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クローズアップ SDGs Seminar　 
The Latest International Trends of Ecosystem Managements and Related Fields  

『SDGsセミナー：生態系分野の最新の国際動向』を開催

都市近郊の緑地の訪問者の受容を研究するメキシコ国立工科
大学大学院博士後期課程のバーバラ・コバチ氏、都市養蜂の
ガバナンスを専門にする本学大学院環境学研究科博士後期課
程の松沢友紀氏による報告も行いました。以下、各講演と報
告の内容を紹介します。

1）IPBES報告書についての議論
　市井教授は、生物多様性及び生態系サービスに関する政府
間科学－政策プラットフォーム（IPBES）の生物多様性と
生態系サービスに関する地球規模アセスメントの概要と示唆
について講演しました。国際機関であるIPBESは、生物多
様性と、その人類への恩恵である生態系サービスの現状を科
学的に評価し、政策立案に貢献する組織です。昨年5月、市
井教授を統括責任執筆者の1人として、100万種近い生物
が絶滅の危機にあるという報告書を発表しました。個々の事
象とグローバルな動向とのつながりで不明な点が多いため、
様々な分野からの知見の集約が必要であることや、今後、必
要な取り組みについても解説しました。

　昨年11月7日（木）、本学が行うSDGsへの種々の取り
組みの1つとして、大学院環境学研究科附属持続的共発展教
育研究センター主催SDGsに関する連続セミナーの第2弾で
ある『SDGsセミナー: 生態系分野の最新の国際動向』を環
境総合館講義室3で開催し、関係する企業や行政機関職員、
一般の方々等40名近くが参加しました。
　世話人の香坂 玲同研究科教授が、冒頭で趣旨説明を行い、

「地域からのSDGsへの貢献を目指し、生物多様性保全をめ
ぐる国際的なプロセスや、現場レベルの対応について最新の
成果を共有することが本セミナーの目的である。」と述べま
した。さらに、「グリーン・インフラの整備とは、持続可能
な社会の達成のために、自然の持つ多様な機能を活用し、維
持費を圧縮しながら、既存のインフラ整備を補完して、都市・
農村開発を行うことである。」と説明しました。
　また、グローバルな生物多様性の評価について国際的に活
躍する専門家であり、本学OBでもある市井和仁千葉大学環
境リモートセンシング研究センター教授による基調講演、グ
リーン・インフラ導入の支援モデルを研究するスイス・ジュ
ネーブ大学大学院博士後期課程のエリカ・ホーネック氏、大

ジュネーブ大学大学院博士後期課程エリカ・ホーネック氏市井和仁千葉大学環境リモートセンシング研究センター教授
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SDGs Seminar　 
The Latest International Trends of Ecosystem Managements and Related Fields  

『SDGsセミナー：生態系分野の最新の国際動向』を開催

2）  効果的なグリーン・インフラ整備のための
空間計画

　エリカ・ホーネック氏は、グリーン・インフラ整備の空間
計画を行うソフトウェアZONATIONを活用したグリーン・
インフラ導入の支援方法について報告しました。動植物の多
様性、動物の移動のしやすさである連結性、生態系サービス
の需要・供給という3つの指標を算出し、それぞれの指標で、
目標を達成するために、保全面積を推計するプロセスについ
て発表しました。

3）大都市近郊森林の利用者と景観的価値
　バーバラ・コバチ氏は、メキシコシティー近郊にあるロス
ディナモスの森林の利用状況と、森林の各種景観に対する利
用者の価値観について報告しました。同氏が携わっているの
は、森林の各所の写真に見出せる価値に関する研究であり、
価値には教育、精神、美、文化・歴史、将来、自然、生産的
な要素、また、癒しの要素が含まれること、特に、森の奥で
は自然の価値を見出す傾向がある等の結果を発表しました。

4）都市養蜂の規制の国際的状況
　松沢氏は、都市養蜂に対する国・都道府県・政令市の規制
について報告しました。海外と比較すると、日本には養蜂の
規制はほとんど存在せず、養蜂振興法があるものの規制を目
的としたものではありません。建物の端から巣箱を20メー
トル離すセットバックを義務付けている大阪府の規制が唯一
であると論じました。

　個々の発表後には、活発な質疑応答があり、関心の高さが
感じられました。最後に、山口 靖環境学研究科附属持続的
共発展研究センター長が、文理連携や、民間にフィードバッ
クする必要性について述べ、セミナーは盛況のうちに閉会し
ました。
　SDGsセミナーの第3弾は、1月28日に『地域金融機関
と地域版SDGs〜地方創生と大学の役割〜』と題して開か
れました。今後も、地域経営、地域・政府系金融に対する地
域版SDGs、そして、大学の役割について参加者が充実した
議論、意見交換を行える機会を提供したいと考えています。

メキシコ国立工科大学大学院博士後期課程バーバラ・コバチ氏 本学大学院環境学研究科博士後期課程松沢友紀氏
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Q &A
先生に一問一答

うちだ　りょう
趣味：寝る、そして、寝る。

社会学を母体とする学問です。社会学の手法で教育を
斬ります。
社会学の手法とは、僕なりに表現すると、個々人の経
験や感情を、より広い社会的な文脈から捉え直すこと
です。あなたが風邪を引いたのは、「あなたが不注意
だったから」？　「いや、ちゃうやろ。だって……」（あ
とは自分で答えを想像してみてください。そこから社
会学が始まります。）

A

Ⓠ 先生のご専門である「教育社会学」とはどの
ような学問なのでしょうか？研究の具体的な
内容をお教えください。

「ごめんなさい」と「ありがとう」が 
言えれば、なんとかやっていける。

新入生に贈る言葉

内
田 

良

大
学
院
教
育
発
達
科
学
研
究
科  

准
教
授

世の中、うまくいかないことがたくさんあります。「ごめんなさ
い」や「ありがとう」をちゃんと言って頭を下げておけば、と
りあえずはギリギリで乗り切っていけると思います。
乗り切れそうにないときには、とにかく、誰かを頼りましょう。
必ず、助けてくれる人がいます。人にやさしく、自分にはもっ
とやさしく。

A
Ⓠ この言葉を選ばれた理由は？
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悪さばっかりしてたから、あまり思い出したく
ありません。

A
Ⓠ 学生時代を振り返って、最も印象に残っ

ている思い出は？

学問領域に関係なく、常識破りな発想に魅力を
感じました。常識というのは、それに従いさえ
すれば、私たちは何も考えずに生きていけます。
でも、それだと、常識によって困っている人た
ち、苦しんでいる人たちのことは見えてこない
んですよね。

A
Ⓠ 学生時代、研究が面白い！と思った瞬間

はどんな時ですか？

「大学教員」という肩書きは、一つの「権威」です。学
生さんを含めみんな、その「権威」の言うことを信じ
てしまいます。僕は、学生のみなさんに、僕の言うこ
とを信じてほしくありません。日本の教育界では、金
髪・茶髪はとても評判が悪いので、そうすることで、
僕の権威をできるだけ消すようにしています。
なお、ご参考までに、名古屋大学のスローガンは「勇
気ある知識人」です。

A

Ⓠ リスクの「見える化」を積極的に推進し、メディアに
も多く取り上げられていらっしゃいます。そのヘアス
タイルも有名ですが、意図があってのこととか……？

それなりに名の知れた大学に入ったからと油断し
ていると、すぐに他大学の学生や就職を選んだ同
級生に追い抜かれます。学歴だけは立派で、頭の
なかはスッカラカンというのが、いちばんカッコ
悪いです。
名古屋大学に入学した時点で、みなさんは善かれ
悪しかれ、エリートです。グローバル社会のリー
ダーです。だとするならば、自分に何ができるか、
自分は誰を救えるのか。そういった自覚をもって、
勉学に励んでほしいです。

A
Ⓠ 先生の後輩である名古屋大学の新入生や、受

験生の皆さんへのメッセージをお願いします。

そもそも経済学部は、二次試験の科目が得意科目
だったからという理由だけで選びました。人文・社
会科学系であれば、経済学部でも文学部でも、どこ
でもよかったのです。ただ、大学に入ってから、高
校では学べない、社会のさまざまな問題に触れるな
かで、もっと勉強してそれらの問題に向き合ってい
きたいと考えるようになりました。

A

Ⓠ 名古屋大学経済学部のご出身でいらっしゃい
ますが、在学中に研究に興味を持ったきっか
けを教えてください。

毎日、寝過ぎた気がします。だからと言って、
当時、睡眠時間を減らすことができたのかとい
うと、そうでもないのですが……。

A

Ⓠ 今だからこそ言える、学生時代「ああし
ておけばよかった！」と後悔しているこ
とはありますか？

松尾総長との安全で楽しい二段ピラミッド 
（名古屋大学教育学部創設70周年記念式典の懇親会場にて）

先生の研究を
表す写真
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名大の

今がわかる
!

第3回アジア共創教育研究機構シンポジウムを開催 ■アジア共創教育研究機構

国際環境人材育成プログラム10周年記念シンポジウムを開催 ■国際環境人材育成センター、大学院環境学研究科、大学院工学研究科

　第3回アジア共創教育研究機構シン
ポジウムをアジア法交流館カンファレ
ンスルームで開催しました。
　前半は、当機構を拠点に研究を行っ
ている環境・制度・人材の3部門6チー
ムの研究紹介等を行い、後半は、梶浦
敏範日本サイバーセキュリティ・イノ
ベーション委員会代表幹事が基調講演

において、サイバー空間の出現を前に
人文社会科学分野に何が期待されるか
を述べました。続いて、各研究プロ
ジェクトリーダーによるパネルディス
カッションを行い、設立3年を経過し
た当機構が今後果たして行くべき役割
をめぐり、活発な議論と提言がなされ
ました。

　 国 際 環 境 人 材 育 成 プ ロ グ ラ ム
（NUGELP）10周年記念シンポジウム
を環境総合館レクチャーホールで開催
し、102名が参加しました。NUGELP
には、これまでに日本を含む33ヵ国
から240名が参画しており、多様な国
籍を活かした多角的・実践的な教育活
動が紹介されました。国内外の修了生

による講演では、NUGELPで学んだ
ことが修了後のキャリアに活かされて
いるとの報告がありました。また、パ
ネルディスカッションでは、遠藤和重
国連地域開発センター所長らから、持
続可能な開発目標（SDGs）実現に向
けてグローバルに活躍できるリーダー
育成の場としての期待が示されました。

6
12

13
12

プロジェクトリーダーによるパネルディスカッション

藤巻理事（国際環境人材育成センター長）による開会挨拶

13
12 国際シンポジウム 7th International Symposium on Transformative 

Bio-Molecules — in memory of Koji Nakanishi — を開催
第15回平田アワード及び第5回岡崎賞授与式を開催

　国際シンポジウム「7th International 
Symposium on Transformative Bio-
Molecules — in memory of Koji Naka-
nishi —」を理学南館坂田・平田ホール
で開催しました。松尾総長のあいさつ
の後、上村大輔名誉教授（現・神奈川
大学特別招聘教授）による2019年3月
に他界された中西香爾特別教授の業績
紹介、伊丹健一郎ITbM教授からの当
施設の紹介に続き、ウエリ・グロスニ
クラウス チューリヒ大学教授、ゴン・
シェン南海大学教授、ヴィ・ドン カ
リフォルニア大学アーバイン校教授の
招待講演を実施しました。
　また、有機化学の分野で活躍する若
手を表彰する平田アワードと、生物学
の世界のライジングスターを表彰する

岡崎令治・恒子賞を併催しました。今
回の平田アワードには、可視光レドッ
クス触媒とニッケル触媒を協働させる
画期的クロスカップリング反応を達成
したアビゲイル・ドイル プリンスト
ン大学教授が、岡崎令治・恒子賞には、
光遺伝学を駆使した、怒りややる気等
の感情の神経回路の研究で極めて優
れた業績をあげたケイ・タイ ソーク
研究所教授が選ばれ、上村名誉教授、
岡崎恒子特別教授から両氏に対し、記
念品の楯が手渡されました。
　国内外から参加した300 名近くの参
加者は、生物学、化学と多岐にわたる
講演に真剣に聞き入り、活気溢れるシ
ンポジウムとなりました。

第15回平田アワード（左）、第5回岡崎令治・恒子賞（右）
の授与

シンポジウム出席者の集合写真

■トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）
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Meidai News

「市民公開講座～ここまで身近になった！移植医療の最新事情～」を開催 ■医学部附属病院

目標に向かって全力疾走！　～鈴木亜由子選手壮行会～

野中千穂准教授「女性研究者トップリーダー顕彰」受賞記念講演会 ■素粒子宇宙起源研究所（KMI）

「Women in Tech at Nagoya University」を開催 ■男女共同参画センター

　「市民公開講座～ここまで身近に
なった！移植医療の最新事情～」を医
学系研究科基礎医学研究棟第4講義室
で開催しました。後藤百万医学系研究
科教授が、医学部附属病院における移
植医療の全体像を紹介し、北川喜己名
古屋掖済会病院副院長が脳死移植、六
鹿雅登医学系研究科講師が心臓移植と

人工心臓、小倉靖弘医学部附属病院病
院教授が肝移植、加藤真史医学系研究
科准教授が腎移植に関する講演を行い
ました。
　幅広い年齢層の100名超が参加し、
関心の高さが伺えたほか、活発な質疑
応答もあり、移植医療の進歩と課題に
対する理解が深まった様子でした。

　2014年に経済学部を卒業し、東京
オリンピック女子マラソン日本代表に
内定した鈴木亜由子選手（現・日本郵
政グループ）の壮行会を経済カンファ
レンスホールで開催しました。
　松尾総長の挨拶の後、来賓の挨拶で
は、学生時代の貴重なエピソードの
数々が披露されました。続いて、陸上

競技部から壮行の言葉と花束贈呈があ
りました。また、鈴木選手からは東京
オリンピックに向けた意気込みを生の
声で語っていただきました。応援団
OBから学生歌「若き我等」が披露さ
れた後、最後に「フレーフレー、鈴木」
と力強いエールが送られ、会場は大き
な拍手に包まれて幕を閉じました。

　「女性研究者トップリーダー顕彰」
に野中千穂素粒子宇宙起源研究所准教
授が選ばれたことを記念し、理学研究
科クォークハドロン研究室との共催に
よる特別講演会をKMIサイエンスシ
ンポジアで開催しました。野中准教授
は、ハドロン物理学におけるクォー
ク・グルーオンプラズマに関連した自

身の研究成果や、今後の展望について
解説しました。また、野中准教授が委
員長を務める日本物理学会の男女共同
参画推進委員会の取り組みにも触れ、
同学会の女性会員数や女性の受賞者数
が少ないこと、海外の女性研究者の状
況など、女性研究者の抱える課題を紹
介しました。

　Google Japanと男女共同参画センター
共催による「Women in Tech at Nago-
ya University」をNIC 1階IdeaStoaで
開催しました。
　Google Japanのエンジニアを迎え、
情報科学業界やソフトウエアエンジニ
アに関心がある女子学生に対し、業務
内容やキャリア形成について講演があ

り、その後、参加した女子学生26名
とQ&Aセッション、ワークショップ
等を実施しました。参加者からは、「素
晴らしい機会だった。この業界や仕事
についてイメージを持つことができ
た」、「自分の信念を声に出して言って
みることの大切さを学んだ」等の感想
が寄せられました。

14
12

15
12

16
12

18
12

熱心に聞き入る参加者たち

笑顔で挨拶をする鈴木選手

講演する野中千穂准教授

セミナーに参加する女子学生ら
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名大の

今がわかる
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18
12

21
12

22
12

ウズベキスタン共和国大統領に名誉博士称号を授与

連続公開講座「データサイエンス時代の言語教育」を開催

大学フォーラム「地域資料保全のあり方を考える」を開催

　ウズベキスタン共和国のシャフカッ
ト・ミルジヨーエフ大統領を本学にお迎
えし、理学南館坂田・平田ホールで名
誉博士称号授与式及び記念講演会を開
催しました。大統領は、2016年の就任
以来、成長著しい同国の最高指導者と
して開放路線の改革を精力的に推し進
め、人材育成及びイノベーション振興
に取り組んできたほか、同国における本
学の学術展開に理解を示し、支援を提
供してくださいました。これを評し、称

号を授与することになったものです。
　当日は、同国での研修に参加した学
生や留学生ら約300名が歓迎し、交響
楽団による演奏が響く中、松尾総長が
大統領に学位記を授与しました。記念
講演会では、大統領から、名誉博士の
称号はウズベキスタン国民への敬意の
表明として捉えたいと深謝が示されま
した。また、長年にわたる本学との交
流に触れ、更なる学術連携の可能性に
ついて様々な提案がありました。

　連続公開講座「データサイエンス時
代の言語教育」の第1回目となる「言
語教育におけるデータとモデリング」
を文系総合館カンファレンスホールで
開催しました。
　人文学研究科博士前期課程2年の生
田美希さんと草薙邦広広島大学特任
講師を迎え、学内外から38名が参加
しました。生田さんの講演「Building 
language experiments: An introduc-

tion to PsychoPy」では、実験作成ソ
フトPsychoPyを用いた言語研究にお
ける反応速度記録実験の作成方法の紹
介が、草薙特任講師の講演「確率過程
と英語教育に関わる諸現象」では、英
語教育における数理モデリングの考え
方と手順が紹介されました。
　今後も、言語教育における量的研究
に関する考えを深めるため、8回の連
続講座を開催予定です。

　「地域歴史文化大学フォーラムin名
古屋　地域資料保全のあり方を考え
る」を当研究科及び人間文化研究機構
主催、大学文書資料室及び減災連携研
究センター等の共催により、文学部第
237教室等で開催しました。
　このフォーラムは、南海トラフ巨大
地震や異常気象による大水害等に備
え、被災した歴史文化資料の保存・継
承活動等を行う団体（資料ネット）を、
東海地域でも設立するためのものです。

　午前のワークショップでは、事前予
約者30名を対象に、被災資料の応急
処置に関する講習を行いました。午後
のシンポジウム「歴史文化の保存・継
承と防災対策－東海資料ネットの設立
に向けて－」には158名が参加し、4
名の報告、3名のコメントの後、地域
の大学が中心となり、博物館や行政と
の連携、市民との協業等によって活動
する「東海資料ネット」の設立につい
て議論しました。

講演後に握手を交わすミルジヨーエフ大統領と松尾総長

草薙特任講師による講演

多くの参加者で埋め尽くされた会場

■大学院人文学研究科

■大学院人文学研究科
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Meidai News

12
1 先進科学塾＠名大 第24回講座「進化を続けるエアバッグ」を開催

　1月11日（土）、12日（日）の両日、先
進科学塾＠名大 第24回講座「進化を
続けるエアバッグ」を理学部C館物理
会議室で開催しました。
　豊田合成株式会社の冨田　守氏が、
自身が開発に携わってきたエアバッグ
の解説を行い、エアバッグの実物や迫
力ある実際の衝突試験の動画を見て、
その効果を理解しつつ、関連の物理法
則や、どのようにして静止させれば、
より衝撃を少なくできるかを実験を通

じて確かめました。
　参加者は、テーブルクロス引きで慣
性の法則を確かめたり、生卵を使って
戦国時代の矢を防ぐ母衣（ほろ）の効
果を検証したほか、力学台車を使った
実験では、静止させる力を小さくする
には変形する力を大きくするとよいこ
とを学びました。最後に、グループご
とに衝撃を少なくする構造を考え、コ
ンペを行うなど、バラェティに富んだ
内容の講座となりました。

母衣の効果の検証実験

■理学部

ブレイクタイム

名古屋高等商業学校・名古屋大学経済学部・経済学研究科創立100周年記念事業
第31回国際経済政策研究センター・キタン国際学術シンポジウムを開催

　11月20日（水）、大学院経済学研究科は、
日本貿易振興機構（JETRO）・アジア経済
研究所及び湖北経済大学との共催で、第31
回国際経済政策研究センター・キタン国際
学術シンポジウム「持続可能な発展のため
のイノベーション」を野依記念学術交流館
で開催しました。
　本シンポジウムは、「名古屋高等商業学
校・名古屋大学経済学部・経済学研究科創
立100周年記念事業」の一環で開催し、中

国、シンガポール、オーストラリア、ドイ
ツ、スウェーデン、タイ等の国々からの参
加者を含め、計101名が活発な議論を行い
ました。
　講演課題は、国連の持続可能な発展目標
SDGsを中心に、気候変動、グリーン・低
炭素経済、環境保護、技術革新、未来のエ
ネルギー及び国際協力の在り方等多岐にわ
たり、関連分野の一層の強化を呼びかけま
した。 基調講演者の記念撮影

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

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）、正文館書店及び

ちくさ正文館書店、星野
書店、東海キヨスク（名
古屋駅及び鶴舞駅）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！

31
12 伊勢湾台風の歴史に学ぶ

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

「名大ウォッチ」ウェブ版

31
1 100年後見据え、国土をデザイン
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学生の元気

ークル活動紹介サ

艇庫生活

　私たちは名古屋市中川区の庄内川沿いにある
艇
てい

庫
こ

（合宿所）に泊まり込んで練習をしていま
す。艇庫とはボートを保管する倉庫のことです
が、そこに合宿施設とトレーニング施設が併設
されています。現在は、選手34名（女子5名）、
COX（舵手）3名（女子1名）、トレーナー（女
子1名）、マネージャー17名（男子3名）で活
動しており、選手・COX・トレーナーは月、火、
金以外の曜日に、マネージャーは週に1、2回
程度、艇庫に泊まって活動しています。

究極のチームスポーツ

　ボート競技はボートを速く進めるために、ク
ルー全員のオールや体の動きを統一し、生み出
されるパワーを効率よく水に伝える必要がある
ことから“究極のチームスポーツ”とも言われ
ています。日々の努力が実を結び、昨季は、男
子エイトが中日本レガッタで3位入賞、女子は

ダブルスカル種目で全日本選手権5位入賞と関
西選手権優勝という好成績を収めることができ
ました。

部活動支援のための特定基金の 
設立と寄附のお願い

　私たちの活動には、ボートと艇庫（合宿所）
が必要不可欠です。最も古い艇庫は築50年を
超えており、老朽化と耐震性不足の問題から、
現在、その一部の使用が制限されています。艇
庫の建て替えや、新艇の購入などに必要な資
金を募るため、名古屋大学基金の特定基金とし
て、名古屋大学漕艇部艇庫・合宿所等整備支援
事業*を立ち上げました。事業立ち上げからこ
れまでの半年間で、大学OB・OGの方々を中
心に1,000万円を超えるご寄附のお申込みを
いただいています。ご協力いただきました方々
には、部員一同、心より感謝しております。今
後とも、皆様の温かいご支援をどうぞよろしく
お願いいたします。

昨季、大阪の浜寺で行われた名阪戦で念願の勝利を収めた瞬間の
写真です。選手は手を上に掲げたり、水面を叩くなどして喜びを
表しました。

1月初め、熱田神宮へ恒例の初詣に行きました。今年度の目標である 
「名阪戦全種目勝利・インカレ対校種目入賞」を部員全員で祈願しました。

名古屋大学漕艇部（ボート部） ～全ては2000mのために～
大澤　里奈（おおさわ りな）さん　農学部応用生命科学科3年

* 名古屋大学基金の支援事業
 http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/
kikin/support/specific.html

 本学アイスホッケー部学生 が 第75回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 に出場し、愛知県の7位入賞に貢献！

他にも、こんな学生の活躍がありました！
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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321 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no321.html

祝 受賞

　12月18日（水）、名古屋証券取引所主催「第10回名証株式
投資コンテスト」の表彰式が名古屋市中区の名証ホールで挙
行され、個人部門で優勝した本学経済学部4年の中山誠也さ
んが出席しました。このコンテストは、学生が名証上場銘柄
をネット上の専用サイトで仮想手元資金を元手に売買し、50
日間でどれだけ金額を増やすことができるかを競うもので、
中山さんは個人戦に参加した全国805名の頂点に輝きました。

　Highly Cited Researchersは、クラリベイト・アナリティクスが世界中で引用された回数の多い論文の著者（高被
引用論文著者）を研究分野ごとに選出したものです。2019年は、約60か国21分野で約6,200名の研究者が、世界的
に最も影響のある研究を行っている研究者としてリストアップされています。
　本学からは、以下の5名が選ばれました。

Chemistry 伊丹　健一郎 教授（トランスフォーマティブ生命分子研究所）
Cross-Field 須藤　健悟 教授（環境学研究科）
Plant＆Animal Science 榊原　均 教授（生命農学研究科）
Plant＆Animal Science 松林　嘉克 教授（理学研究科）
Plant＆Animal Science 東山　哲也 教授（トランスフォーマティブ生命分子研究所）

　なお、5名以外にも本学客員教授 Wolf B. Frommer氏、本学特別教授 篠崎一雄氏が Plant & Animal Science分野
で選出されました。

　1月1日（水）、朝日新聞文化財団が主催する2019年度朝日
賞が発表され、トランスフォーマティブ生命分子研究所の東
山哲也教授が受賞しました。本賞は、学術や芸術など、日本
のさまざまな分野において傑出した業績をあげ、文化、社会
の発展、向上に多大な貢献をした個人または団体を顕彰する
ものです。
　授賞式は、1月29日（水）に東京都内で挙行されました。

受賞対象となった研究テーマ

植物の受精の仕組みを解明

クラリベイト・アナリティクスの Highly Cited Researchers 
2019に本学から5名が選ばれる

東山哲也 トランスフォーマティブ生命分子研究所教授が 
2019年度朝日賞を受賞！

本学学生が、第10回名証株式 
投資コンテストで優勝！

授賞式に出席した東山教授

表彰式に出席した中山さん
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熟語の音読障害を引き起こす脳内の異常を 
解明！
－神経症状を脳内ネットワークの視点から理解することに成功－

地域在住高齢者の“筋の質”を決定する要因を 
特定！
－骨格筋量指数、運動機能、日常での身体活動量の重要性－

花作りのスイッチを入れる遺伝子の新たな 
機能を発見
－花は咲かせずとも緑藻の光防御を制御する－

メタボリックシンドロームの予防対策に期待！
－砂糖の取り過ぎは肝臓脂質の代謝リズムの異常に 
よって中性脂肪をためやすくすることを解明－

緊張を乗り越える脳内メカニズムを解明 生きたヒト細胞のDNAの流動的な動きを 
捉えた

○ 運動麻痺や筋萎縮を引き起こす筋萎縮性側索硬
化症（ALS）の約半数で熟字訓の音読が困難に
なることを明らかにした

○ 熟字全体に訓をあてて読む熟字訓（例：「田舎（い
なか）」等）の音読は、物事の概念である意味記憶と密接に関係する

○ さらに、安静時脳機能MRIを用いて、右紡錘状回／舌状回を中心とし、言
葉の認知、記憶、意味記憶、発話に関わる領域間のネットワーク異常を明
らかにした

○ 従来示されてきた局所領域の異常に加え、脳内ネットワークの異常として
高次脳機能障害を可視化できることを示した

○ 70歳から80歳までの地域在住高齢者を対象に、
超音波画像測定を行い、大腿部の骨格筋の質を
計測。また、形態測定、運動機能測定および身
体活動量を測定した

○ 骨格筋の質を基準に筋の質の高い群、中程度の群、低い群の3群を設定し、
形態、運動機能および身体活動量を比較した

○ 骨格筋の質の低い群は、中程度の群や高い群よりも、1） 骨格筋量が少なく、
2） 持久的な運動機能が低く、3） 1日あたりの歩数が少なく、さらに4） 中程
度（3.0〜6.0 METS 程度）の身体活動量が低いことが明らかになった

○ 花芽の形成が、生物の進化過程においてどの
ように獲得されたのかは不明であった

○ 植物において花芽の形成時期を制御する遺伝
子（CONSTANS）が緑藻の光防御反応（強
すぎる光から身を守る反応）を制御することを発見した

○ 詳しい解析の結果、緑藻が強すぎる光から身を守る仕組みには植物の花芽
形成と共通する部分があることが分かった

○ この発見により、植物の花芽形成に関わる遺伝子系の進化、つまり、遥か
昔に水生の藻類が花作りのスイッチを制御する仕組みを獲得していたこと
が分かった

○ 肥満によるメタボリックシンドロームと異な
り、砂糖（ショ糖）の取り過ぎによる脂肪肝
や高中性脂肪血症が「やせ型」のメタボリッ
クシンドロームを誘発すると考えられている
が、そのメカニズムは不明であった

○ 実験動物を用いて、概日リズムに同調して制御される脂質合成が時間依存
的に誘導されるためであることを明らかにした

○ 概日リズムに依存的な脂質合成の亢進が脂肪肝や高中性脂肪血症の原因で
あることが分かった

○ 人間が興奮や緊張を乗り越え、課題パフォー
マンスを向上させるために、腹内側前頭前野
が感情の中枢である扁桃体を抑制的にコント
ロールしていることを発見した

○ さらに、腹内側前頭前野から扁桃体への情報伝達がより強い人の方が、課
題の平均成績が良いことが明らかとなった

○ 今回明らかになった脳内のコントロールシステムは強いストレスやプレッ
シャーのある環境で働く人々が、自身の持つ最大限のパフォーマンスを発
揮できるためのトレーニング方法の開発に応用できる可能性がある

○ 光学顕微鏡より小さいものを見るこ
とができる超解像蛍光顕微鏡を駆使
して、生きた細胞のゲノムDNAを観察し、その動きを追跡して統計的に
分析した

○ ゲノムDNAは規則正しい構造の中で振動しているのではなく、液体のよ
うに不規則に流動的に動いていることを明らかにした

○ ゲノムDNAの中で速く動く部分と遅く動く部分があり、細胞の核内にそ
れぞれ特徴的な塊をつくるとともに、その比率が細胞の状態に応じて大き
く変化することを発見した

脳とこころの研究センター（大学院医学系研究科）　小倉 礼研究員　祖父江 元特任教授
大学院医学系研究科　勝野雅央教授

総合保健体育科学センター　秋間 広教授
大学院医学系研究科　葛谷雅文教授

遺伝子実験施設　松尾拓哉講師 大学院生命農学研究科　小田裕昭准教授

大学院情報学研究科　田邊宏樹教授 大学院工学研究科　S.S. Ashwin特任助教　笹井理生教授
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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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神経難病と癌の共通項を発見
－球脊髄性筋萎縮症に対する新規治療薬に光！－

浅い眠りで記憶が消去される仕組みを解明
－なぜ夢は起きるとすぐに忘れてしまうのか－

イネの水田での生育を支える通気組織形成の 
仕組みを解明
－イネ科畑作物の耐湿性育種に向けた新たな道筋－

プラズマによる革新的ながん治療へ
－プラズマ照射によるがんの選択殺傷－

○ 難治性神経筋疾患である球脊髄性筋萎縮症
（SBMA）マウスモデルの脊髄と骨格筋におい
て、発症前からSrcが活性化していることを
見出した

○ SBMA患者の脊髄と骨格筋においても、Srcが活性化していることを明ら
かにした

○ Srcの活性化を抑える化合物がSBMAマウスモデルにおける病態の進行を
抑止した

○ Srcの活性化を抑える化合物はSBMAの新規治療薬として有望であると考
えられる

○ 睡眠時に記憶がどのように固定され、消去
されるのかその仕組みはよく分かっていな
かった

○ マウスを用いた実験で、視床下部に少数存在
するメラニン凝集ホルモン産生神経（MCH神経）がレム睡眠中に活動し、
記憶を消去する役割があることを発見した

○ MCH神経が記憶に影響を与えるメカニズムの解明は、強い恐怖心を伴っ
た経験の記憶がトラウマとして残ってしまう心的外傷後ストレス障害

（PTSD）の治療法開発への貢献が期待される

○ イネが環境に依存せず、根の成長にともない
形成する恒常的通気組織の制御にオーキシ
ンシグナル伝達が関与することを解明した

○ 恒常的通気組織は不定根（冠根）に二次的に形成される側根と同様にAUX/ 
IAAタンパク質及びARF転写因子のはたらきにより形成されるが、両者は
組織ごとに異なるタイミングで適切に制御されている可能性を示した

○ コムギやトウモロコシ等農業上重要なイネ科畑作物の根に恒常的通気組織
を形成する能力を賦与して、耐湿性の高い作物品種を育成するための有用
な手がかりとなることが期待される

○ 本学が世界に先駆けて独自に開発した2種類のプラズ
マ活性溶液PAMとPALは、それぞれ全く異なる作用
メカニズムにより抗腫瘍効果を示すことが分かった

○ 網羅的な遺伝子解析により、PAMとPALの細胞死を導
く細胞内分子機構の本質的な違いを解明するに至った

○ PAMの方がPALに比べ、脳腫瘍細胞内により多くの
活性酸素種を生成し、酸化ストレス依存性のシグナル伝達経路により細胞
死を誘導するのに対し、PALは酸化ストレス非依存性のシグナル伝達経路
により細胞死を誘導することが分かった

大学院医学系研究科　勝野雅央教授　飯田 円研究員　祖父江 元特任教授 環境医学研究所　山中章弘教授

大学院生命農学研究科　中園幹生教授
農学国際教育研究センター　犬飼義明教授

低温プラズマ科学研究センター　堀 勝教授　田中宏昌教授
医学部附属病院　水野正明病院教授
大学院医学系研究科　吉川史隆教授　豊國伸哉教授

2020年2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
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。

No.321 2020年2月

表紙のヒト
杉山範子　環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター特任准教授
名古屋大学大学院環境学研究科博士後期課程修了後、同大学院環境学研
究科助教、特任准教授等を経て2016年4月より現職。博士（環境学）。地
域気候政策を研究し、2008年から始まった欧州の政策「Covenant of 
Mayors（首長誓約）」を参考に、2015年、日本版「首長誓約」を日本の地
方自治体に提案。2017年より欧州委員会の委託事業として、本学が「Global 
Covenant of Mayors（世界首長誓約）」の日本事務局を担う。首長誓約を
通じ、持続可能でレジリエントな地域づくりの社会実装に取り組んでいる。

名古屋大学　チアーズ

http://jukensei.jimu.nagoya-u.ac.jp/index.html

受験生のための名古屋大学発見サイト「NU Cheers!」では、名大
生が講義やサークル等の大学生活や、受験勉強法等の受験生必見の
情報を紹介しています。その他、学生レポーターが取材した式典・
講演会等のイベントの様子も掲載しており、アカデミックなトピッ
クスも数多く紹介しています。
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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321 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no321.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　ハイメ･バルベリス駐日エクアドル共和国大使が、中東副総長を表敬
訪問しました。本学における同国からの留学生に関する報告、エクアド
ルにおける高等教育の紹介等を主な話題として、エクアドルの大学と本
学の交流促進について懇談しました。

来訪日：令和元年11月28日

　マッコーリー大学経営・経済学部は、オーストラリアでトップ
の経営系部局です。本学とは、2010年度以来、共同研究の実施
や共同シンポジウム開催など、研究者レベルでの交流を継続的に
行ってきました。同大学は、経済学だけでなく、社会科学全般に
研究分野を有し、本学とは、環境、会計分野でも連携が可能だと
考えられます。また、交換留学プログラムが充実しているため、
学生交流の活発化が見込まれ、本学の一層の国際化に貢献できる
ことが期待されます。

締結日：令和元年10月24日

　本研修は、全国の国立大学法人副学長級の方々や内閣府・
文部科学省等政府関係者約30名を招いて実施した「勉強会」
で、松尾総長が「名古屋大学の挑戦」と題して講演したほか、
各役員が担当業務に応じて、最新の活動状況を報告しました。
また、NIC、ITbM、C-TECsの施設見学を行いました。なお、
研修の一部には、本学次世代経営人材候補者の教員及び大学
経営人材育成研修受講者も陪席しました。

実施日： 11月15日（金）～11月16日（土）

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

ハイメ･バルベリス駐日エクアドル共和国大使が来訪

大学トップマネジメント研修エクステンション～名古屋大学の事例に学ぶ～

オーストラリア マッコーリー大学経営･経済学部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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所　属 教授氏名 日　時 場　所 講義題目 問い合わせ先

理事・副総長 髙橋　雅英 3月13日（金） 
16:00～17:30

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室

分子から生命現象を眺める 
－RETがん遺伝子の発見から学んだこと－

分子病理学・腫瘍病理学 遠藤香代子 
052-744-2093

人文学研究科

金山　弥平 3月21日（土） 
14:45～16:15 文学部237講義室 ソクラテス、プラトン、古代懐疑主義 哲学分野・専門（窓口：布施　哲)  

fuse@nagoya-u.jp

釘貫　　亨 3月6日（金） 
15:00～16:30 文学部237講義室 日本語学説史と奈良時代語 日本語学分野・専門（窓口：宮地朝子） 

miyachia@nagoya-u.jp

和田　壽弘 2月17日（月） 
14:00～15:30 文学部127講義室 迷い道 — 過去・現在・未来 — インド哲学分野・専門（窓口：岩崎陽一） 

iwasaki.yoichi@g.mbox.nagoya-u.ac.jp

法学研究科

石井　三記 実施しない ― ― ―

市橋　克哉 3月14日（土） 
15:00～16:45

アジア法交流館AC
フォーラム

行政法における法治主義の見直しと 
その複線的な展開

文系総務課総務グループ（法学担当） 
052-789-4901

神保　文夫 実施しない ― ― ―

経済学研究科

薛　　進軍 2月1日（土） 
10:00～11:30 法経共用館第2講義室 開発経済学と持続可能な発展（Develop-

ment Economics and Sustainable Development）
文系総務課総務グループ（経済担当） 
052-789-4920長尾　伸一 3月24日（火） 

15:00～16:30 法経共用館第2講義室 啓蒙のモーメントと現代

山田　基成 3月7日（土） 
14:00～15:30 法経共用館第2講義室 経営は人なり

情報学研究科
杉山　雄規 3月19日（木） 

16:00～17:30
情報学研究科棟1階 
第1講義室 非対称・相転移・非平衡 谷村省吾教授　052-789-5636 

tanimura@i.nagoya-u.ac.jp

山本修一郎 3月13日（金） 
15:00～17:00

IB電子情報館2階 
295演習室

研究をどう考えるか？ 
～研究のSeptagon～

森崎修司准教授　052-789-5142 
morisaki@i.nagoya-u.ac.jp

理学研究科 澤田　　均 3月7日（土） 
16:10～16:50

理学南館
坂田・平田ホール

ホヤの受精研究から動植物融合領域研究
への展開

臨海実験所東山分室 
052-789-2514

医学系研究科

荒川　宜親 3月6日（金） 
13:30～15:00

鶴舞キャンパス基礎研究棟 
（講義棟）3階　第2講義室 たかが細菌、されど細菌 秘書：森　052-744-2106  

nmori@med.nagoya-u.ac.jp

石黒　直樹 3月12日（木） 
15:00～16:00

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室

名古屋大学に勤めて、臨床医として思う
こと

小嶋俊久診療教授 秘書：小鹿郁子 
ojikaikuko@med.nagoya-u.ac.jp

後藤　百万 3月24日（火） 
15:00～16:30

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室

泌尿器科医としての歩み40年 
— 臨床・研究・教育の軌跡と展望 —

医学部・医学系研究科 泌尿器科医局
052-744-2985

吉川　史隆 3月10日（火） 
16:00～17:30

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室 医療の進歩　— 常識・非常識 — 医学部・医学系研究科 産婦人科医局

052-744-2261

寺﨑　浩子 3月19日（木） 
15:00～16:30

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室 難治性網膜疾患の克服をめざして 牛田宏昭医局長 

h.ushida@med.nagoya-u.ac.jp　

中村　栄男 3月26日（木） 
15:00～16:30

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室 細胞・症例・診断・分類 秘書：長谷川 

052-744-2896

梛野　正人 3月30日（月） 
16:00～17:00

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室 外科医人生40年を振り返って 腫瘍外科学 秘書：水野佳子　052-744-2217 

yoshi-mi@med.nagoya-u.ac.jp

若林　俊彦 3月18日（水） 
16:30～18:00

鶴舞キャンパス基礎研究棟
（講義棟）4階　第4講義室 名古屋大学脳神経外科学の歴史と現状 栗本路弘医局長　052-744-2353 

m-kurimoto@med.nagoya-u.ac.jp

池田　　充 3月12日（木） 
13:00～14:00

大幸キャンパス東館 
4階　大講義室 医用画像の画質評価 山本誠一教授 

052-719-1559

太田　勝正 3月3日（火） 
15:00～16:00

大幸キャンパス東館 
4階　大講義室 看護千流 大島千佳准教授 

052-719-3101

工学研究科

井口　哲夫 3月6日（金） 
15:00～17:00

工学部5号館2階 
521講義室

放射線計測におけるダボハゼ的研究のす
すめ？

工学部総務課総務係 
052-789-5422

岡﨑　　進 3月14日（土） 
15:00～16:30

工学部1号館2階 
121講義室 計算科学による物理化学の新展開

曽田　一雄 3月9日（月） 
15:00～16:30

工学部3号館2階 
321講義室

量子ビーム物性工学
— 名古屋大学と私の25年 —

田邊　靖博 実施しない ― ―
平澤　政廣 実施しない ― ―

古橋　　武 3月14日（土） 
15:00～16:30

IB電子情報館1階 
IB015講義室 学生がやる気の出る講義を模索して

松下　裕秀 3月4日（水） 
14:30～16:00

IB電子情報館2階 
IB大講義室 時代遅れの教育者・研究者の呟き

生命農学研究科

小俣　達男 2月21日（金） 
13:35～14:20

農学部B館3階 
第12講義室 光合成研究と脂質と私の不思議な縁

農学部庶務係　 
052-789-5266松田　　幹 実施しない ― ―

松田　洋一 2月21日（金） 
14:30～15:15

農学部B館3階 
第12講義室 遺伝学研究あれこれ40年

環境学研究科

奥宮　正哉 2月29日（土） 
15:00～16:30

理学南館 
坂田・平田ホール 建築・地域のエネルギーマネジメント 施設・環境計画推進室　 

052-789-3431

片木　　篤 3月21日（土） 
15:00～17:00

環境総合館1階 
レクチャーホール

〈チョコレートタウン〉　チョコレート
メーカーが近代都市をつくる

堀田典裕助教　 
052-789-3743

勅使川原正臣 3月14日（土） 
15:30～17:30

IB電子情報館2階 
IB大講義室

鉄筋コンクリート造建物の変形モード
制御型設計を目指して

勅使川原・丸山研究室 
052-789-3580

未来材料・システム
研究所

岩田　　聡 3月9日（月） 
15:00～16:30

工学部1号館2階 
121講義室

磁気バブルからスピントロニクスへ 
— 磁性研究の43年 — 

加藤剛志准教授 
052-789-3304

興戸　正純 実施しない ― ― ―
遺伝子実験施設 杉田　　護 実施しない ― ― ―
国際機構 野水　　勉 実施しない ― ― ―

令和元年度 定年退職教授等の最終講義
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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

私は「本山原人」を見た ― 40年前の名大生のイメージ ―
　かつて1980年代を中心に、名大生の外見的なイメー
ジを「本山原人」と呼んだ時代がありました。この言
葉が初めて使われたのは、1982（昭和57）年に発行さ
れた南山大学の学生によるミニコミ誌『Campus Life 
南山』第12号の、「私は本山原人を見た！！　衝撃の名
大潜入ルポ」というユーモラスな1頁の記事です。
　実際には、この記事の本文は、記者（南山大生）が
名大構内で南山大学のイメージを尋ねて回る様子を中
心としたものです。ただ、何と言っても強い印象を

与えるのは、「これが本
山原人だ！！」と題した、
名大生に典型的とされる
あか抜けない流行遅れの
身なりを、皮肉も込めて
描いたイラストでした

（図1）。
　これに対し、名古屋大
学新聞は、同年11月11
日付の第588号を「文化
特集号」と銘打って発行
しました。同号では、1

面から3面を「文化特集　名大生気質」とし、1面冒
頭の大見出しで「名大生＝“本山原人”！？あなたは
どう思いますか？」と読者に呼びかけました（図2）。
この特集で同紙は、真面目で素朴だがおとなしくて暗
い、総じて積極性が足りないと言われがちだった、当
時の名大生のイメージを問うたのでした。
　この名古屋大学新聞の記事の影響は大きかったよう
で、翌1983年の『名大生白書』（名大祭教養部実行委
員会が名大と他大学の学生にアンケートを行い、その
結果を冊子にまとめたもの）では、早くもアンケート
に「本山原人」が登場しました。それによると、この
言葉を知らないと答えた名大生は5％未満でした。
　もっとも、この名古屋大学新聞の記事には、最近は
名大生も変わってきており、他大学の学生と外見では
区別がつかないと語る教員や生協職員の文章・コメン
トが載っています。今やすっかり姿を消した「本山原
人」ですが、最も栄えた時期は、実際には1980年代
のもう少し前なのかもしれません。

1　�「これが本山原人だ！！」のイラスト。名古屋大学新聞第588号に転載
されたもの。転載元のミニコミ誌の当該号は、今のところ見つかっ
ていない。

2　�名古屋大学新聞第588号の1面（原紙のコピー）。その後、この話
題を朝日新聞や日本経済新聞も取り上げており、この言葉の普及に
一役買ったようである。

3　�1985年の入学記念クラス写真（名大生協製作の1989年卒業アルバ
ムより）。
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