる

○ 細菌が粘液中や宿主細胞表面など粘性の高い環境で
運動するのにFliLという膜蛋白質が必要

○ FliLは細菌べん毛モーターの出力を強化するが、そ
のしくみは不明だった

○ 世界で初めてFliLの構造を解明 
○ FliLは哺乳類の神経細胞にも存在するストマチン様蛋白質と共通の構造を

持つことが分かり、全ての生物において同じような機構で多様な膜蛋白質
が制御される可能性を発見

○ 北極圏の氷河から流出した水流によって作られる地
形（アウトウォッシュ・プレーン）で発生するダス
ト（固体微粒子）が雲の中での微小な氷の結晶（氷晶）
の形成を強力に促進し得ることを明らかにした

○ 氷晶形成の能力はダスト中に1%程度しか含まれな
い有機物の存在により高められていた

○ これらの新たな知見は、急速に温暖化の進行する北極圏で、雲の氷晶形成
プロセスや寿命・放射特性を理解する上で重要な手がかりとなり、気候の
予測精度向上につながると期待される

未来社会創造機構　齋藤永宏教授　チェ サンウ研究員 大学院理学研究科　Elena Kozgunova特任助教（当時）　五島剛太教授

大学院理学研究科
　阿部 洋教授　シュー・ザオマ大学院生　木村康明助教

大学院理学研究科　田村陽一准教授　竹内 努准教授

大学院理学研究科　本間道夫教授　小嶋誠司准教授　寺島浩行助教
アイソトープ総合センター　佐久間麻由子講師

宇宙地球環境研究所　大畑 祥助教
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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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アジサイの青色色素の可視化に成功
－試験管内で得られた青色錯体分子をガク片から 
直接検出－

人工知能を用いた血糖値予測システムを新開発
－持続型血糖モニタリングでの低血糖予知への応用－

○ アジサイの花の青色と同じ色を試験管内で発色
させるには、アントシアニン色素、アルミニウ
ムイオン、助色素の3種類の物質が必要である
が、それらの成分の比率や化学構造は長らく不
明だった

○ ガク片を－160度で急速凍結し、その断面を測定することにより、青色の
細胞が存在する場所だけに、3成分から成る青色錯体分子を検出すること
ができ、これにより、アジサイの青色発色機構を証明することができた

○ 赤色の組織には青色錯体分子もアルミニウムイオンもほとんど存在しない
ことがわかった

○ 測定した血糖値データのみを用いて未来の血糖
値を予測するシステムを開発

○ 学習と予測を交互に行うことにより性能向上
○ 測定した血糖値データのみによる予測によって

利便性の向上につながり、糖尿病医療や糖尿病予防に貢献

大学院生命農学研究科　青木 弾講師
大学院情報学研究科　吉田久美教授

大学院工学研究科　新津葵一准教授

Point
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トリのクチバシの角質はサンドイッチ構造
－三層構造から予想されるクチバシの成長モデル－

ストレス下での持続的な筋緊張が慢性的な 
痛みにつながる仕組みを解明
－筋痛性脳脊髄炎／線維筋痛症における痛み発症・維持のメカニズム－

○ 現代に生きているトリですら知られていなかった、
クチバシの角質部分の詳細な構造を初めて発見し、
角質部分の部位によって、成長方向が異なっている
可能性を示した

○ 絶滅動物のクチバシは、これまで確かな根拠がないま
ま、形態復元されてきた。本研究は、クチバシの骨部
分から角質部分をより確かに復元することを目指した先駆的な研究である

○ クチバシの微細構造を明らかにするために、地球科学、生物学、物理学に
またがる三つの手法を用いて研究し、それぞれの結果を併せることで、本
成果を得ることができた

○ 筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）
や線維筋痛症（FM）では、原因不明の過度な
疲労感と異常な痛みに悩まされる

○ ストレスで無意識のうちに筋の持続的緊張が起
こると、末梢の炎症や神経損傷がなくとも、筋緊張の持続的な刺激が脊髄
に伝わり、脊髄のミクログリアを活性化させていた。このミクログリアが
慢性的な筋痛などの異常な痛みに関わっていることが、慢性疲労モデル動
物で確認された

○ 無意識の筋緊張がME/CFSやFMなどにおける慢性的痛み発症の原因とな
る可能性が示された

博物館　藤原慎一講師 大学院医学系研究科　木山博資教授

ブレイクタイム 減災連携研究センター、「伊勢湾台風」に関するクラウドファンディングを開始

　減災連携研究センターは、7月1日（月）、「伊勢湾台風」に関する調査研究・教育啓発を
拡充すべくクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げ、寄附の募集を開始しました。
　1959年の発災から60年、昨今では、巨大台風の再襲来が懸念されています。本プロジェ
クトは、当時の被災状況や、「スーパー伊勢湾台風」による想定被害を改めて調査分析し、
その成果を広く共有するため、減災館における「特別企画展」、「特別シンポジウム」の開
催と被災地を見学する「巡検ツアー」の実施を3つの柱とし、200万円を目標としています。
　伊勢湾沿岸部からの高潮と濃尾平野を流れる大小河川からの氾濫による被災リスクを正
しく理解し、巨大台風襲来に備えるため、みなさまのご支援をどうぞよろしくお願いいた
します。
■詳細はWEBをご覧ください
　（募集は9月26日23時まで）
https://readyfor.jp/projects/nagoya-gensai2019

■お問い合わせはこちら
減災連携研究センター
TEL：052-789-3468　FAX：052-789-5023　
E-mail:fund@gensai.nagoya-u.ac.jp

伊勢湾台風の記録写真（高浜市提供）
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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315 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no315.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　中国科技部の苗少波秘書長を筆頭に、中国大使館、中国人材交
流協会、中国駐名古屋総領事館の一行が来訪し、松尾総長を表敬
訪問しました。日中両国における科学技術の人材交流や科学技術
イノベーションの現状、本学と中国の大学・研究機関との科学技
術分野での交流・協力の推進について懇談・意見交換を行いました。

来訪日：令和元年5月10日

　韓国産業研究院(KIET)は1976年の創立以来、韓国の急速な工
業化と経済成長を支援してきました。アジア共創教育研究機構は、
国際的・複合的な社会経済の現実の課題についてKIETと共同研究
を行ってきましたが、その研究テーマは、東アジアのGHG排出量
取引市場の創設、自由貿易協定と環境財との関係、燃料電池の有
効利用による水素社会の実現に至るまで多岐にわたります。本協
定締結により、これらの共同研究を継続し、国際学会での報告や
国際的な出版社からの著作の発表など、研究成果の発信強化が期
待されます。

締結日：令和元年5月15日

　本セミナーは、学術研究・産学官連携推進本部の主催で、研究
活動におけるクラウドファンディングの利用について考える機会
とするために開催しました。今回は、河江肖剰高等研究院准教授
を講師に招き、クラウドファンディングを利用した経緯、利用に
あたって行った準備等について情報提供をしていただき、23名が
参加しました。

実施日： 7月30日（火）

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

中国科学技術部　苗少波秘書長らが来訪

PI育成セミナー「ピラミッド・クラウドファンディングの挑戦」

アジア共創教育研究機構、韓国産業研究院（KIET）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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第15回名古屋大学ホームカミングデイ

「社会の中の大学」を開催　 10月19日（土）　 
会場：東山キャンパス

　今回のメインテーマは「社会の中の大学」です。
　今年は、名古屋大学創立80周年の節目の年であり、催し物として、皆様に楽しんでいただけるよう例年と異なる内容の企画
を含め、市民公開講座や展示・体験企画、施設公開、見学ツアー等、盛りだくさんの内容で準備を進めております。
　また、「テクノ・フェア名大2019」、「名大秋祭（秋革祭）」も同日開催いたします。
　どなたでも無料でご参加いただけますので、皆様お誘い合わせの上、是非、お越しください。

問い合わせ先
Development Office（DO 室）　052-747-6558, 6559
e-mail：home-coming@adm.nagoya-u.ac.jp
URL：http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/home-coming-day/hcd_15/

名古屋大学の集い
・国際交流貢献顕彰授与式
・創立80周年記念特別企画「未来のクルマ」（中日新聞社共催）

特別企画
未来社会を拓く科学：宇宙へ、そして地球へ
講演①「小惑星探査機はやぶさ2の挑戦」
講演②「地球と宇宙のつながりに迫るー天気を左右する太陽活動と宇宙環境変動」

イベント
・名大ビアフェスタ

市民公開講座等
・未来エレクトロニクス集積研究センター(CIRFE)特別講演
　「最先端研究者の考えるエレクトロニクスと夢への一歩」
・「救急医療：救急車を呼ぶべきか、明日まで待てるのか？」
・「脳とこころの研究とその社会的応用」
・「肥満は万病の元！？脂肪との正しい付き合い方」
・「プラネタリウムと学芸員と大学と」
・「自然災害は「自然」なのか？」　　　　　　　　ほか多数

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「科学の力で光る!?わくわくスライムづくり！」
・親子で楽しむ「動きつくり」「仲間つくり」体験－ラグビーを教材として－

施設公開
・ナショナルイノベーションコンプレックス（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
・スーパーコンピュータ見学ツアー

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
・重文指定記念 高木家文書展
・本のリユース市
・収蔵展示「カニコレ：名古屋大学の甲殻類標本」
・ 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：移動する人類と自然」
・ 収蔵展示：「アフリカから東山キャンパスまで： 

名古屋大学が収集した考古資料」
・野外観察園公開
・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
・ シュウサポプレゼンツ 
「これからのキャリアについて考えよう」

・ 学生支援センター「家族と語る名大生復活物語 
～明日の歌を唄おう～」

 ほか

主なイベント その他のイベント及び詳細はチラシやホームページをご覧ください

2019年8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。

No.315 2019年8月
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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

東山キャンパスの爆弾穴 ― 今も残る空襲の痕跡 ―
　名大構内に残る空襲に関わる遺構といえば、宇宙地
球環境研究所豊川分室の豊川海軍工廠施設跡が有名で
すが、東山キャンパスにも僅かに空襲の痕跡が残って
います。投下爆弾によってできた穴です。
　これらは、1945（昭和20）年3月25日の空襲による
ものです。敗戦直後の航空写真を見ると、現在の東山
キャンパス内に多くの爆弾穴を確認することができま
すが、現在では、それらのほとんどは埋められていま
す。しかし、最近の調査により、3つの爆弾穴が今も
残っていることが分かりました。
　3つの爆弾穴は、いずれもキャンパス東端部にあり
ます。2つは研究所共同館Ⅱ及び未来材料・システム
研究所総合研究実験棟の付近、1つはリサーチャーズ
ビレッジ東山の付近です（図1）。いずれも森林の中
にあり、キャンパスの開発区域から外れたために残っ

たのでしょう。70年以上が経過したことにより風化
が進んでおり、穴の直径は5.5～7.5 m程度、深さは
1 mほどになっています。穴というより窪みに近い印
象です。
　ところで、当時の東山キャンパス付近は何もない
所で、通常であれば爆撃の目標にはなりにくい地域
です。最近のアメリカ軍資料の調査により、アメリ
カ軍はこの一帯について「Probable military storage 
area」と認識していたことが分かりました。つまり、
軍の倉庫地区だと推測していたのです。名古屋帝国大
学の校舎が東山に少しずつ建ち始めたのは1942年か
らであり、しかも戦時中のため、木造の簡易な建物ば
かりでした。東山キャンパスが空襲された理由は、こ
のアメリカ軍の勘違いなのかもしれません。

1　�赤い丸が爆弾穴の位置。なお、本文の記述や掲載図及び写真は、立花健二氏
の調査報告による。詳しくは『名古屋大学大学文書資料室紀要』第27号（学
術機関リポジトリでも公開）を参照。

2　�東山キャンパス内の爆弾穴の1つ（研究所共同館Ⅱ及び未来材料・システム
研究所総合研究実験棟付近のもの）。

3　�敗戦直後に残っていた現在の東山キャンパス内の爆弾穴を、2007年撮影の
航空写真（国土地理院提供）上に示したもの。黒い丸が爆弾穴の位置。

1
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