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2020年 松尾総長年頭あいさつ

総長あいさつ

新年あけましておめでとうございます。年の初めにあ
たり、皆様にごあいさつを申し上げます。

昨年の年頭あいさつでは、名古屋大学が国立大学法人
の新しいブランドである指定国立大学法人に指定された
こと、それに相応しい成果を生み出すために大学の機能
を強化する必要があることを強調しました。また、情報
のデジタル化や科学技術の急速な進歩により、社会がか
つてない規模とスピードで変化している時代にあって、
本学の構成員一人ひとりが、より広い視野と高い志を持
ち、ビジョンを共有しながら、領域や組織の壁を越えて
共に進むことの重要性を述べました。

このような気持ちで臨んだ昨年は、あっという間に過
ぎ去りましたが、大きな成果が3つありました。第一は、
指定国立大学法人構想で公約した岐阜大学との法人統合
による新しい国立大学法人「東海国立大学機構」（以下、
東海機構）の設立準備が、国会での法律改正も含め順調
に進んだことです。第二は、このような大きな組織改革
を契機として、本学における人事・評価・財務・企画戦
略・施設・産学連携など多岐にわたるシステムの見直し
が、これまでにないスピードで進んだことです。そして
第三は、このような改革の成果を内外に発信し、「改革
を進める名古屋大学」というイメージが政府、アカデミ
ア、産業界等の関係者に刷り込まれたことです。イメー
ジだけでなく、実際に多くの成果が挙がっています。本
学構成員の皆さんの努力は素晴らしいものがあり、総長
として心から感謝いたします。

しかし、大学を取り巻く内外の状況は厳しく、かつ変

化が激しいゆえに、我が国、地域、本学が共に持続的に
発展するためには、より高い目標を設定して、常に考え
ながら不断の努力をする必要があります。世界では、デ
ジタル革命や科学技術イノベーションにより、社会産業
構造が急速に変化しており、都市や地域の創生について
も、スタートアップエコシステムの構築によって強力に
進んでいる例が数多くあります。その中心には、必ず有
力な大学ないし大学群が存在しています。国内では、少
子高齢化の影響が重くのしかかっています。日本の総
人口は、既に減少局面にあり、18歳人口は1992年に
205万人であったのが2017年には117万人、今から
15年後には、ついに100万人を切ってしまうと予想さ
れています。従って、今後、日本の社会や経済の姿、そ
して、大学の姿は一変するでしょう。

このような認識の下、本学が、指定国立大学法人構想
で掲げてきたのは、国立大学法人の未来像構築に果敢に
挑もう、ということでありました。外にあっては、日本、
そして東海地域が、今後、どのように産業構造転換を図
り、未来に向かって持続的に発展する礎を築くことがで
きるかを、国や関係機関と協議してきました。内におい
ては、本部と部局との対話による大学と部局のビジョン
の明確化と共有を1年以上かけて行ってきました。今年
は、これらを踏まえて、いよいよ具体的に未来像の構築
を実践していく年と位置づけられます。既に、一部は実
行されていますが、これからの具体的な目標を示しま
す。

第一に、本学の構成員、とりわけ執行部と部局幹部が、
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大学のミッション達成のために、自由な発想で行う基礎
研究、知的成果を社会実装するための応用研究、そして、
それらを社会に広め、イノベーションを起こすための産
学官連携やスタートアップエコシステム、これら全体の
バランスをとりながら、包括的かつ戦略的に発展させて
いくことが不可欠であるとの全体認識を共有し、協力・
連携して大学の活動を進めることです。

第二に、本学は、地域創生に貢献する力と国際的な競
争力を同時に強化するという目標で岐阜大学と法人統合
し、各々が単独ではなし得ない未来への大きな可能性に
挑戦することを掲げ、いよいよ4月から東海機構を始動
させます。今年は、この新しい大学組織の基盤をしっか
りと創り、東海機構及び各大学の機能強化を図る重要な
年です。既に、様々な面において、両大学関係者間で協
議が進んでいますが、構成員一人ひとりが、将来につな
がる具体的な未来像や連携の姿を描いていただければ幸
いです。

第三に、大学の重要な使命は次世代を担う人材を育成
することです。東海機構では、激変する社会の中で、未
来を創り牽引し、社会から求められる人材を育てたいと
考えています。そのために、東海機構の下でアカデミッ
ク・セントラルという組織を立ち上げ、リベラルアー
ツ、数理データサイエンス、語学（英語）、トランスファ
ラブルスキルなどを全ての学生を対象に実施したいと考
えています。新たな教育システムを取り入れて学生中心
の教育を展開し、高等教育のモデルの一つにする構想で
す。このシステムでは、地域のみならず日本全国とネッ

トワークを組み、学生が必要とする多様な教育を享受で
きる仕組みを生み出したいと考えています。

第四に、国際化は今後、大学にとって一層重要になり
ます。本学は、これまでも全国の大学の先頭に立って国
際化を推進してきました。特に、アジアの途上国支援で
は成果も大きく挙がっています。一方で、途上国自体も
大きく変化し、多様化しています。経済発展が著しい国
もあります。これからは「途上国支援」という目線では
なく、「共創による価値創出」という観点へと発想の転
換が必要です。東海機構設立を契機として、本学の国際
戦略を抜本的に構築し直す好機であると捉えています。

最後に、このような大学の改革や機能強化には財源が
必要です。基盤財源となる運営費交付金が徐々に削減さ
れている中、リソースの有効な活用と効率化などの内部
努力が必要ですが、同時に、外部資金を大幅に増やすこ
とも求められています。本学のみならず日本の大学は、
世界の研究大学と比べると、圧倒的に資金が足りないの
が現状です。総合的に大学のマネジメント力を強めるこ
とは、重要な課題です。東海機構の下で、経営と教学を
分離分担しながら、具体的なマネジメント体制を構築し
ていくことは、大きなチャレンジのひとつです。

以上、今年の目標を述べましたが、大事なことは構成
員がビジョンを共有しつつ、各自が置かれた領域や組織
でベストを尽くすことができる体制を創ることです。今
年も1年間、活発かつオープンに意見交換しながら、昨
年以上に成果の挙がる年にしましょう。

2020年、国立大学法人東海国立大学機構の幕開け
～更なる飛躍のためのチャレンジ～ MAKE NEW STANDARDS.
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 プロへの挑戦“非常識”が“必然”に ～名古屋大学硬式野球部 服部 匠監督～

名古屋大学初のプロ野球選手誕生

2019年10月17日午後7時28分。

「中日　松田亘哲　投手　名古屋大学」
プロ野球ドラフト会議で、本学硬式野球部に所属する松田亘

哲が中日ドラゴンズより育成1位指名を受けました。

当日は、豊田講堂シンポジオンホールでパブリックビューイ

ングが行われ、報道関係者約40人、テレビカメラ5台が集ま

りました。硬式野球部員やOB約60人、その他の大学関係者

や松田の高校時代の友人等総勢130人が見守る中、ついに名

古屋大学創立80年、硬式野球部創部70年にして、初めての

プロ野球選手が誕生しました。「松田亘哲」と名前が呼び上げ

られた瞬間、会場は歓喜に包まれました。歴史が動いた瞬間で

した。

ゼロからの挑戦
2016年4月6日。高校時代はバレーボール部に所属し、硬

式野球に携わった経験が全く無い松田の姿が、名古屋大学野球

場にありました。練習終了後、正式に入部の意思を示し、「ど

こを守りたい？」の問いに対して、はっきりと「ピッチャーを

やりたいです」と答えました。好きなところをやりなさいと伝

えたものの、正直なところ「（硬式野球部で）一緒にやってい

けるだろうか？」というのが私の本音でした。

この日から、松田のプロへの挑戦が始まります。この挑戦は、

恐らく誰もが「非常識」と考えるものだったでしょう。私自身

も、この時は彼がプロを目指しているとは知る由もなく、まさ

か、名古屋大学からプロ野球選手が誕生する日が訪れるとは夢

にも思いませんでした。

ドラフト指名直後の松田投手（写真左）� 提供：スポーツニッポン新聞社
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日々努力の4年間
2016年9月4日。この日、松田は、初めて硬式球を握って

から、わずか5ヶ月で初の公式戦のマウンドに立ちました。打

者2人に対して二塁打、死球で即ノックアウトというほろ苦い

デビュー戦となりました。

日々、体幹を鍛えるトレーニングと正しいフォーム作りに取

り組み、1日5食を摂ることで体も大きくなり、ストレートは

球速146キロが出るまでに成長。2年生の秋には初の完封勝

利を収め、その頃から本格的にプロを意識し、さらに上のレベ

ルを目指すこととなりました。

しかし、その後、チームは3部に降格。プロ入りに向けてア

ピールしなければならない4年生の春になっても満足のいく結

果を出すことができません。周りの4年生の進路が決まる中、

先の見えない挑戦が続きました。

覚悟のラストシーズン
2019年8月31日。進路はプロ野球選手1本。退路を断っ

て臨むラストシーズンが始まりました。春以降、地道に取り組

んできた変化球を武器に好投を続け、プロから注目される存在

になり、多くのスカウトや報道関係者が集まりました。そして

10月17日、ついにプロ野球選手という夢を掴みます。野球

への情熱と日々の努力、そして己を信じ、最後まで諦めない強

い気持ちにより、「非常識」が「必然」に変わった瞬間でした。

未知の世界へ
松田は、これからプロという厳しい世界に飛び込み、中日ド

ラゴンズの一員として頑張ってくれることでしょう。ナゴヤ

ドームのマウンドに立つ姿を、是非、ご期待ください。引き続

き、ご支援いただきますようお願いいたします。

◆松田　亘哲（まつだ　ひろあき）プロフィール
1997年5月16日生まれ。愛知県岩倉市出身。小学校1年
から中学までは軟式野球に打ち込む。江南高校ではバレー
ボール部に所属し、リベロとして県大会に出場。名古屋大
学入学とともに硬式野球部に入部。2019年ドラフト会議
で中日ドラゴンズより育成1位指名、名古屋大学初のプロ
野球選手となる。最速は148キロ。176センチ、80キロ。
左投げ左打ち。

力投する松田投手� 提供：スポーツニッポン新聞社
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Q &A
先生に一問一答

ばんの　りょういち
略歴
2011年名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科助教、
2015年同講師、2017年名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・
内分泌内科講師を経て、2018年より現職。

趣味
仕事が趣味になっています。臨床も研究も両方好きです。ちなみ
に、針灸や漢方薬といった東洋医療にも興味があり、時間があれ
ば取り組んでいます。学生の頃はスキーにはまってしまい、勉強
そっちのけで山にこもって練習し、一時期、インストラクターも
していました。

新しいことを発見すると素直に面白い！と思います。
また、研究テーマである肥満を追究するうちに、やが
て「食欲」の研究をすることになり、更に言えば「欲」
そのものの正体を、実験を通じて曲がりなりにも理解
するようになりました。もちろん、複雑な「欲」という
ものを完全に解明し、理解できているわけではありま
せんが、それでも驚く発見はあり、仏教などで説かれて
いることと照らし合わせて、はたと膝を叩いたりする
こともあり、研究は奥が深く面白いと思っています。

A
Ⓠ 研究が面白い！

と思った瞬間はどんな時ですか？

生体におけるエネルギー及び糖代謝の研究をしています。特に、
生活習慣病の原因である肥満の病態解明と治療法の開発に力を
入れています。また、中枢（脳）による糖代謝の調節機構の解
明も行っています。将来的には、脳神経系を介した内科的治療
の探索も行いたいと考えています。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

私は、名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内
科に入局後、同大学院医学系研究科へ入学したことが
きっかけで研究を始めました。当初は、他の医局員と
同様に、医学博士号取得が目的でしたが、大学院卒業
後、米国へ留学する機会があり、本格的に研究を始め
たのはそれ以降です。その意味では、本当のきっかけ
は米国留学ということになります。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

今日一日
MyBestWord

坂
野 

僚
一

今日一日を頑張ろう、今日一日が人生の最後の日と思って悔いの
ないように生きていこう、という思いから「今日一日」という言
葉をMy Best Wordに選びました。今日一日、という言葉自体
は熟語でもことわざでもなく、個人的に日々意識している言葉で
す。その日一日を貴重でかけがえのない大切な時間と捉えて人生
を全うしたいと考えています。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？総

合
保
健
体
育
科
学
セ
ン
タ
ー

保
健
科
学
部 

准
教
授
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肥満研究をする上で、脂肪細胞から分泌されるレ
プチンは無視することのできない重要なホルモン
なのですが、実は、インスリンが欠損した1型糖
尿病モデルマウスでは、レプチンを脳室内へ投与
すると、インスリンなしでも血糖値が正常化する
ことが複数の研究から、既に報告されていました。
ただし、末梢からレプチンを投与すると、高血糖
はある程度改善するものの正常化しないため、臨
床応用は困難だと考えられていました。私は、レ
プチン感受性亢進マウス（PTP1B欠損マウス）
を使った研究をしていたため、試行錯誤の末、レ
プチンとレプチン作用増強剤を併用すればインス
リンを使用せずとも血糖値が正常化することを見
出しました。今回いただいた助成金を使って、ど
うして1型糖尿病モデルマウスでレプチンとレプ
チン作用増強剤を併用すると血糖値が正常化する
のか、その機序を明らかにしていく予定です。

A

Ⓠ 11月に「１型糖尿病の治療において、インスリンを使
用しなくとも血糖値が正常化する新規治療法を見出し
た」との研究成果の記者発表をされました。本研究成果
は「循環型研究資金」という制度の助成を受けたことで
も注目されています。成果の概要を教えてください。

月並みですが、家族、友人に相談することです。
また、地元の神社にもよくお参りします。困った
ときの神頼みですね。

A
Ⓠ くじけそうになった時は？

ストレス解消法を教えてください。

目標は3つあり、①肥満の病態を解明し、治療法
を見つけ出すこと、②中枢（脳）による糖代謝調
節機構の解明、③脳神経系を介した内科的治療の
探索、です。3つに共通することは、脳神経系に
よる生体制御に関することだということです。こ
れまで内科治療といえば、薬を飲んで、吸収され
た薬剤が血液を介して臓器に効く、といった方法
が一般的でしたが、私個人としては、脳神経系を
介した治療法というものを探索することに非常に
興味を持っています。

A
Ⓠ 今後の目標は？

意気込みも含めてお願いします。

実は、大学院生の頃は研究が好きではありません
でした。専門医取得の延長で、学位も取得してお
く程度の感覚でした。しかし、米国留学中にお世
話になった上司のおかげで研究が好きになりまし
た。私は、今でこそ健康ですが、若い頃は病気で
進学が遅れましたし、大学も医学部の前に別の学
部を卒業しており、標準的な医師のコースからは
かなり逸脱した経歴の持ち主です。それでも臨床
医をしながら大学で研究を行うことができること
に自分自身驚いていますし、恵まれた環境に大変
感謝しています。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせ

てください。

留学中のラボで誕生日祝い
中央の水色のセーターの女性が上司です

肥満になりにくいPTP1B欠損マウス（下）

アメリカ肥満学会の一コマ

先生の研究を
表す1枚！
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小原　昇名古屋国税局長の税に関する講演会を実施

情報基盤センター改修記念ユーザ交流会を開催

国際高等研究機構設立記念シンポジウムを開催

　名古屋国税局の小原　昇局長による
講演会「実務から見えるもの　我が国
の財政、税制と税務執行」を経済カン
ファレンスホールで実施しました。こ
れは、11月11日から17日の「税を考
える週間」にあわせ、経済学部「財政」
の講義の一環で行われたものです。
　今回の講演では、日本の財政の現状
について、戦後の財政の歴史を辿りな
がら、具体的なデータに基づいて説明
いただきました。また、新しい時代を

担う学生に、財政が国民経済に果たす
役割を示すと同時に、それを支える税
の重要性を強く訴えられました。
　本講演会は毎年開催されています
が、今年度は小原局長の提案で、ス
マートフォンを用いた質疑応答が初め
て取り入れられました。双方向の情報
伝達が図られたことで、学生の問題意
識が高まり、より実りある講演会とな
りました。

　情報基盤センター改修記念ユーザ交
流会を同センター内で開催しました。
これは、2019年、耐震改修工事が無
事完了したことを記念し、同センター
が提供するサービスや設備のユーザと
の交流を意図して企画したイベント
で、本学学生、教職員をはじめ約30
名が参加しました。
　当日は、田島嘉則情報推進部情報基
盤課主席技師、片桐孝洋同センター教
授によるサービスの紹介に続き、参加

者との意見交換、現行のスーパーコン
ピュータ室の見学、高精細可視化装置
のデモンストレーションを行いまし
た。また、次期スーパーコンピュータ
の搬入予定地である地下1階は、この
日、初めて公開されましたが、搬入前
の部屋の状態は二度と見られないた
め、参加者にとっては貴重な機会とな
りました。

　10月に発足した国際高等研究機構
設立記念シンポジウム「最先端研究拠
点の新展開」を理学南館坂田・平田ホー
ルで開催しました。
　当機構は、世界を変える分子の開拓
をめざすWPI拠点「トランスフォー
マティブ生命分子研究所（ITbM）」、
物質・宇宙の起源に迫る「素粒子宇宙
起源研究所（KMI）」、若手育成等を
通じ、新分野創出をバックアップする
「高等研究院」で構成されています。

　シンポジウムでは、村田善則文部科
学省研究振興局長の挨拶に続き、東京
大学のWPI拠点であるKavli-IPMUの
大栗博司機構長が講演し、これまで進
めてきた先駆的取り組みを紹介され
ました。さらに、当機構の3拠点の紹
介を伊丹健一郎ITbM拠点長、久野純
治KMI副所長、周藤芳幸高等研究院
長が行いました。200名を超える参加
者とともに、盛会のうちに終了しまし
た。

講演会ポスター

次期スパコン搬入予定地を見学する参加者

シンポジウムの登壇者とともに

■経済学部

■情報連携統括本部

■国際高等研究機構
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15
11

18
11

20
11

アイデアピッチコンテスト2019を開催

映画「his」特別試写会＆トークショーを開催

シリーズ・伊勢湾台風から60年：特別シンポジウムを開催

　起業家育成プロジェクトTongali
（文部科学省「次世代アントレプレナー
育成事業」採択）は、学生が起業や社
会貢献に関するクリエイティブな考え
を披露するアイデアピッチコンテスト
2019を、なごのキャンパスで開催し
ました。
　4回目の開催となる今回は、12団体
から協賛を得ました。また、過去最多
の43組の応募があり、11月1日に行
われた予選会を勝ち抜いた18組が本

選に臨みました。出場者は、ごみ問
題からXR技術、ファッション、デー
トプランまで多様なアイデアを発表
し、審査員や聴衆を沸かせました。
Tongaliでは、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。

TongaliプロジェクトHP：
https://tongali.net/

　理学南館坂田・平田ホールで、メ～
テレ主催・当センター協力のイベント
である映画「his」特別試写会及びトー
クショーを開催し、本学教職員を含
め、113名が参加しました。
　この映画は1月公開予定で、LGBTQ
＋当事者が、日本社会で生きる上で抱
える課題について描いた作品です。上
映後には、タレントのはるな愛氏、弁
護士で本映画を監修した南　和行氏、
脚本のアサダアツシ氏によるトーク

ショーと参加者とのQ&Aセッション
が行われました。
　参加者からは、「人を愛することの
素晴らしさを感じた」、「何度でも観た
い作品」、「はるな愛さんの“人はそれ
ぞれ違うから、まず知ることから”と
いうメッセージに感動した」などの感
想が寄せられ、ソーシャルメディアで
も大きな反響がありました。

　伊勢湾台風襲来から60年が経っ
た2019年、当センターでは各種記念
事業を開催しました。11月16日に
は（1） 「伊勢湾台風～60年前の教訓
と新たに生まれた課題～」、20日には
（2） 「伊勢湾台風をどのように語り継
ぎ、伝えるか？」をテーマとする特別
シンポジウムを行い、いずれも多くの
参加者がありました。
　本学土木系教室とその同窓会組織で
ある鏡ヶ池会が協力した（1）では、

同会1期生の杉野尚夫氏が当時を振り
返りつつ、現在までの当地の変化やそ
れを踏まえた将来対応について述べ、
16期生で大同大学の大東憲二教授ほ
か教員3名が話題提供と意見交換を行
いました。（2）では、名古屋市博物館
の鈴木 雅氏、名古屋市南図書館の阪
口泰子氏、名古屋市港防災センターの
大場玲子氏らの報告に続き、「本当に
伝えるべきこと」について議論が交わ
されました。

出場者と審査員、来場者による記念撮影

トークショー登壇者 
（左からアサダアツシ氏、南　和行氏、はるな愛氏）

特別シンポジウム

■学術研究・産学官連携推進本部

■男女共同参画センター

■減災連携研究センター
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名大の

今がわかる
!

バンコク事務所5周年記念行事（名大フェアin バンコク）を開催

名古屋大学全学同窓会講演会を開催

グローバル人材育成拠点整備事業への寄附にかかる目録贈呈式を開催 ■工学部・工学研究科

「ベンチャーズトーク2019 ～名古屋大学発ベンチャー企業の集い」を開催

　バンコク事務所5周年記念行事の一
環で、名大フェアinバンコクをチュ
ラロンコン大学で開催し、高校生等約
60名を迎え､ 本学同窓生の講演と留
学相談会を行いました。
　同事務所は､ 2014年4月に本学の協
定校の一つであるチュラロンコン大学
内に開設され､ 学生リクルート活動､

タイの教育機関との交流促進等を行っ
てきました｡ 本行事を通じて､ 事務所
の認知度を上げ､ 今後の活動の広がり
につながることが期待されます｡
　なお、同じく5周年記念行事として、
1月に、タイや周辺諸国の同窓生の
ネットワーク形成･強化のための情報
交換会も開催予定です｡

　名古屋大学全学同窓会講演会を野依
記念学術交流館で開催しました。本講
演会は、全学同窓会と学士会が共催
し、同窓生、教職員、学生、一般の方
等124名が参加しました。
　小笠原文雄氏（医療法人聖徳会小笠
原内科・岐阜在宅ケアクリニック理事
長兼院長、日本在宅ホスピス協会会

長、全学同窓会岐阜支部長）が、「な
んとめでたいご臨終」と題して講演
し、在宅緩和ケアについて、映像も交
えて詳しく話されました。実例に基づ
く数々のエピソードは胸に迫るものが
あり、いのちの大切さを見つめる貴重
な機会になりました。

　株式会社FUJIから、グローバル人
材育成拠点整備事業（工学部7号館地
区再開発事業）に対し、200人収容の
ホールと学修支援スペースの建設費等
として2億円の寄附があり、その目録
贈呈式及び共同記者会見を広報プラザ
で行いました。
　須原信介同社代表取締役社長は「当

社は輸出の比率が9割近く、グローバ
ル人材の育成は重要。名大とは15年
前からプラズマ分野などで共同研究を
実施しており、さらに関係を深めてい
きたい」と発表し、松尾総長は「趣旨
に賛同いただき感謝します。施設は有
効に活用させていただきます」と謝辞
を述べました。

　ベンチャーズトーク2019を理学南
館坂田・平田ホールで開催しました。
　本イベントは、昨年度のベンチャー
ズトーク開催時から今年度の開催まで
の1年間で「名古屋大学発ベンチャー」
の称号を付与されたベンチャー企業の
お披露目の場であり、計11社の大学
発ベンチャーがプレゼンテーションを

行いました。
　当日は、企業や金融機関等から182
名が参加し、盛況のうちに閉会とな
りました。また、名古屋大学発ベン
チャーの関係者と参加者間で名刺交換
が盛んに行われ、今後の活躍が期待さ
れます。

23
11

27
11

27
11

28
11

同窓生による講演

講演する小笠原氏

目録贈呈式（中央：松尾総長、中央右：須原代表取締役社長）

永津　豪ZAZA株式会社代表取締役社長（工学研究科在学中）による発表
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8
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教育基盤連携本部シンポジウムを開催

令和元年度名古屋大学鶴舞公開講座を開催

名古屋大・岐阜大フューチャー・アースシンポジウム「木曽三川流域圏の未来」を開催

　2019年度教育基盤連携本部シンポ
ジウムを、JRゲートタワーホールで
開催しました。
　「大学生に必要な母語・外国語の力」
をテーマとした本シンポジウムには、
全国各地から大学関係者及び高校教員
等が参加しました。松尾総長の開会挨
拶の後、言語教育、文系・理系各領域
の教員の視点及び多数の大学生を受け
入れる企業の視点から、各分野で活躍
する方々を講師に迎え、大学生を取り

巻く現状と課題について話題提供を行
いました。また、長畑明利人文学研究
科教授が、本学の英語カリキュラムを
紹介し、高大社接続の観点も踏まえ、
今後の展望について指定討論を行いま
した。
　パネルディスカッションでは、出席
者からの質問に沿った活発な議論もあ
り、盛況のうちに終了しました。

　令和元年度名古屋大学鶴舞公開講座
を、医学部附属病院中央診療棟Ａ3階
講堂で開催しました。同講座は、平成
17年度から医学部と附属病院との共
催で年1回開催しているもので、社会
的に関心が高く、日常で役立つ話題を
テーマとしています。
　今年度は、「自分の力で元気に過
ごす～健康管理と医療サポートの活
用～」と題し、4つの講演を行いまし
た。いずれの講演も、講演者が時折

ユーモアを交えてわかりやすく事例を
紹介し、和やかな雰囲気の中、20代
から90代の幅広い年齢層から成る約
220名の受講者は、熱心に耳を傾けて
いました。また、講演終了後には、受
講者から「大変参考になった、来年も
是非、参加したい」という声が多数聞
かれました。

　フューチャー・アース（FE）シン
ポジウムを、本学及び岐阜大学の関係
部局、国立大学協会（国大協）、東京
海上日動火災保険株式会社（東京海上
日動）共催、愛知県、岐阜県、中日新
聞社後援により、国大協の大学改革シ
ンポジウムの一環で、名古屋東京海上
日動ビルで開催しました。大学や行政
機関、企業等から約150名が参加しま
した。
　松尾総長、森脇久隆岐阜大学長、三

浦知幸東京海上日動愛知公務金融部長
の挨拶の後、チューリッヒ大学のコー
ネリア・クリュッグ博士の欧州におけ
るFE研究紹介、本学関係者らの都市
河川や流域圏におけるFE研究紹介、
ブラザー株式会社による森づくりの報
告があり、若手活動家も交え、木曽三川
流域圏の現状と課題等に関する議論を
行いました。また、ポスターセッショ
ンでは、この地域の持続可能な未来に
ついて活発な意見交換を行いました。

活発な議論を展開するパネルディスカッション

多勢の受講者で埋めつくされた会場

挨拶をする松尾総長

■医学部、医学部附属病院

■フューチャー・アース研究センター
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なめらかなデータ活用社会を創る 
 株式会社Acompany

次世代エネルギー資源であるガスをナノ空間材料で 
自由自在に分離し貯蔵する SyncMOF株式会社

　Acompanyは、世界中の必要なデータをすぐに使えるように
することを目指しています。特に、多くのメーカーが悩みを抱
えている「データはあるけれども、セキュリティの問題で上手
く共有できずに活用できない」という課題に対して、ブロック
チェーン、暗号技術、計算技術を用いて解決していくテックカ
ンパニーです。
　最近の大きなトレンドとして、AI、IoTの技術が進み、データの収集、分析が発展してきたことが挙げられ
ます。しかし、データ自体のセキュリティ上の技術課題は今も残されています。弊社代表の高橋は、名古屋大
学在学中に会社を立ち上げ、1年間、ブロックチェーンの開発会社として実績を積み、この技術課題に取り組
めるメンバーで研究開発を進めてきました。
　また、弊社は「Be Cool, Be Hacker」という会社のバリューを掲げています。自分を大切にしながら他者を
大切にできることを“Cool”とし、技術に限らず常に最善の方法を考える人を“Hacker”とする、メンバー全
員が持っている価値観です。今後は、データ活用社会を創るリーディングカンパニーとして、No.1を目指して
いきます。

　石油資源の枯渇が叫ばれる今、人類には石油からガスへとエネルギー資源の転換が求められています。従来、
我々は、地下資源を「掘る」ことでエネルギーを確保してきましたが、これからは大気中の混合ガスから採取
する、つまり「空間から取得する」時代になります。
　当社では、持続可能かつ環境負荷の小さいエネルギー資源とされるガスを有効活用するために、新しいナノ
空間材料（Metal Organic Framework: MOF）を軸としたコン
サルティングを行っています。MOFは新しいガス分離材、吸
着材ですが、多くの企業はその使用法やデバイスへの組み込み
方で悩んでいます。単に、MOF大量合成に注力するMOF関
連ベンチャーが多い中、当社は、MOFの開発販売、性能評価
に加え、MOFを使ったデバイス等の製品開発にも取り組んで
います。合成に関する高度な知識を有するプロ集団であること
は当然ですが、化学・物理・工学・情報等の各分野に精通した
人財が結集し、誰もが簡単にガス資源を確保できるよりよい未
来の構築を目指します。

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://syncmof.com/

SyncMOF代表取締役畠岡潤一（右）と
工学部助教 兼 SyncMOF取締役堀　彰宏（左）

　 URL   https://acompany.tech/
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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320 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no320.html

祝 受賞

瑞宝中綬章［教育研究功労］
神谷　紀生 名誉教授（情報科学研究科）

末松　良一 名誉教授（工学研究科）

架谷　昌信 名誉教授（工学研究科）

瑞宝双光章［文部行政事務功労］
野明　厚夫 元・医学部附属病院事務部長

　2019年秋の叙勲の受章者が発表され、本学関係者では次の4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。

　2019年度文化功労者・文化勲章受章者が発表され、近藤孝男名誉教授が
文化功労者として顕彰されました。
　文化功労者は、文化勲章に次ぐ栄誉で、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者に贈られます。近藤名誉教授は、時間生物学の
分野で、生物時計の特性がタンパク質の機能に基づいていることを明らかに
しました。
　文化功労者顕彰式は、11月5日に東京都内において執り行われました。

　10月28日（月）に開催された中部ニュービジネス
協議会主催の「ニュービジネスフェア2019」におい
て、本学発学生ベンチャーである株式会社Sonoligo
が「CNBベンチャー大賞2019」を受賞しました。
　CNBベンチャー大賞は、中部地区においてニュー
ビジネスを実践している企業を公募し、事業の成長
性や社会への貢献度を評価して表彰するものです。

株式会社Sonoligo：https://www.sonoligo.com/

近藤孝男 名誉教授が 
文化功労者として顕彰される

本学発学生ベンチャー 株式会社 Sonoligo が、 
「CNB ベンチャー大賞2019」受賞

2019年秋の叙勲受章者が決まる

近藤孝男 名誉教授

授賞式に出席した遠山寛治代表取締役（情報学研究科在学中）（写真中央）
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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

タンパク質の動きが病気を引き起こす
－パーキンソン病の原因タンパク質の分子運動を 
観測することに成功－

南極の海洋生物起源の硫酸塩エアロゾルは 
氷期に減少していた
－南極ドームふじアイスコア分析データの解析から－

現生人類による特異な行動を発見！
－人間の行動的特徴の解明に道筋－

ヒトは森のなかで、 
ヘビを正確にすばやく見つけ出す

気体を安全に加圧可能な高圧反応装置の開発！
－不活性な気体資源の有効活用に道筋－

一度に幾つの荷物を運べる？？
－胃酸分泌を担う胃プロトンポンプが輸送する 
イオンの個数を構造解析によって決定－

○ パーキンソン病の発症に関係するタンパク質
「a-シヌクレイン」の分子の運動を、中性子を
利用した最先端の分析技術及び新たに開発した
解析法を用いて測定

○ 正常なタンパク質分子の特定の運動が、分子が集合して「アミロイド線維」
と呼ばれる異常な塊を作る過程に関与することを世界で初めて発見

○ パーキンソン病をはじめとしたアミロイド線維が関わるさまざまな病気の
発症のメカニズムを解明する手がかりとなることに期待

○ 南極のドームふじで掘削されたアイスコアのイオ
ン分析データを用いて、南極海の植物プランクト
ンに由来する硫酸塩エアロゾルの変動を、過去72
万年間にわたって推定した結果、植物プランクト
ン由来の硫酸塩エアロゾルは、氷期に減少し、間
氷期に増加していた可能性が高いことが分かった

○ 南極海における生物活動と気候変動の関わりや、光合成と深い関係のある
二酸化炭素濃度の変動要因を解明するための重要な手がかりになる

○ レヴァント地方の内陸乾燥域で遺跡発掘を行
い、そこから55km離れた紅海から持ち込まれ
た貝殻を発見

○ その年代は4万～4万5千年前で現生人類の居
住地だったことを解明

○ 遠隔資源の象徴的利用は同地域に居住したネアンデルタール人には見られ
ない

○ 本研究は、ほぼ同じ条件下で絶滅人類と現生人類の行動の違い示す貴重な
事例

○ ヒトは森を映した風景写真の中から、トカゲを見
つけ出すより正確にかつ早く、ヘビを見つけ出す
ことを明らかにした

○ 本研究成果は、ヒトの祖先は主な捕食動物であっ
たヘビに対抗するために脳の視覚系を進化させた
との仮説に合致するものである

○ 送液による気体分子の圧縮で、一般の高圧設
備でも安全、簡便に100気圧での化学反応
が可能な高圧反応装置を開発

○ 本装置を用い、不活性なガス状アルカンの化
学変換を劇的に加速することに成功し、ガス状アルカンの有効活用の道を
開拓

○ 本装置は汎用性が高く、ガス状アルカンの変換以外に、様々な気体分子の
反応に適用可能な機能性の高い装置

○ 40年もの間謎であった、胃の中を強い酸性にする
ためにカギとなる一度に輸送できるイオンの数が
1つであることが証明された

○ 胃プロトンポンプがカリウムイオンを特異的に認
識する仕組みが明らかになった

シンクロトロン光研究センター　杉本泰伸准教授
大学院理学研究科　成田哲博准教授　松本友治研究員

大学院環境学研究科　藤田耕史教授

博物館　門脇誠二講師
大学院環境学研究科　廣瀬允人大学院生　木田梨沙子大学院生

大学院情報学研究科　川合伸幸准教授

大学院理学研究科　荘司長三教授　有安真也特任助教　児玉侑朔大学院生 細胞生理学研究センター　阿部一啓准教授
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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

2020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
バックナンバーは名古屋大学のHPでもご覧いただけます。

表紙のヒト
武田一哉　未来社会創造機構／情報学研究科教授
昭和60年名古屋大学工学研究科博士課程（前期課程）
修了。国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）勤務
を経て、平成7年名古屋大学助教授、15年同教授。
名古屋大学発「世界を牽引する自動運転ベンチャー」で
ある株式会社ティアフォーの取締役を務める等幅広く
活躍。

No.320 2020年1月

第104回げんさいカフェ－Gen Science Café－
「必ずくる震災で日本を終わらせないために。」

高等教育研究センター 
第180回招へいセミナー

「URAの多能性を再考する」

第3回東海スタートアップカンファレンス2020 
－宇宙ビジネスのビッグバン！－

環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター 
SDGsセミナー・シリーズ 「地域金融機関と 
地域版SDGs－地方創生と大学の役割－」

1月28日（火）
場　　所：減災館1階減災ギャラリー
時　　間：18：00～19：30
定　　員：50名
対　　象：一般
参 加 費：�無料（会場にてドリンク等の

注文が必要）

講 演 者：�福和伸夫（減災連携研究センター長・
教授）

1月23日（木）
場　　所：�文系総合館5階�

アクティブラーニングスタジオ
時　　間：15：00～17：00
対　　象：本学および近隣の大学関係者�
参 加 費：無料
講 演 者：玉井克幸氏（埼玉大学主任URA）
内　　容：�
日々の URAとしての実践において、あるいは、他
大学のURAとの議論を通して感じてきたことを基
に、参加者とともに日本のURA、そしてこれから
のURAについて様々な観点から議論する

1月28日（火）
場　　所：�名古屋商工会議所3階�

第5会議室（名古屋市中区）
時　　間：13：00～17：00
定　　員：85名
対　　象：�SDGs および地域創生と�

地域や政府系の金融機関の�
役割に興味のある方

参 加 費：無料

講 演 者：丸山康司（環境学研究科教授）、他

2月5日（水）
場　　所：�ミッドランドスクエアオフィスタワー5階

ミッドランドホール（名古屋市中村区）
時　　間：14：00～17：40
内　　容：�講演、パネルディスカッション
定　　員：200名　　
対　　象：学生、一般　　
参 加 費：無料
講演題目：�「宇宙ゴミ（スペースデブリ）�

－世界一厄介な問題を解決する－」
講 演 者：�伊藤美樹氏（株式会社アストロスケール

ゼネラルマネージャー）
講演題目：「衛星データで実現する持続可能な社会」
講 演 者：新井元行氏（株式会社 Synspective 代表取締役 CEO）

［問い合わせ先］� 学術研究・産学官連携推進本部　�
Tongali プロジェクト事務局　052-747-6490［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］�
高等教育システム開発部門助教　齋藤芳子　052-789-5384 ［問い合わせ先］� 環境学研究科教授　香坂 玲　052-789-5643

名大ウォッチ

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

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

31
12

6
12

伊勢湾台風の歴史に学ぶ

ミャンマーから先人に思いを馳せる
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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 博士課程人材育成支援

名古屋大学基金のご案内

特定基金

大
おお

隈
くま

鐵
てっ

工
こう

所
しょ

（現・オークマ）と名古屋帝国大学
　本社を愛知県丹

に

羽
わ

郡大
おおぐちちょう

口町に置くオークマ株式会社
（以下、オークマ）は、1898（明治31）年に大

おお

隈
くま

榮
えい

一
いち

が名古屋市に設立した大
おお

隈
くま

麺
めん

機
き

商会に始まる、日本屈
指の工作機械メーカーです。
　現在、東山キャンパスでは、オークマの寄附によ
る「オークマ工作機械工学館」の建設が進んでおり、
2020（令和2）年4月から供用が始まる予定です。名
大は、かねてよりオークマとの連携を進めており、
2015（平成27）年には「オークマ工作機械工学寄附講座」
が設置されました。
　オークマと名大の関わりは、実は1939（昭和14）
年に名古屋帝国大学として創立された当時にまでさか
のぼることができます。
　1941年11月、愛知県科学技術振興会が発足しまし
た。これは県の寄附金による研究支援団体で、その学
術委員長に澁澤元治名帝大総長が就任するなど、名帝
大の教官が活動の中心になっていました。大隈鐵工所

（1916年に大隈麺機商会から改称）は、同振興会の支
援の下、名帝大工学部の久

ひさ

恒
つね

中
ちゅう

陽
よう

教授の指導を受け、
航空機用部品の高速切削を目的とする「戦時形（L形）
3番普通旋盤」の開発に成功しました。澁澤総長は回
想録で、同振興会によって成果を挙げた代表的なもの
の一つとして、この旋盤の主軸受にアルミニウム合金
を代替材料として使用する研究を挙げています。
　1942年6月には、大隈榮一大隈鐵工所社長が、「株
式会社大隈鐵工所奨学金」を名帝大に寄附しました。
その目的は、「工学部応用力学に於ける旋盤の強度に
関する実験的研究費」とされています。
　第二次世界大戦後、名大から多くの学生が大隈鐵
工所（1991年にオークマへ改称）に就職しました。
その中から、前田　豊（1991～1994年、工学部卒）、
柏
かしわ

　 淳
じゅん

郎
ろう

（1994～2006年、経済学部卒）、花
はな

木
き

義
よし

麿
まろ

（2006～2019年、工学部卒、現・代表取締役会長）と
いう3人の社長を輩出しています。

1　�名帝大工学部金属工学科（金属工学教室）の入口に立つ久恒中陽教授。
1965年に定年退官後、市立名古屋科学館長、大同工業大学長を務めた。

2　�戦時形（L形）3番普通旋盤（写真：オークマ株式会社提供）。「非真円
平軸受」の採用により、最高主軸回転数毎分1,200回転を実現し、5社
で構成する名古屋旋盤第1集団で年間1,800台が生産された。

3　�大隈榮一（1870－1950、写真:オークマ株式会社提供）。佐賀県出身。
大隈鐵工所を一代で日本を代表する工作機械メーカーに発展させた。

4　�建設工事中のオークマ工作機械工学館（2019年12月9日撮影）。写真
左端が工学研究科1号館、右端が四谷通。

5　オークマ工作機械工学館の完成イメージ図。
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