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NU MIRAI 2020

総長あいさつ

あけましておめでとうございます。

本学教職員、学生諸君、同窓生の皆様はもとより、すべての関係者の皆様におかれまし

ては、平素から名古屋大学に対しましてご指導、ご鞭撻、そしてご支援をいただいており、

心から御礼を申し上げます。　

私は平成27年4月に名古屋大学総長を拝命してから今年で3回目の新年のごあいさつ

を申し上げることになりますが、時の経つのは本当にはやいものと実感しています。年の

初めにあたり、昨年を振り返りつつ、新しい年への思いを皆様にお伝えしたいと思います。

私が総長就任時に掲げた6年間の目標「NU MIRAI 2020」では、①世界の学生が学び

たくなる教育の実現、②世界屈指の研究成果の創出、③世界やアジアとの連携による国際

化の推進、④本格的な産学連携の進展とイノベーションへの貢献を4本の柱とし、これら

を実現するために、ガバナンスやマネジメント、そして組織の改革の推進を5本目の柱と

して学内外に公表しました。これらを実現するのは容易ではありませんが、すべての本学

構成員が知恵と能力をフルに発揮しながら連携して取り組むことで可能になるものと考え

ています。もちろんそれは人海戦術や長時間労働で達成されるべきではなく、多様な財源

を確保しつつ、無駄を徹底的に排除して効率的な組織運営に変えることによって成し遂げ

る必要があります。

日本の科学研究や高等教育の実態をつぶさに見たとき、多くの大学人や識者が現状と将

来に強い危惧を抱いています。一方、わが国は世界一の超高齢社会であり、少子化ととも

に高齢化は一層進みます。大学入学年齢である18歳人口もどんどん減少します。国と地

方を合わせて巨額の借金を抱えるわが国が、今後も持続的な発展を遂げるためには、わが

国を代表する高等教育機関のひとつであり、また、世界有数のものづくり産業の集積地に

位置する名古屋大学が、人材育成、先端研究、国際化と多様化、そして社会連携をどのよ

うに進めるか、極めて大きな関心と期待が寄せられています。名古屋大学は、積極的に大

学改革を進め、未来へのロールモデルになることを心がけていきたいと思います。

一方で、昨今、国からの基盤的な運営費交付金の持続的削減や、企業や社会からの大学

に対する大きな期待とそれに連動して大学改革の圧力が増す一方で、世界的な高等教育機

関の間でのグローバル競争が加速度的に進んでいます。この中で名古屋大学が世界屈指の

大学を目指すためにはNU MIRAI 2020は最低限の目標です。この目標を達成するため

には、未来志向の組織改革、エビデンスに基づく管理運営システムの確立、学内における

資源配分の見直し、多様な外部財源確保策の確立等が必要であり、何よりも名古屋大学の

関係者全員、とりわけ構成員全員が、名古屋大学をより高い地平に押し上げていこうとい

う志を持ち続けることが必要不可欠です。総長及び大学執行部は、そのような問題意識の

下、学内環境を整え、目標の実現に向けてリーダーシップを発揮していく責任があります。

また、実際に大学が変わるためには大学内での意思疎通は不可欠であり、情報や目標を共

有して構成員全員が積極的に課題に挑んでいくシェアドガバナンスが必要です。

昨年、名古屋大学を含む国立大学法人をめぐって重要な動きがありました。国立大学法

人の中からトップレベルの大学を、国が「指定国立大学法人」として認定することにより、
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NU MIRAI 2020

これまでトップブランドであった「旧帝大」が、今後「指定国立大学法人」というブラン

ドに代わってしまう可能性があります。文部科学省はこの申請にあたって高いハードルを

課し、応募に至ったのは名古屋大学を含む7大学のみでしたが、第一次認定では東大、京

大、東北大の3校が指定を受けました。指定から漏れた4大学（名大、阪大、東工大、一

橋大）は指定候補として、現在、再チャレンジ中です。指定国立大学法人への応募にあた

り、名古屋大学は、これまでの成果や様々な重要プロジェクトで学内外に公約しているコ

ミットメントを確認し、これを発展させながら、学内での検討と新たなビジョンの共有を

行い、改革に取り組むことを提案しました。その要点はNU MIRAI 2020で掲げた柱を

ベースにさらに内容を発展させたものです。大変チャレンジングな課題ですが、名古屋大

学では国の大型補助金プロジェクトである研究大学強化促進事業やスーパーグローバル大

学創成支援事業などにおいて、既に大きな改革に足を踏み出しており、指定国立大学法人

指定に向けた取り組みは、これまでの方向性と矛盾するものではありません。

名古屋大学では世界に誇る最先端研究拠点や産学官連携拠点が複数存在し、活発に活動

しています。国のWPI世界最先端研究拠点であるITbM（トランスフォーマティブ生命分

子研究所）は、全国9拠点のうち東大拠点と並んで数少ない最高評価（S）を、また、産

学官連携研究拠点であるCOI（センターオブイノベーション）では「超高齢社会における

モビリティー研究」を大規模な産学官共同で行い、中間評価では高い評価（A）を受けま

した。これらに続く世界最先端研究拠点あるいは産学官連携拠点を次々に生み出せる構造

を作ることが必要です。

国際化は名古屋大学が最も力を入れている課題の一つであり、これまで海外からの留学

生、名古屋大学から海外に行く学生ともに着実に増えています。また、英語のみによる授

業で学位が取得できる秋入学のG30プログラムは年々応募者が増加しており、学生の質

や教育の質が有意に向上しています。今後、カリキュラムの継続や全学展開を図るには優

秀な教職員の継続雇用とその財源の確保がどうしても必要になります。また、海外著名大

学とのジョイント・ディグリープログラムは他大学の追随を許さず、外部から高い評価を

得ています。

財源の確保という意味では、競争的資金の確保がきわめて重要です。名古屋大学では学

術研究・産学官連携推進本部や事務局、さらには昨年新設したIR（インスティテューショ

ナル・リサーチ）本部がデータに基づく分析をして、競争的資金獲得に向けた組織的な支

援を行っています。このためURAを活用し、部局や専攻を超えた組織的・戦略的な取り

組みを進めているところです。

名古屋大学基金に関しては使用目的を明確にした特定基金をスタートさせる一方で、寄

附を集めるための専門組織DO室（Development Office）を総長直下において活動させ

るなど、平成29年4月～12月の9ヵ月で、すでに一昨年度実績の2.5倍の寄附を集めて

います。これに現在、国で検討されている国立大学への寄附税制の一層の緩和措置（株や

土地などの評価性資産寄附時の税制優遇、大学の持つ資産の有効活用等）が実現すれば、

さらなる財源増加が期待されるため、その時に備えて準備を進めています。

以上は名古屋大学の活動のほんの一部です。名古屋大学には優秀な研究者と高い志を

持った教職員が大勢います。最も重要なことは、目標達成のための戦略や戦術を共有し、

多様な活動を組織的・戦略的に進めていくこと、自発的な創意工夫を大事にして能力を最

大限に発揮してもらうこと、また、必要な財源の確保や資源配分の効率化だと考えていま

す。総長としての私は、まだまだ未熟なところが多々ありますが、名古屋大学を飛躍的に

発展させたいという意思はだれにも負けないと自負しております。名古屋大学及び関係の

皆様方には、ぜひ、忌憚のないご意見、ご指導、ご鞭撻をいただければ幸いです。

2018年が名古屋大学と関係者全員にとって輝かしい年になるよう、前に進んでいきま

すので、本年もよろしくお願いいたします。

	 5	天野・小出共同研究ラボ開設
	 6	あいち・なごや強靭化共創センター開設記念式典 
	 7	松坂屋名古屋店との包括連携協定締結
	 8	東海地区の8国立大学法人による大規模災害対応 

に関する協定締結
	 9	東山総合運動場人工芝フィールド改修工事完工式
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クローズアップ

G30学生へのサポート（通年）
新入生に対しては、中部国際空港への出迎えから始まり、

入学手続、キャンパスツアー、ウェルカムパーティーの開
催などを、在学生や関係部局と連携しながら実施していま
す。在学生との情報交換会では、日本の文化や習慣、大学
での勉強の仕方など様々なアドバイスを受けて、新入生が
安心して充実した大学生活をスタートできる場を提供して
います。また、卒業式当日には卒業生やその家族、G30
関係者を招いて卒業パーティーを開催しており、これらの
サポートはG30学生と本学の絆を深めていると考えてい
ます。

Admissions Office：
名古屋大学の国際化を支えるスタッフの活動

Admissions Office
幅広い分野で国際的に活躍する人材を養成することを目指し、
2011年10月に開始された英語のみの授業で学位が取得できるプロ
グラム。現在、名古屋大学では学部レベルで6学部11プログラム
を提供しており、日本の大学の中でもトップクラスです。

G30プログラム

国際化が進む名古屋大学において、G30プログラムは大き
な役割を果たしていますが、その入試業務を支えているのが、
教育推進部入試課国際入試係（通称AO: Admissions Office）
です。AOは特任教員3名、事務職員7名の計10名で構成され
ていて、カナダ、ドイツ、インド、インドネシア、トルコの出
身者及び海外への留学経験等がある日本人など、AO内での日
常会話は英語がメインの国際色がとても豊かなオフィスです。

AOの活動内容
リクルート活動（5～11月）

優秀な学生の獲得のため、年間約20ヶ国250校以上の
海外の高校及び国内のインターナショナル・スクールを定
期的に訪問し、大学フェアでブース出展をするなど、本学
への高い興味・関心をもつ学生や進路カウンセラーに直接
アプローチして、G30プログラムの紹介をしています。ま
た、同時に現地学校と教育制度や教育レベルなどの情報交
換もしています。

さらに、世界中の大学や高校の進学カウンセラーが参加
するIACACやCISなどの国際教育関係のフォーラムに出
席し、G30プログラムの紹介と情報交換を行い、国際入試
やリクルート等に関する専門性の向上、ネットワークの強
化をはかっています。情報発信として、ホームページを大
幅にリニューアルし、プログラム内容、合格率や合格者の
スコア分布、宿舎や奨学金などの学生生活に関する情報を
提供したり、FacebookなどのSNSを活用して世界中に
G30の魅力をアピールしています。

入試業務（11～4月）
AOの中で最も中心となる業務であり、出願書類のチェッ

ク、出願資格等問い合わせ対応、書類事前審査、G30実施
部局への情報提供、面接の会場準備や日程調整、試験結果
の集計、合否発表及び奨学金等の通知を行います。その他、
学内入試担当者向けセミナーやオンライン出願システムの
運用改善などを行っています。

International Admissions Office のメンバー

G30 大学院修了生で、現在は AO のメンバーとしてプレゼンテーションを行
うインド出身のプラバカール・ソフィアさん
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G30入試とその成果
G30プログラムは、オンライン出願、PayPalでの検定料

支払、スカイプ面接など、世界中のどこからでも出願できるシ
ステムを導入しています。G30入試では書類審査が最初の重
要な過程ですが、各国のカリキュラムを把握して正しく評価す
るのは非常に難しく、より高度な専門性と豊富な経験が求めら
れます。そのため、AOでは各志願者の出願書類を複数人で厳
密にチェックし、各国の教育事情、各高校の教育レベル、学校
の成績及び国家試験等の統一試験の結果、関係教員の推薦書、
さらにはエッセイの内容等をふまえ、総合的なプレ評価を行
い、部局に提供しています。また、毎年、入試担当者向けにセ
ミナーを開き、適切な書類・面接審査を行うことができるよう
情報提供をしています。

このような適切な入試と戦略的なリクルート活動との相乗
効果でG30プログラムの世界的認知度は確実に高まっており、
出願者数は年々増加し、2017年度は約70名の学部入学定員
に対して500名近い出願がありました。大学院の出願者の増
加率は学部を上回る勢いで、初年度の5.9倍になっています。
毎年増大していく入試業務を限られた時間内に正確にこなすた
め、全員でアイデアを出し合ってスピーディな業務処理ができ
るよう工夫を重ねています。

出願者の増加と同時に入学者の学力レベルも確実に上がって
きており、学部を卒業して大学院に進学する者は本学のほか、
オックスフォード大学、マサチューセッツ工科大学など、世界
のトップ大学に進学しています。また、G30プログラムで学
んだ専門性と国際性を活かして、国内外の大手企業に就職する
者も出ています。手探り状態でスタートしたG30プログラム
ですが、この7年間に改良・改善を重ね、着実に実績を積み上
げてきました（右下図参照）。優秀な学生が世界各国から本学
に入学し、卒業生が教育・研究分野及び産業界で国際的に活躍
することが大いに期待されます。

Admissions Office

オックスフォード大学、マサチューセッツ工科大学、
インペリアルカレッジ・ロンドン、チューリッヒ工
科大学、カリフォルニア大学バークレー校、シカゴ
大学、ミシガン大学、名古屋大学など

G30卒業生の進学先

三井住友海上火災保険、三菱地所、東邦ガス、日本
電気、日産自動車、本田技研工業、みずほファイナ
ンシャルグループ、オーストラリア連邦中央銀行、
ソフトバンク、豊田自動織機など

G30卒業生の就職先

AOの訪問国と出願者・合格者の出身国（2011-2017年）

入学者の出身国

AOスタッフの訪問国

出願者の出身国

AO の訪問国と出願者・入学者の出身国（2011-2017 年） 

G30 学部プログラムの出願者・合格者・入学者数

G30 卒業生代表者
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第30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

あいちサイエンスフェスティバル2017を開催

第13回平田アワード及び第3回岡崎令治・恒子賞の授賞式及び受賞講演を開催

　大学院経済学研究科は、アジア法交
流館ACフォーラムにおいて、第30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「新たなグローバ
ル化を迎えて」を開催しました。本講
演は胡　鞍鋼清華大学国情研究院長に
よる中国の一帯一路政策、趙　忠秀対
外経済貿易大学副学長によるトランプ
政権下の米中貿易、猪俣哲史日本貿易
振興機構アジア経済研究所上席主任調
査研究員によるグローバル化の雇用・

所得分配への影響、ユストン・クア 
シンガポール南洋工科大学経済学科長
による途上国における費用便益分析、
アルバート・パーク香港科技大学教授
による中国におけるグローバル化の仕
事の性質に対する影響、シャオファ・
チェン世界銀行主席統計学者による貧
困や格差の計測、劉　竹イースト・ア
ングリア大学講師及び薛　進軍国際経
済政策研究センター教授による気候変
動・環境問題を題材に行われました。

　あいちサイエンスフェスティバル
2017が、9月30日から11月19日の間、
愛知県全域及び岐阜県・三重県の一部
地域で開催されました。本フェスティ
バルは、この地域にサイエンスやもの
づくりを気軽に楽しむ文化を育むた
め、2011年から毎年開催しています。
今年は、山本　尚名誉教授、石原一彰
工学研究科教授、中　寛史物質科学国
際研究センター助教、辻　篤子国際機
構特任教授、伊藤英人教養教育院講師

らによる講演会と実演や、松坂屋名古
屋店との連携による実験ショーなどを
開催しました。恒例のサイエンストー
クでは、諸田智克環境学研究科講師、
増渕雄一工学研究科教授、近藤　豊医
学系研究科教授、田島宏康宇宙地球環
境研究所教授、岡本正吾工学研究科講
師、勝野雅央医学系研究科教授、笹原
和俊情報学研究科助教、長谷川　正工
学研究科教授らが、ゲストとして登壇
し、市民と交流しました。

　トランスフォーマティブ生命分子研
究所は、野依記念学術交流館におい
て、有機化学の分野で活躍する若手を
表彰する第13回平田アワードと、生
物学の世界のライジングスターを表彰
する第3回岡崎令治・恒子賞の授賞式
及び受賞講演を開催しました。今年の
平田アワードには、可視光レドックス
有機触媒を用いた化学反応の開発で世
界的に評価の高いデヴィッド・ニセ
ヴィッツ ノースカロライナ大学教授

が、岡崎令治・恒子賞には遺伝子の翻
訳におけるリボソームの品質管理機構
研究で極めて優れた業績をあげたマリ
ア・バーナ スタンフォード大学教授
が選ばれ、記念品の盾が神奈川大学特
別招聘教授である上村大輔名誉教授、
岡崎恒子特別教授からそれぞれ手渡さ
れました。化学と生物学の研究を行う
学生、教員で満員となった会場では、
参加者が世界で活躍する2名の研究者
の成果に聞き入っていました。

出席者による記念撮影

講演会「分子をつなぐキューピット!?触媒が広げた化学
の世界」（10月9日）で参加者と対話する講師ら

（左から、辻特任教授、山本名誉教授、石原教授、中助教）

第13回平田アワード（左）、第3回岡崎令治・恒子賞（右）
の受賞者による講演の様子

■大学院経済学研究科

■トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）
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21
11

23
11

28
11

第5回 ITbM 国際シンポジウムを開催

第2回 JANET Forum を開催

中央診療棟Ｂ竣工記念式典を挙行

　トランスフォーマティブ生命分子研
究所は、11月20日、21日の両日、野
依記念学術交流館において、国際シン
ポジウム5th International Symposium 
on Transformative Bio-Moleculesを開
催しました。松尾総長の開会のあいさ
つ、伊丹ITbM拠点長からITbMの研
究成果報告の後、ポール・ウェンダー 
スタンフォード大学教授、ジュリア
ン・シュレーダー カリフォルニア大
学教授をはじめとした7名の招待講演

者によって、「分子」をキーワードと
した世界最先端の研究成果が披露され
ました。また、伊丹拠点長と木下俊
則ITbM教授が、独自の研究成果に加
え、ITbMでの生物学と化学の融合研
究についての成果発表を行いました。
国内外から参加した300名を超える参
加者は、講演に真剣に聞き入り、分野
の壁を飛び越えて白熱した議論を展開
し、活気溢れるシンポジウムとなりま
した。

　第2回JANET Forumが、本学・フ
ライブルク大学共催、JSPS協力によ
り、フライブルク大学において開催さ
れました。JANET（Japan Academic 
Network  in Europe）とは、欧州にオ
フィス等を持つ、あるいは欧州で活動
する日本の大学・学術機関が連携し、
合同で欧州における存在感を高め、協
働して情報共有・交流を図ることを目
的としたネットワークです。本フォー
ラムには日本の15大学・学術機関、

欧州の6大学・学術機関から70名以上
が参加しました。ハンス・ヨッヘン・
シーバー フライブルク大学長、松尾総
長、ハンス・ゲオルク・ウルフ現地州研究・
文化省担当があいさつを行い、学生交
流、ジョイント・ディグリー、研究交流、
ライン川上流地域での研究教育協力、
研究助成事業のテーマで、参加機関の
事例紹介とパネルディスカッションが
行われました。会場からの質問が相次
ぎ、活発な意見交換が行われました。

　医学部附属病院は、鶴舞キャンパ
スにおいて、中央診療棟B竣工記念式
典、内覧会及び祝賀会を挙行しまし
た。同棟は地上7階、地下1階建てで、
手術室や外科系集中治療室のほか、内
視鏡検査・治療を担う「光学医療診療
部」、抗がん剤治療を行う「外来化学
療法室」、多様ながんに対応する「放
射線治療室」などを拡張・増設し、よ
り高度で質の高い医療の提供が可能と
なりました。同院は高度急性期機能を

より一層強化し、地域の医療をリード
するとともに、臨床研究中核病院とし
て国際水準の研究を展開していきます。
　また、病院のIoT化の一環で、今回
の新棟開院にあわせ、株式会社豊田自
動織機との共同で、ロボットによる薬
品、血液製剤、検体の搬送システムを
開発しました。これにより、患者や面
会者の安全と、配送する物品のセキュ
リティに配慮した効率的な配送が可能
となりました。

国際シンポジウムの集合写真

パネルディスカッションの様子

式典の様子

■トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）

■医学部附属病院
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永年勤続者表彰式を開催

第26回名古屋ビジネスセミナーを開催

高等研究院創設15周年記念式典

　平成29年度名古屋大学永年勤続者
表彰式が、豊田講堂第1会議室におい
て挙行されました。
　被表彰者40名のうち33名が出席し
た表彰式では、松尾総長から一人ひと
りに表彰状が手渡され、20年間にわ
たる職務遂行に対する労いと感謝の言
葉がありました。続いて、総長から、
平成9年の採用当時の出来事、総長自
らの思い出の紹介があり、「本学が指
定国立大学法人として指定されるため

に、また、さらに改革を進めていくた
めに、みなさんの力を遺憾なく発揮し
てほしい」とエールが送られました。
引き続き、被表彰者を代表して萩　誠
一附属図書館情報管理課課長補佐よ
り、この日をまた新たな契機として、
私たち一人ひとりが皆で力を合わせ、
本学のさらなる発展のために精励した
いと決意のこもった謝辞が述べられ、
緊張感がありつつも和やかな雰囲気の
表彰式となりました。

　大学院経済学研究科附属国際経済政
策研究センターは、日本経済新聞社名
古屋支社において、第26回名古屋ビ
ジネスセミナーを開催しました。同セ
ミナーは経済学部同窓会のキタン会と
共同で開催しており、今回は福和伸夫
減災連携研究センター教授を講師とし
て迎えました。今回は「見たくないこ
とも直視し企業の南海トラフ地震対策
を！」をテーマに、計80名が参加し
ました。福和教授は国の施策や防災へ

の各地域の姿勢、日本企業の性質な
どを踏まえた上で防災対応の今後の
方向性を示しました。アンケートで
は、内容に関して98％の方が「良かっ
た」と回答し、「貴重な話を聞けて有
意義」、「身近なところから取り組みを
始めたい」などの意見が寄せられまし
た。

　高等研究院創設15周年記念式典が、
理学南館坂田・平田ホールにおいて開
催されました。式典は榊原　均副院長
の司会進行のもと、最初に松尾総長か
らあいさつがあり、渡辺正実文部科
学省研究振興局振興企画課長から祝
辞がありました。次に篠原久典院長
が高等研究院の15年の歩みを紹介さ
れ、続いてUBIAS会長であるモルテ
ン・キンドラップ オーフス大学教授
及びマイケル・ハノン バーミンガム

大学教授から祝辞がありました。野依
良治特別教授（創設時院長）は1時間
半に渡る迫力ある基調講演を行い、高
等研究院と本学に対し叱咤激励されま
した。続いて、元プロジェクト教員の
関　華奈子東京大学教授とYLC教員
の松井裕美特任助教から高等研究院で
の研究内容について紹介がありまし
た。総勢200名が参加し、大盛況のう
ちに幕を閉じました。

総代の謝辞の様子

講演中の会場の様子

基調講演をする野依特別教授

■大学院経済学研究科
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ベンチャーズトーク2017～名古屋大学発ベンチャー企業の集い～を開催

都市の木質化講座2017「日本の森林と都市の持続的調和」を開催 ■大学院生命農学研究科

名古屋大学全学同窓会第4回講演会を開催

高大接続改革シンポジウムを開催

　名古屋大学発ベンチャー、名古屋大
学発学生ベンチャー、金融機関関係
者、本学関係者などが一堂に会し相
互理解を深めることを目的に、「ベン
チャーズトーク2017～名古屋大学発
ベンチャー企業の集い～」をESホー
ルにおいて開催し、23社（うち2社は
学生ベンチャー）のベンチャー企業に

対して名古屋大学発ベンチャー、名古
屋大学発学生ベンチャーの称号授与を
行いました。そのベンチャー企業の紹
介や投資ファンド関係者の講演が行わ
れた本イベントは、約150名の参加者
があり大盛況でした。

　都市部における木材利用のあり方と
意義を考え、利用促進を図る人材を育
てようという連続講座が、5月13日、6
月24日、9月9日、10月28～30日、12
月2日、本学内や豊田市の森林等にお
いて開催されました。森林と都市を繋
ぐ関連分野を網羅する内容で①森林の
施業・管理、②③木材の機械的・物理

的性質、④木造建築・木質空間、⑤
木造都市の防耐火、⑥耐火集成材／
CLT建築見学（大阪・奈良）、⑦木質
化の環境効果をテーマとする調査、実
験、講演会、ワークショップを行いま
した。延べ400名の受講者と共に、都
市の木質化について考えるべき視点を
論じる有意義な講座となりました。

　名古屋大学全学同窓会第4回講演会
が、理学南館坂田・平田ホールにおい
て開催されました。本講演会は全学同
窓会と一般社団法人学士会の共催で、
本学の後援を受け、学生、教職員、名
誉教授、一般市民など約160名の参加
がありました。伊丹ITbM拠点長が、
「チカラある分子をつくる」と題して

講演されました。現代の多くの問題に
分子で答えを見出そうという姿勢で、
優れた成果を分かりやすく説明され、
合成化学・分子触媒を推進し異分野融
合を目指すという気概を感じさせる内
容でした。講演後のアンケートでも、
とても分かりやすかったという感想が
多数ありました。

　高大接続改革シンポジウム「国立
大学におけるAO・推薦入試の現在と
未来：高校・大学の接続と連携」が、
IB電子情報館大講義室において開催
されました。シンポジウムでは、岐阜
大学、三重大学、名古屋工業大学、本
学から、各大学での特色ある選抜につ
いて話題提供がありました。その後の

パネルディスカッションでは、愛知県
立時習館高等学校及び岐阜県立可児高
等学校から、高等学校の立場での意見
が述べられ、続いて、パネリストによ
る推薦入試等に関する意見交換が行わ
れました。出席者からの質問票に沿っ
た活発な議論も行われ、シンポジウム
は盛況のうちに終了しました。

1
12

2
12

5
12

6
12

ベンチャー企業のポスター展示による交流の様子

5階建てCLT建築（奈良市）を見学した受講者達（10月30日）

力強く講演する伊丹拠点長

パネルディスカッションの様子
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学生の元気

たんぽぽや　思いつなげて　地の果てへ
盧　金瑾（ろ きんきん）さん　NUPACE※ 文学部4年 担当教員　徳弘康代特任教授

きっかけは友人
　私が名古屋大学に留学したきっかけは、2016年の
NUPACEプログラムに参加した同級生の友人が「今ま
でで一番楽しい時期を過ごした。名古屋大学に行ったら
絶対後悔しないよ」と教えてくれたことです。そして、
私は昨年、私の大学（同済大学）と姉妹校である名古屋
大学へ留学しました。

名古屋大学での成長
　現在は帰国して、同済大学で日本語を学んでいます。
毎日、新しいことを学ぶ日々ですが、私が一番成長でき
た時期は名古屋大学に留学していた時です。日本人と接
し、日本の学生と一緒に授業を受けることによって、日
本語を使う環境にすぐ馴染むことができました。それ
に、目で見、耳で聞き、日本の社会や文化を一層深く理
解できるようになりました。留学経験を通して、以前に
も増して日本のことが好きになり、日中友好に貢献した
いと考えるようになりました。

たんぽぽや　思いつなげて　地の果てへ
　名古屋大学の日本文学の授業で書いたこの俳句は、第
22回「草枕」国際俳句大会で、「草枕」大賞を受賞しま
した。これは、一人で日本に留学して、家族と遠く離れ
ていた恋しさを伝えています。日本語を勉強している最
中の私が受賞できるとは思いませんでした。指導してく
ださった名古屋大学の先生に心から感謝しています。帰
国してから、11月に同済大学の代表として日本語で行
う上海市大学生スピーチコンテストにも参加しました。
日本語力も伸び、非常に良い経験になりました。

なりたい自分に
　同済大学卒業後は、中国の復旦大学の大学院法律研究
科に進学する予定です。将来、自分の力で人を助けられ
るような人になりたいです。そのために、これからもた
くさんのことを学び頑張りたいと思います。

生紹介学

「草枕」俳句大会で入賞しました ＧＷに着物を着て京都に行きました 同済大学の友達と一緒に勉強している様子

※ NUPACE（名古屋大学短期交換留学受入れプログラム）… 1996年に開始された学生の短期交換留学プログラムで、
本学と学術交流協定を締結している大学に在籍する学生が、本学において4ヶ月から12ヶ月の日本留学を体験するもの。

アメリカンフットボール部「グランパス」が東海学生アメリカンフットボールリーグ2017年秋季リーグにおいて優勝！
フォーミュラチームFEMが第15回全日本学生フォーミュラ大会においてEVクラスで優勝！
今井幸司さん、金原佑樹さんのチームが即興型英語ディベート北東アジア大会においてEFL部門準優勝！
コール・グランツェが第70回全日本合唱コンクール全国大会において金賞受賞！

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296 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no296.html

祝 受賞

　この賞は、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を研究分野ごとに選出した
ものです。2017年は、21分野で約3,500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、3分野で3名が選ばれました。

クラリベイト・アナリティクスの  
Highly Cited Researcher 2017に本学から3名選出‼

伊丹　健一郎
トランスフォーマティブ生命分子研究所教授

夢の分子「カーボンナノベルト」の世界初の合成

Chemistry

野尻　伸一
理学研究科教授

Physics

昨年9月にスペインのセゴビアで行われた研究会の集合写真

榊原　均
生命農学研究科教授

Plant＆Animal 
Science

接木実験から明らかになったサイトカイニン輸送による
植物成長促進制御の新たなしくみ

　当センターは、人類の生みだした文化遺産の意義を解明し、未来に価値を伝えるべく、
人文学の先端であるテクスト学を活用し、社会に貢献する実践的な研究を自由に展開する
ために2014年に設立されました。
　アーカイブス・視覚文化・物質文化の三部門が連携しつつ、日本をはじめ世界に所在す
る歴史的典籍のアーカイブス化とデータベース作成、西欧キリスト教芸術の総合的研究、
エジプトなど地中海文明の知の流通・解明など、多元的な領域で着実に成果を蓄積して、
国際的な共同学術研究による最先端の研究拠点形成に取り組んでいます。
　特に若手研究者を主体とした分野横断型の学際的研究によって、日本の優れた文化遺産
である絵ものがたりのデジタルコンテンツ化など、挑戦的な学術プロジェクトを遂行し、
人文学の未来を切り拓く試みを支援していきます。

人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センターブレイクタイム
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宇宙線の観測（ミューオンラジオグラフィ）により�
エジプト･クフ王のピラミッドの中心部に�
未知の巨大空間を発見！

春の海に花咲く植物プランクトン
－早咲きの反時計回り渦と遅咲きの時計回り渦－

花粉管を誘引する際の鍵と鍵穴を解明！
－植物の受精において重要な花粉管誘引物質と 
受容体の結合時の構造が明らかに－

再生医療用細胞の画像診断を支援する�
Cloud型Ai細胞品質管理システム
－「AiCELLEX」の製品化と事業化を開始－

非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の�
新たな病態メカニズムの解明
－短期間でNASHを発症する疾患モデルの開発を通して－

新たな発光材料の可能性を拓く�
「ナノコンポジット蛍光体」を開発！
－蛍光体探索の新たな道筋を示す－

〇 原子核乾板を用いた宇宙線ミューオンの観測
により約4,500年前に建造されたエジプト最
大のクフ王のピラミッドの中心部に、これま
でに発見されていない未知の巨大な空間を発
見した

〇 ピラミッドのような巨大な石造建築物における巨大な未知の空間の発見
は、世界初の成果

〇 今後、この宇宙線ラジオグラフィの手法は、様々な考古学遺跡調査や空洞
調査などへの応用が可能であることを示しており、ピラミッド研究のみな
らず多分野への大きな波及効果が期待される

〇 海洋中の直径100～200km程度の時計回り
と反時計回りの渦によって、植物プランクト
ンの春の大増殖の時期とそのメカニズムが異
なることを新たに発見した

〇 時計回りと反時計回りの渦は世界中の海で存在しており、同様な植物プラ
ンクトンの春季の増加現象の時期とそのメカニズムの違いは、他の海域で
も生じているはずである。また、このような渦による植物プランクトンの
増加時期の違いが、水産資源の変動にどのような影響を与えているか、今
後、重要なテーマとなる

〇 花粉管誘引ペプチドである「ルアー」と花粉
管に存在する「PRK6」タンパク質が結合す
る仕組みを解明した

〇 ルアーに対してPRK6が真の受容体であるこ
とが証明された

〇 ルアーとPRK6の結合および花粉管誘引に重要なアミノ酸が明らかとなっ
た

〇 株式会社イノテックとの共同開発により、こ
れまで人間が行っていた「細胞の顕微鏡観察
による品質判断」を自動化・支援するシステ
ムとしてAiCELLEXを本格的に製品化する

〇 AiCELLEXにより、再生医療や創薬開発に用いられる細胞を培養する施設
において、非破壊かつリアルタイムな品質管理が向上し、高品質な細胞の
安定生産が実現すると期待される。製造される細胞品質が安定化すると、
再生医療における安全性と治療効果の向上や、創薬研究における再現性と
成功確率の向上が期待される　等

〇 短期間で非アルコール性脂肪肝炎（NASH）
を発症する“誘導性NASHモデル”を開発した

〇 肝線維化を促進する疾患特異的マクロファー
ジを同定し、脂肪肝からNASHを発症する新たな病態メカニズムを解明
した

〇 このマクロファージはヒトNASHにおいても認められ、病勢を反映するこ
とを見出した

〇 新たなNASHモデルの開発と疾患特異的マクロファージの同定は、アン
メットメディカルニーズの高い肝線維化疾患に対する新規治療法開発への
応用が期待される

〇 今回開発されたナノコンポジット蛍光体は、
1つの粒子の中に異なる2つの成分（ヨウ化
カルシウムとクリストバライト）が存在する新しいタイプの蛍光体である

〇 今回成功したヨウ化カルシウムを用いたナノコンポジット蛍光体は、耐久
性不足で機能材料への適用検討の対象から外れていたハロゲン化物、カル
コゲン化物に対し、実用化の道筋を示した。この手法は、蛍光体だけに留
まらず、さまざまな機能材料探索へも応用が期待できる

高等研究院　森島邦博特任助教

宇宙地球環境研究所　石坂丞二教授　
大学院環境学研究科　マウレ・エリジオデラウス大学院生

トランスフォーマティブ生命分子研究所　東山哲也教授　武内秀憲特任助教
大学院理学研究科　長江拓也大学院生

大学院創薬科学研究科　加藤竜司准教授

環境医学研究所　菅波孝祥教授

大学院工学研究科　澤 博教授

新学術領域研究「植物新種誕生原理」 
ホームページより改変のうえ転載
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他の研究成果や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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子 特任教授

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。

「たかが、されど」の大学ランキング

原子核乾板という名のフィルムの復権
22
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28
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膵癌腹膜播種に対するプラズマ治療の可能性
－プラズマ活性溶液を用いた新規治療法の開発－

世界初の実用型「マルチパラメータ・フェーズド�
アレイ気象レーダ（MP-PAWR）」を�
開発・設置！

「“エレクトロニクスフリー”な人工膵臓を開発」
－血糖値の変化を検知して、自律的にインスリンを放出－

急性骨髄性白血病に対する治療成績の向上に期待！
－不可逆的結合型新規FLT3阻害剤（FF-10101）の 
有効性－

新型シリコン光センサを用いたヒト用小型�
PET装置の開発に成功！
－乳がんやアルツハイマー病などの早期診断の可能性－

〇 乳酸リンゲル液に大気圧プラズマを照射した
プラズマ活性乳酸リンゲル液が、膵癌細胞株
に対して抗腫瘍効果があることを明らかに
した

〇 プラズマ活性乳酸リンゲル液が細胞の接着能を低下させることが示された
〇 プラズマ活性乳酸リンゲル液が腹膜播種形成を抑制することが示され、膵

癌腹膜播種に対する新たな治療戦略となる可能性が明らかとなった

〇 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラ
ム「レジリエントな防災・減災機能の強化」
の施策として、国立研究開発法人情報通信研
究機構をはじめとする研究グループが開発し
た世界初の実用型レーダ「マルチパラメータ・
フェーズドアレイ気象レーダ（MP-PAWR）」を埼玉大学に設置した

〇 本レーダは発達する積乱雲を観測し、20～30分先の局地的大雨や竜巻危
険度を高精度に予測することが可能であり、東京オリンピック・パラリン
ピックでの効率的な競技運営、自治体での水防活動や住民への避難指示、
さらに住民の洗濯物の取込など日常生活での活用も目指す

〇 世界初の「エレクトロニクス（機械）フリー」
かつ「タンパク質フリー」な仕組みによる人
工膵臓デバイスを開発した

〇 健常および糖尿病モデルマウスでの安全性、
治療効果、3週間以上の耐久性等を実証した

〇 従来の「エレクトロニクス」方式に比べて安価で丈夫、使用負担や審美性
を格段に改善するため、臨床応用へ向けた研究展開が期待される

〇 変異FLT3に対して高い選択性と強い阻害活
性を有することを確認した

〇 既存の阻害剤に対する耐性変異を有する症例
にも有効

〇 難治性であるFLT3遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病に対する治療成
績の向上が期待される

〇 新型シリコン光センサを用いた小型PET装置
の開発に成功した

〇 開発したPET装置は新型シリコン光センサを
用いることで、小型でありながら、高性能を
達成した

〇 今回開発したPET装置は、乳がんの測定を高分解能で測定できるだけでな
く、頭部の測定も可能で、アルツハイマー病の早期発見などに威力を発揮
するものと期待される

大学院医学系研究科　山田 豪講師　佐藤雄介大学院生　小寺泰弘教授
医学部附属病院　水野正明病院教授
未来社会創造機構　堀 勝教授

宇宙地球環境研究所　髙橋暢宏教授　篠田太郎准教授

環境医学研究所　菅波孝祥教授　田中 都助教

大学院医学系研究科　清井 仁教授　早川文彦講師　石川裕一助教

大学院医学系研究科　山本誠一教授　加藤克彦教授　中西恒平大学院生
医学部附属病院　阿部真治診療放射線技師長　藤田尚利診療放射線技師
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URL   http://www.aptj.co.jp/

URL   https://kodawarin.shop

名古屋大学発学生ベンチャー

「AUTOSAR」に準拠した車載ソフトウェア�
プラットフォームの開発� APTJ株式会社

Kodawarin�－オリジナル商品を通して�
作り手とお客さまをつなぐ－� Lawin株式会社

　現在の自動車は、多くの電子制御システムで成り立っていま
す。これらの制御の基本となるソフトウェアプラットフォーム
（以下、SPF：広い意味でのOS）の仕様として、「AUTOSAR」※

が欧州を中心に策定されました。弊社は名古屋大学の研究成果
を基に、この「AUTOSAR」に準拠した自動車用のSPFを開発
する会社として、2015年9月に設立しました。
　この自動車用のSPFは、すでに、海外企業による寡占化が進
み始めており、わが国の自動車産業の競争力にも影響し始めて
います。この状況を打開するため、弊社は情報学研究科附属組
込みシステム研究センターのコンソーシアム活動を母体とし、
そこに参加していた企業各社の後押しを受けて立ち上がりました。開発は順調に進んでおり、今年9月に、製
品であるJulinar（弊社製SPFの名称）の正式販売を開始します。今後も、名古屋大学の多くの研究成果を自動
車産業界に送り出していく計画です。
　現在は、手狭になった名古屋大学東山地区のインキュベーション施設から、名古屋駅近くの、ささしまライ
ブ24地区のグローバルゲートに社屋を移し開発を進めています。

　私達は、「おいしい！」と感じていただける農畜産物の加工品を企画開発し、
独自の販路を構築しています。地産地消を意識した契約農家のこだわり野菜
を使用した、ごろごろ野菜スープ「彩こころ」を開発中です。10種類の野菜
を一度に摂取でき、一流フレンチ料理シェフ監修の当スープは、電子レンジ
で温めるだけで簡単に召し上がっていただける食品となっています。
　ベンチャーを立ち上げたきっかけは、「農家のこだわり食材を、調理をする
時間のない方にもお届けしたい！」と思ったことです。 農家を巡り、こだわ
りや現場の絶え間ない努力を実感した創業メンバー。その一方で、調理に時
間をかけられない忙しい社会人も目の当たりにしてきました。 国産野菜や国
産肉をシェフ監修のレシピで、おいしく手軽に食べていただきたいと本事業
を始めました。
　今後は、Kodawarinの食品を食べていることがステータスに思えるぐらい、
おいしくて贅沢感のある商品を企画・開発していきたいです。みなさんに、
より身近で手軽に日本の食材のおいしさを感じてもらえるように努めていき
ます。

羽ばた
け！

名古屋大学発ベンチャー

開発室の風景

本学農学部在学中の柘植千佳代表取締役

※ AUTOSAR … 車載ソフトウェアの標準規格のこと

14



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

博物館コンサート NUMCo
「箏 尺八 早春の調べ－古典から現代まで」

人文学研究科附属「アジアの中の日本文化」 
研究センター国際シンポジウム 
「1930年前後の文化生産とジェンダー」

平成29年度第7回情報連携統括本部 
公開講演会・研究会 
「先行事例からひも解く、IoTで何を・どうやって 
実現するか－IoTにおける『つなぐ』の重要性－」

第71回名大カフェ“Science, and Me” 
「かすみとくしゃみはエアロゾル
－その発生から影響まで－」

第37回博物館企画展
「春を迎える 年画に込められた願いと意図」、
博物館スポット展「ボタニカルアート作品展」

2月20日（火）
場　　所：博物館2階展示室
時　　間：14：00～15：00
定　　員：200名（立ち見あり）
参 加 費：無料

1月20日（土）、21日（日）
場　　所：ジェンダー・リサーチ・
　　　　　ライブラリ
時　　間：10：00～17：00（1/20）、
　　　　　9：00～17：00（1/21）
対　　象：一般
参 加 費：無料

1月23日（火）
場　　所：情報基盤センター4階演習室
時　　間：13：00～14：30
定　　員：40名
対　　象：一般
参 加 費：無料

1月25日（木）
場　　所： ジュンク堂書店 

ロフト名古屋店7階 
ブックサロン

　　　　　（名古屋市中区）
時　　間：18：30～20：00
定　　員：30名
対　　象：中学生以上、一般
参 加 費：無料

2月6日（火）～5月12日（土）
場　　所：博物館2階展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
　　　　　（3月26日
　　　　　臨時開館）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］ 博物館事務室　052-789-5767

［問い合わせ先］
人文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究センター
教授　飯田祐子　y-iida@lit.nagoya-u.ac.jp ［問い合わせ先］ 情報推進部情報推進課　052-789-4352

［問い合わせ先］
学術研究・産学官連携推進本部　
リサーチ・アドミニストレーター　戸次真一郎　052-747-6791 ［問い合わせ先］ 博物館事務室　052-789-5767

2018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

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.296 2018年1月
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保険医療リーダー青色 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

名古屋大学基金の
ご案内

特定基金

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。

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/

プロジェクト

アクセスはこちらから▶︎

稲
い な ぶ

武・設
し た ら

楽フィールド（演習林）― 名大の最大地区 ―

1　�赤く囲った部分が稲武フィールドの林地（143万8709�m2）。
立木地の90％が人工林化され、主な樹木はカラマツ（約
35％）、ヒノキ（約30％）、スギ（約25％）など。

2　�初期の稲武演習林庁舎。1983年に現在の鉄筋4階の事務所
（研究実験棟）に建て替えられた。

3　�山地畜産実験実習施設の庁舎（1988年撮影）。左手前に牛の
姿が見える。

4　�稲武フィールドでの生物環境科学実験実習（農学部3年生）。
そのほかにも、様々な研修会やセミナーに利用されている。

　名大は、国内各地で327万8675 m2の土地を使用し
ています。その中で面積が最大の地区は、実は東山
地区（69万8137 m2）ではなく、稲武・設楽地区（大
学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セ
ンター稲武・設楽フィールド）です。面積は159万
9511 m2で、名大の使用地全体のほぼ半分を占めてい
ます。
　同地区は、60年を超える歴史を持っています。農
学部が1951（昭和26）年に設置された際、演習林は県
立安城農林高校のものを転用する計画でしたが、1955
年に愛知県北設楽郡稲武町（現豊田市稲武町）の部落
有林164万9328 m2の地上権（60年間）を取得し、農
学部附属稲武演習林としました。そのうち、1969年
に16万4250 m2、1972年に4万6369 m2の地上権は解
消されています。そのほか、1980年に研究実験棟敷
地1842 m2、1983年に橋梁敷地11 m2を借り入れました。

　また1978年には、稲武町と隣接する北設楽郡設楽
町に15万8538 m2の畜産用地を購入しました。すでに
設楽町には、同町からの用地や施設の貸与を受けた
「草地研究施設」がありましたが、これをきっかけに
1979年、農学部の正式な附属施設として山地畜産実
験実習施設が設置されました。近年、若干の用地の編
入・売却がなされ、現在は15万8949 m2です。
　稲武演習林と山地畜産実験実習施設は、2000（平成
12）年に大学院生命農学研究科附属となり、2009年に
フィールド科学教育研究センターの稲武フィールドと
設楽フィールドとなりました。2013年には設楽フィー
ルドが動物の飼育を終了して演習林施設の一部とな
り、稲武フィールドと運営が統合されました。
　2015年には、稲武の地上権契約が満了し、これが
借入契約に移行して現在に至ります。
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