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第51回名大祭「だって、笑顔でいたいじゃない」が開催される

名古屋大学ヨーロッパセンター開所式を挙行、濵口総長が日独学長会議に出席

宮田理事が日本・北アフリカ学長会議に出席

平成22年度科学技術振興調整費新規課題に採択される

アースポリシー研究所・トヨタ自動車・名古屋大学鼎談を開催

航空機開発 DBT リーダーシップ養成講座開講式を挙行

平成22年度春季新入留学生歓迎懇談会を開催

第４回高等研究院レクチャーを開催

第29回経営協議会を開催

キャンパスクリーンウィークを実施

第59回防災アカデミーを開催

●知の先端

クロロフィルを緑にする酵素の構造解明

藤田　祐一（大学院生命農学研究科准教授）

●知の未来へ

脳血管疾患の早期診断に役立つ画像情報

福山　篤司（医学部保健学科助教）

●部局ニュース

上海フォーラムを開催

第９回ミュンスター大学・名古屋大学共同セミナーを開催

医学部附属病院が「病院機能評価 ver.6.0」の認定を受ける

国際セミナー「アジアの開発における学術研究の役割」を開催

豊田全学同窓会会長が超高圧電子顕微鏡施設を視察

第１回地球教室「河原の石で包丁を作ろう！」を開催

附属図書館が2010年春季特別展を開催

博物館野外観察園春の見学会を開催

●受賞者一覧

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成22年５月16日～６月15日

● INFORMATION

学士会館に名古屋大学展示ブースを設置

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

名古屋大学プラズマ研究所　1961－1989
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　第51回名大祭が、６月３日（木）から
６日（日）までの４日間、「だって、笑
顔でいたいじゃない」をテーマに開催
されました。
　名大祭に先立つ、５月16日（日）には、

「仮装行列2010 Fancy Stars March ing 
～みんなで紡ぐ夢物語～」と題して、
毎年恒例の名大祭プレ企画である仮装
行列が、名古屋女子大学中学校・高等
学校吹奏楽マーチングバンド部や、交
通誘導を行った中警察署など、多くの
方々の協力を得て、名古屋の中心部、
栄の久屋広場をメイン会場として、実
施されました。新入生がクラス毎に思
い思いの仮装をして栄周辺を練り歩
き、沿道の歩行者の目を楽しませてお
り、行列の最後尾には、リヤカーを引
いた清掃隊が沿道のゴミを拾いながら
行進しました。行列終了後に行ったクイ
ズ大会では、本学にちなんだ問題が出
され、広場で足を止めた多数の方々に、

本学と名大祭をアピールしていました。
　名大祭期間中は、全日にわたり好天
に恵まれ、広い東山キャンパスの至る
ところで様々な企画が開催され、大い
に賑わいました。
　４日（金）の夕方から第３グリーンベ
ルトにおいて開催された「第５回盆踊
り～おもいっきり BON！～」は、今
年で５回目となる近隣の町内会の方々
との協力企画で、当日は、本学の学生
のほか、子ども連れで参加する方々の
姿も見られ、参加者がともに輪になっ
て踊りを楽しみました。また、学生が
企画した風船吊りなどのゲームコー
ナーでは、小さな子ども達が楽しそう
に遊んでいました。
　今回の名大祭では、目玉企画の一つ
として、名大祭本部実行委員会主催に
よる学術講演が行われました。５日

（土）、経済学部カンファレンスホール
において開催された、2008年ノーベル
物理学賞を受賞した益川敏英素粒子宇
宙起源研究機構長と、本学経済学部
卒業生で CBC テレビのアナウンサー
である若狭敬一氏による講演会「明日
の自分に～名古屋大学卒業生による講
演会～」は、会場が満席となる約500
名が詰めかける盛況ぶりで、参加者は

「学ぶとは何か」というテーマについ
て語る両氏の話に熱心に耳を傾けてい
ました。
　５日（土）、６日（日）に第２グリーン
ベルト北側の路上で実施された「模擬

店ストリート」では、40店舗の飲食物
の屋台が並び、各店舗に長い行列がで
きるなど、大変な賑わいを見せました。
今回の名大祭では、過去の反省を踏ま
え、保健所の助言を得て、厳しい衛生
管理のもとで模擬店が運営されました。
　また、期間中は、研究室公開など学
術的な企画も学内の各所で開催され、
高校生をはじめ多くの参加者が、普段
見ることのできない大学での研究の一
端に触れ、興味深そうに見学していま
した。
　その他、お笑い芸人を招いてのス
テージ、恒例となった名古屋大学吹
奏楽団や民族舞踊団音舞による音楽
や踊り、大道芸人によるストリート
パフォーマンス、古本市、各サークルや
有志団体等の様々な企画が目白押しで、
来場者を楽しませていました。
　最終日には、豊田講堂前庭の特
設ステージにおいて「後夜祭～the 
dreamy carnival～」が行われ、日が
落ちて夕闇に浮かび上がる豊田講堂を
背後に火舞の演技が披露され、集まっ
た来場者は、東海地区最大規模の大学
祭「名大祭」の終演を見届け、その余
韻に浸っていました。
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１　会場の様子
２　�メインステージでの

イベントの様子
３　講演する益川機構長
４　後夜祭の様子
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　名古屋大学ヨーロッパセンター開所式が、５月19日
（水）、ドイツ南西部のフライブルクにおいて挙行されました。
　本学は、平成21年度文部科学省国際化拠点整備事業（グ
ローバル30）に採択され、平成23年度から英語のみで学位
取得が可能なコースを開設することにより、積極的な留学
生受け入れを推進するなど、大学の国際化のための取り組
みを進める予定です。これを受け、大学間学術交流協定校
であるフライブルク大学の協力を得て、ヨーロッパにおけ
る研究・教育、国際交流等の活動拠点として、本学の４番
目の全学的海外拠点である、ヨーロッパセンターを設置し
ました。
　開所式は、バーデン = ヴュルテンベルク州、フライブ
ルク大学をはじめ、ストラスブール大学、オートアルザス
大学、グダニスク医科大学、在ドイツ日本大使館、日本学
術振興会ボン研究連絡センター等から、約25名が出席しま
した。
　冒頭、ペーター・フランケンベルク バーデン = ヴュル
テンベルク州学術・研究・芸術大臣から祝辞があり、約
150年に渡るドイツと日本との学術交流の歴史に言及する

とともに、スイス・フランスと国境を接する当地域と日
本の学術機関との更なる連携に対する期待が述べられまし
た。続いて、ハンス・ヨヘン シーヴァー フライブルク大
学長から、1972年に本学経済学部とフライブルク大学経済
学部との間で部局間学術交流協定が締結されたことを皮切
りに、国際学術コンソーシアム（AC21）を通じた協力など、
本学とフライブルク大学との間で交流を深めてきたが、今
後ヨーロッパセンターを通じて、研究・教育における連携
を更に強化していきたい旨、あいさつがありました。次い
で、濵口総長から、「濵口プラン」を中心とした本学の国
際化のための取り組みを紹介するとともに、同センターの
開設を機に、フライブルク大学をはじめとしたヨーロッパ
の大学・学術機関との連携を進めながら、同センターを通
じて日本の高等教育への関心や理解が深まり、日本とヨー
ロッパ諸国の架け橋となることを目指したい、とのあいさ
つがありました。
　引き続き、フランケンベルク大臣、シーヴァー学長、総
長及び渡辺副総長の４名がテープカットを行い、センター
の開所を祝いました。その後、近隣のホテルに場所を移し、
渡辺副総長から、本学のグローバル30を中心とした大学の
国際化の取り組みについて紹介がありました。参加者から
は、具体的な教育連携の提案があるなど、大きな関心が寄
せられ、終始和やかな雰囲気の中で歓談が行われました。
　同センターの開設は、本学のヨーロッパでのプレゼンス
を更に高めるとともに、ヨーロッパにおける拠点として本
学教職員の教育研究活動の一層の活性化にも役立つものと
期待されています。
　これに先立ち、濵口総長及び渡辺副総長は、５月17日

（月）、18日（火）の両日、ドイツ ベルリン市において開催
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名古屋大学ヨーロッパセンター開所式を挙行、 
濵口総長が日独学長会議に出席



された日独学長会議に出席しました。
　日独学長会議は、平成18年２月に開催された、日本にお
けるドイツ年記念シンポジウム「日独における高等教育改
革－評価と将来構想－」での提案を受けて開催されたもの
です。今回の会議には、ドイツ側からは35大学及びノルト
ライン = ヴェストファーレン州を含む関係機関、日本側
からは国立21大学、公立１大学、私立10大学の計32大学及
び文部科学省を含む関係機関が参加し、「日独における高
等教育改革－共通の課題と協力の契機」をテーマとして、
両国における高等教育改革の現状や、日独間の大学連携を
促進する方法等について討議しました。
　１日目の午前は、ドイツ連邦教育研究省からドイツの研
究開発体制についてその構造や財政の紹介があり、午後か
らは、両国における高等教育の現状や、質の高い教育研究
を推進する方策について講演及びパネルディスカッション
を通じて意見を交わしました。
　２日目の午前は、グローバル化の進展に伴って変遷する
大学運営のあり方や、大学の戦略的国際化をテーマに２つ
のセッションが開催され、特にボローニャプロセスの影響
及び評価について高い関心が寄せられました。午後には、
パネルディスカッション「21世紀の大学－大学として如何
にグローバル化の課題に対処し得るか」が行われ、総長が
パネリストとして参加しました。総長からは、情報通信技
術社会において海外留学の実体験で得られる情報の価値が
高まっていること、キャンパスにおいて環境の快適さと厳
しさの両方を準備する必要があること、さらに、若手研究
者を海外に派遣するための風土やシステム作りについて
発言がありました。また、ドイツ側からは、多国間ではな
く２国間での実際に人の移動を伴う国際化の提案などがあ

り、有意義な意見交換の機会となりました。
　会議終了後には、ノルトライン = ヴェストファーレン
州主催のラウンドテーブルディスカッション「日本とドイ
ツの学術交流の障壁」が設けられ、渡辺副総長らが参加し、
大学運営や両国間の学術交流の促進について、率直な議論
が行われました。
　今回の会合において、ボローニャプロセスが欧州の高等
教育に与えた影響が非常に大きいこと、また、その影響が
ドイツ国内では必ずしも肯定的に捉えられていないことが
判明するなど、ドイツ側政府と大学とが取り組んでいる課
題の一端を知ることができました。また、会議期間中は、
ドイツ側参加大学代表者等と、連邦制の下での制度、今後
の交流の可能性について意見交換をし、国内外の参加者に
本学の存在感を示す良い機会となりました。
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　文部科学省において公募されていた「平成22年度科学技
術振興調整費新規課題」が選定され、本学から下記の事業
が採択されました。科学技術振興調整費は、総合科学技術
会議の方針に沿って文部科学省が運用を行う、政策誘導型
の競争的資金として、以下の１～３の事項に活用すること
となっています。

１． 優れた成果の創出・活用のための科学技術システムの
改革

２．将来性の見込まれる分野・領域への戦略的対応等
３．科学技術活動の国際化の推進

【女性研究者養成システム改革加速】
（採択件数７／提案件数15）

課題名： 名古屋大学方式 女性研究者採用加速・育成プロ
グラム

理・工・農学系女性研究者を５年度目までに29名（教授４
名、准教授５名、助教20名）安定的な職に採用する。真に
優秀な女性研究者獲得のため、教授・准教授（PI）採用の
一部には、全学流用定員による「女性 PI 枠」を設け、理・
工・農学系部局の合同公募を実施する。また「発展型ポジ
ティブ・アクション」の継続実施により、助教採用を加速
する。新規養成女性研究者には、（1）３年間の特別研究費
配分、（2）高等教育研究センターと連携したメンタリング
システム導入、（3）育児中の支援員配置など全学的支援体
制を整える。既在籍女性研究者のキャリア育成を支援し、
積極的に女性 PI を増加させることで、女性研究者増加の
ためのシステム改革を実行する。

　宮田理事が、５月14日（金）、チュニジア共和国ガマルタ
において開催された日本・北アフリカ学長会議に出席しま
した。
　同会議は、日本・北アフリカ学長会議実行委員会の主催
により、「次の10年に向けての学術交流の新展開」をテー
マに開催されたもので、日本側から17大学３機関、北アフ
リカ側から19大学・高等教育学院の学長、副学長など、合

わせて約70名が参加しました。
　会議では、最初に、ジャメル・ベン・ブラヒム カルタ
ゴ11月７日大学学長、山田信博筑波大学学長、多賀敏行
在チュニジア日本国大使、ベチール・タカリ チュニジア
高等教育・科学研究大臣によるあいさつがあり、続いて、
徳永　保文部科学省高等教育局長及び元筑波大学学長で、
1973年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈横浜薬科
大学学長による基調講演が行われました。
　その後、３つのサブテーマに沿ってプレゼンテーション
が行われ、宮田理事は、「開発援助の枠組みにおける大学
の役割」をテーマとした第３セッションにおいて、司会を
務めました。
　会議は、日本と北アフリカ諸国の大学間における教育・
学術交流の促進を目的とした共同宣言を、ブラヒム・カル
タゴ学長が読み上げ、閉会しました。
　なお、会議前日の13日（木）には、国際協力機構と日本の
大学の連携により技術協力が進められているボルジュ・セ
ドリア・テクノパークや、グローバル30における筑波大学
の海外拠点である北アフリカ・地中海連携センターを視察
しました。
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　航空機開発 DBT（Design Buildup Team）リーダーシッ
プ養成講座開講式が、６月５日（土）、インキュベーション
施設プレゼンテーションルームにおいて挙行されました。
同講座は、航空機の国際共同開発に参画し、機体やシステ
ム、担当部位について、仕様、コスト、スケジュール等を
設定・管理でき、DBT においてリーダーシップを発揮で

きる人材を育成することを目的としており、経済産業省が
実施する、中小企業における中核人材に対し必要な知識・
スキルを実践的に人材育成する「産学人材育成パートナー
シップ事業」の一環として、本学が、三菱重工業株式会社、
中菱エンジニアリング株式会社、コスモ産業株式会社と共
同して平成21年度に受託したものです。今年度は、昨年度
のカリキュラム、テキスト等の開発に引き続き、６月から
９月までの毎週土曜日、インキュベーション施設で実証講
座を開催します。
　開講式では、最初に、宮田理事から同講座を開設した目
的、受講生への激励が述べられ、引き続き、壁谷勢津子経
済産業省中部経済産業局地域経済部産業人材政策課長か
ら、この地域の航空機産業振興の一助となることへの期待
が述べられました。愛知、岐阜県下15企業からの受講生17
名に加え、講師、関係者を合わせ43名が参加しました。
　開講式終了後は、さっそく講義が行われ、受講生は専門
用語の習得を目的とする講義や英語による講義を熱心に受
講していました。

　アースポリシー研究所・トヨタ自動車・名古屋大学鼎談
が、５月 29 日（土）、豊田講堂において開催されました。
今回の催しは、「『環境と経済の両立』－エコ・エコノミー
からエコ・ウェルスへ－」をテーマに、大学が担うべき研
究・教育への示唆を得るとともに、本学の環境への取り
組みと、社会貢献をアピールすることを目的としたもの

で、オバマ大統領のグリーン・ニューディール政策の策
定に影響を与えたといわれている世界的環境学者として
有名なレスター・ブラウン アースポリシー研究所長及び
ブラウン氏が絶賛するハイブリッド自動車“プリウス”の
産みの親である内山田竹志トヨタ自動車株式会社副社長を
招き、濵口総長を交え、講演及び鼎談が行われました。
　当日は、約500名の参加があり、最初に、総長のあいさ
つがあった後、ブラウン所長による「プラン B －エコ・
エコノミーが実現する新しい生活と豊かさ」、内山田副社
長による「世界初のハイブリッド車プリウスはどのように
できたか」、総長による「われわれの時代 そして これか
らの時代－日本の高等教育に何が求められているか－」と
題した講演が行われ、それぞれの立場からの熱いメッセー
ジが発信されました。　
　その後、３者による“Plan Nagoya”「地球から考える・
生命から考える・イノベーションから考える、多様で豊か
な世界」と題した鼎談が行われました。最後に、参加者か
らの質疑応答が行われ、盛況のうちに幕を閉じました。

7NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.206

あいさつする宮田理事

鼎談の様子
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航空機開発DBTリーダーシップ養成講座開講式を挙行

アースポリシー研究所・トヨタ自動車・名古屋大学鼎談を開催



　第４回高等研究院レクチャーが、５月28日（金）、医学部
附属病院中央診療棟３階講堂において開催されました。
今回は、｢生命機能から病気を解き明かす｣ をテーマに、
精神・神経疾患の解明や生命機能の不思議さとその応用に
ついての講演が行われました。
　最初に、近藤高等研究院長のあいさつがあり、引き続き

グローバル COE プログラム拠点「機能分子医学への神経
疾患・腫瘍の融合拠点」のリーダーである祖父江医学系研
究科長が「GCOE －機能分子医学への神経疾患・腫瘍の
融合拠点－について」と題して、神経・精神疾患と悪性腫
瘍の病態に共通の分子機構が深く関わることに着目する同
拠点の狙いや、研究成果について分かりやすく紹介しまし
た。
　次に、Rho ファミリーという細胞間の連絡役の研究で世
界をリードする貝淵弘三同研究科教授が、「細胞内シグナ
ル伝達から種々の疾患を考える」と題し、細胞内外のシグ
ナル伝達系の異常によって引き起こされる疾患やその治療
に関する最新の研究成果を紹介しました。
　続いて、生命を分子機械として解き明かす極めて独創的
な研究で知られる柳田敏雄大阪大学大学院生命機能研究科
特任教授が「ノイズを使う生命機能」と題し、厳密制御不
能な複雑生体システムを省エネでロバストに制御する仕組
み、またその人工機械への応用可能性について面白く講演
しました。
　講演後には活発な質疑応答が行われ、本学教職員、学生
や一般の方々など約250名が参加し、盛況となりました。

　平成22年度春季新入留学生歓迎懇談会が、５月24日
（月）、南部食堂において開催されました。
　同懇談会は、今後の留学生活が実りのあるものになるよ
う激励し、留学生と留学生関係教職員との懇談を通して一
層の相互理解・交流を深めることを目的としており、当日
は、新入留学生、教職員など約280名の参加がありました。

　最初に濵口総長から歓迎、激励のあいさつがあり、こ
れを受け、新入留学生を代表して、大学院文学研究科の
閔
ミン

　ソラ（韓国）さんと、大学院理学研究科の蘇
ス

　經
チン

貿
マオ

（台
湾）さんが、それぞれ日本での留学についての抱負を述べ
ました。続いて、名古屋大学留学生会（NUFSA）から本
学における留学生活動などが紹介されました。
　その後、山本理事の発声により乾杯した後、懇談に移
り、新入留学生が総長や教職員を囲んで、にこやかに歓談
したり、記念撮影する姿が会場のあちらこちらで見られま
した。
　また、空手道部により日本の伝統武道である空手の組手
と型が披露され、留学生たちは興味深く見入っていまし
た。懇談会は、石田留学生センター長の閉会のあいさつの
後、大盛況のうちに終了となりました。

8 名大トピックス◦ No.206

会場の様子

あいさつする総長
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第４回高等研究院レクチャーを開催

平成22年度春季新入留学生歓迎懇談会を開催



　第59回防災アカデミーが、５月24日（月）、環境総合館レ
クチャーホールにおいて開催されました。
　今回は、渥美公秀大阪大学大学院人間科学研究科教授に
よる「モシモの時、地震は？　そのためにイツモ防災を！」
と題した講演が行われ、106名が参加しました。
　渥美教授は、国内だけでなく海外の災害も対象とした災
害ボランティアに関する研究を進めており、講演では、自
ら経験した1995年に起きた阪神・淡路大震災の避難所での
様子を話し、今後どのような対応が必要でそのために今何
をすべきかを説明しました。また、「防災と言わない防災」
が重要であり、日常の様々な活動が地域防災に役立つ、と
話しました。最後に、“被災”が今なお続いていることを
示している例として四川大地震の写真を紹介し、人あって
の災害であること、そして、互いに思いやることの大切さ
から防災の意義が見出されることを訴えました。

　大学構内環境美化運動「キャンパスクリーンウィーク」
が、名大祭終了後の６月７日（月）から11日（金）まで、全学
の教職員及び学生により実施されました。
　これは、６月の環境月間に、環境保全に対する関心を高
めるために平成４年から毎年実施されているもので、名古
屋市の一構成員として境界の外周清掃も併せて行い、環境
美化に努めています。
　本部では、６月９日（水）の午後、奥村滋夫施設管理部長
のあいさつの後、快晴の中で約120名の本部職員が、一斉
に東山キャンパス構内及び周辺の市道に分かれて、空き
缶・紙くず等の除去、雑草等の刈り取り、不要な立看板・
ビラ等の撤去などを行い、汗を流しました。

　第29回経営協議会が、６月６日（日）、鶴舞地区にある鶴
友会館において開催されました。
　会議では、濵口総長からあいさつがあり、続いて、
榊原定征東レ株式会社代表取締役社長が委員に就任したこ
とについて報告があった後、第一期中期目標期間評価、平
成21年度決算、平成23年度概算要求事項等、日中韓交流、
豊田講堂の「登録有形文化財」登録、重要な財産（土地）
の譲渡について、各担当理事、副総長からそれぞれ説明が
行われ、審議の結果、了承されました。
　次いで、国立大学法人を取り巻く動向、大学院の収容定
員の充足率、学部・大学院の進路状況、平成22年度学部・
大学院入学試験状況、平成21年度施設整備状況、平成22年
度における外部資金の受入状況等について報告が行われま
した。
　外部委員の方々からは、事業の業務実績及び大学教育の
国際化に関して、貴重な意見が寄せられました。
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講演する渥美教授

キャンパスクリーンの様子

会議の様子
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第59回防災アカデミーを開催

キャンパスクリーンウィークを実施

第29回経営協議会を開催



　光合成は、クロロフィルという緑の色素によっ
て光が吸収されることによって始まります。地球
上のほぼ全ての生命は、クロロフィルによって吸
収された太陽エネルギーで駆動される光合成に支
えられているので、クロロフィルはまさに生命を

支える分子といっても過言ではありません。とこ
ろが、その複雑な化学構造のため（図１）、植物
や藻類がどのようにクロロフィルをつくっている
のか、容易には分かりませんでした。
　植物の葉は緑色に見えます。これは、光合成で

利用する青と赤の波長の光をク
ロロフィルが吸収し、その残っ
た光成分である主に緑色の波長
が私たちの目に届くからです。
植物は、少なくとも15種類の酵
素から成る一連の生合成系に
よってクロロフィルを作ってい
ますが、その最終段階で、ある
酵素の働きによってクロロフィ
ルを光合成で利用可能な緑の色
素に変換します（図１）。この
反応が進まないと植物は黄色い 

“もやし”になってしまいます。
この酵素は、プロトクロロフィ
リド還元酵素と呼ばれ、光依存
型酵素（LPOR）と光非依存型
酵素（DPOR）というまったく
異なる２つのタイプがありま
す。LPOR だけをもつダイズな
どの被子植物は、暗いところで
クロロフィルを作ることができ
ませんが、マツなどの裸子植物
の芽生えは DPOR を合わせも
ち、暗いところでもクロロフィ
ルを作り緑化できます。LPOR
が比較的よく研究されてきたの
に対し、DPOR は長い間謎の
酵素でした。90年代、私たちは
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図１　�クロロフィルとプロトクロロフィリド還元反応およびプロトクロロフィリド還
元酵素 NB-タンパク質の立体構造

　　　�クロロフィルa は、グルタミン酸から始まる15段階の一連の酵素反応で作られ
ます。DPOR は、プロトクロロフィリドの C17=C18二重結合（黄色で影付）を
還元しクロロフィリドa に変換します。DPOR の触媒コンポーネント NB-タン
パク質（中央下）は互いに類似性をもつ２つのタンパク質 BchN と BchB が２
組（もう一組は BchN’ と BchB’）集まったヘテロ４量体構造をしています。内
部に NB-クラスター（オレンジと黄色のボールモデル）と基質であるプロトク
ロロフィリド（ピンク）が見えています。この酵素のはたらきによる色素の吸
収スペクトル変化を中央上に示しました。黄緑の矢印で示した右側の吸収ピー
クの増加は、プロトクロロフィリドが赤い色を吸収する緑の色素クロロフィリ
ド�a�へと徐々に変換されていることを示しています。

知
の
先
端

クロロフィルを緑にする酵素の構造解明

藤田　祐一　大学院生命農学研究科准教授



DPOR の遺伝子を特定しました。不思議なこと
に、遺伝子の情報から、DPOR が窒素固定酵素
ニトロゲナーゼとよく似た酵素らしいと推定され
ました。空気中の窒素分子をアンモニアに変換す
る過程を窒素固定といい、農業的にも地球の窒素
循環においてもたいへん重要な反応です。DPOR
とニトロゲナーゼはどのように似ているのでしょ
うか？　遺伝子は判明しても DPOR がどんな酵
素なのか謎のまま21世紀を迎えました。
　私たちは、大学院生の野亦次郎君を中心に光合
成細菌の DPOR に焦点を絞り生化学的解析を進
めました。DPOR はニトロゲナーゼと同じく酸
素にさらすとすぐに活性が失われてしまうため、
実験操作はすべて酸素を除去した箱（嫌気チャン
バー、図２）の中で行いました。Ｘ線結晶構造
解析では栗栖源嗣教授（大阪大学）と大学院生
村木則文氏の協力を仰ぎ、ついに立体構造が解き
明かされました（2010年５月６日付Nature に掲
載、図１）。DPOR は、想像以上にニトロゲナー
ゼとそっくりでした。類似性は全体の構造だけで
なく、反応に関わる金属クラスターの空間的な位
置関係までもよく一致しました。このことは、窒
素分子の三重結合の開裂（窒素固定）とポルフィ
リン環の二重結合の還元（クロロフィル生合成）
という一見大きく異なる反応の間に共通の構造基
盤が存在することを意味しています。また、新規
な金属クラスター（NB-クラスターと名付けまし
た）が反応に関与していること、酵素に結合した
プロトクロロフィリド分子自身が還元反応のプロ
トン供与に関わるというユニークな反応機構を明
らかにすることができました。反応機構の推定に
は立命館大学の民秋均教授と溝口正准教授の協
力を仰ぎました。

　ポルフィリン環と窒素分子の還元反応に共通の
構造基盤が存在することから、この反応機構を解
明することができれば、多重結合をもつ多様な分
子を還元する新しい酵素を作り出すことが可能か
もしれません。さらに、多くの植物は DPOR と
同じ反応を、光依存型酵素 LPOR で行っている
ことから、光を使って窒素固定反応を行うような
まったく新しい光依存型ニトロゲナーゼを作り出
すことも可能ではないかと考えられます。このよ
うなことが可能になれば、窒素肥料に依存しない
作物の作出にもとづく食糧増産へと発展していく
ことが期待されます。
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図２　嫌気チャンバーと NB-タンパク質の結晶　
　　　�DPOR の精製、活性測定はこの嫌気チャンバー内で行いま

す。チャンバー内部は若干量の水素を含む窒素で充填さ
れ、酸素は１�ppm 以下に保たれています。操作している
のは、野亦次郎君（当時大学院生）。左下の挿図は、Ｘ線
結晶構造解析に使われた NB-タンパク質の結晶です。

1991年大阪大学大学院理学研究科修了（理学博士）、1992年大阪大
学蛋白質研究所助手、1998年－1999年インディアナ大学客員研究
員、2002年より名古屋大学大学院生命農学研究科助教授（2007年
より准教授）、2008年より JST さきがけ研究者（兼任）。生命の黎
明期の酵素の進化を分子生物学、生化学、構造生物学的視点から解
明しようとしています。
大学生の頃、漫画家を目指していました。漫画から縁遠くなりまし
たが、論文を書くことは漫画を描くこととよく似ていると感じてい
ます。

ふじた　ゆういち



　「脳血管疾患」とは脳の血管がつまったり（脳
梗塞）、破れたりして（脳出血）起こるもので、

「悪性新生物」や「心疾患」についで三番目に多
く、現在の日本人の三大死因の一つに数えられま
す。脳梗塞の場合では発症後出来るだけ早く診断
し、治療を開始することで、脳組織の損傷を減
らし、傷害の程度を食い止めることが出来ます。
発症初期である急性期脳梗塞の診断には、MRI

（Magnetic Resonance Imaging ：核磁気共鳴）検
査が非常に有用で、その中でも DWI（diffusion 
weighted image：拡散強調画像）撮像法が早期
の診断に最も有意義かつ必要な方法とされていま
す。この撮像方法は脳細胞の毒性浮腫による水拡
散能が低下することを利用し、梗塞巣を早期に描
出することができます。しかし、発症直後から
しばらくの間は水拡散能の顕著な低下は認めら
れず、画像として描出されにくいと言われてい
ます。一方、FLAIR（fluid-attenuated inversion 
recovery image）法と言われる撮像方法では血液
速度が低下した血管を直接描出することができ、
DWI 撮像法よりも早い段階で検出が可能です。
梗塞巣を判定することは出来ませんが、その領域
を支配する血管の状態を把握することができるの
です。そこで、私は描出された血管の信号強度か
ら血管内血液の流速（血流）を解析し、その結果
が早期治療に役立てないかと思い研究を進めてい
ます。現段階では脳血管を模擬したファントムを
作成し、拍動血流ポンプを用いて実験を進めてい

ますが、血流速の違いによる信号強度の変化が認
められています（図１）。今後はさらなるデータ
検討を行い有益な情報を提供できるようにしてい
きたいと考えています。
　今までなかった画像情報を新たに示すことは、
診断率向上に貢献し、患者の利益につながること
だと信じています。我々が行っている医療分野の
研究は急速に進歩しており、なおかつ他の関連
領域の知識も必要とされています。固定概念にと
らわれず柔軟な発想と信念を持って努力を重ねて
いきたいと思います。また、今年の４月から大幸
キャンパスに「統合的脳機能研究施設（仮）」が
スタートしました。最新機器も導入されましたの
で、新たな研究活動にも着手していきたいと考え
ています（図２）。
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図１　�脳血管模擬ファントムでの実験結果－血管径を2～4mm
まで変化させた時、血流速度に対して信号強度の変化が
認められる

図２　�現在工事中の３テスラ MRI 装置�－ MAGNETOM�Verio －
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　大学院理学研究科、物質科学国際研究センターは、５月
24日（月）、25日（火）の２日間、野依記念物質科学研究館大
講演室において、第９回ミュンスター大学・名古屋大学共
同セミナーを開催しました。日独共同大学院プログラムの
一環として、毎年ドイツと日本で１回ずつ開催される同セ
ミナーも、今年度は昨年度と開催時期を入れ代え、最初に

本学で開催されました。
　今回はミュンスター大学から教員10名と学生３名が来日
し、同セミナーで研究発表やポスター発表を行いました。
本学からも５名の教員と５名の学生が発表に臨み、大学院
理学研究科に着任して間もない、日独プログラムとしては
新メンバーとなる教員がメインとなって発表したり、今年
度にミュンスター大学への派遣が決まっている学生達が研
究発表の場に立つなど、特徴のあるセミナーとなりました。
　セミナーの合間には、ドイツ側の教員と日本側の教員が
ディスカッションを行い、同セミナー開催中は研究の進捗
状況の確認や今後の研究に関する打合せなどが活発に繰り
広げられていました。
　終了後の懇親会では、日本舞踊を鑑賞しながら双方のメ
ンバー同士がリラックスして歓談していました。
　今後は、両大学が協力し合い、国際共同大学院としての
第２ステージを展開していく予定です。

　大学院経済学研究科は、５月28日（金）から31日（月）の
間、中国 上海市において、復旦大学との共催で上海フォー
ラムを開催しました。日本学術振興会アジア研究教育拠点
事業に採択された「東アジアにおけるモノづくりと環境の
マネジメント」プロジェクトにおけるセミナーも兼ねて行
われた同フォーラムには、世界30ヵ国から、研究者、政府

関係者、国際機関の代表など約300名が出席しました。
　同フォーラムでは、沈暁明 上海市副市長のあいさつと、
唐家旋 元中国外交部長（外務大臣）、R. マキンノン スタ
ンフォード大学教授らによる基調講演が行われました。ま
た、本学から出席した藤井理事による「低炭素社会に向か
う名古屋大学の取り込み」と題した講演が行われました。
　29日（土）、30日（日）の２日間は、上海フォーラムのサブ
フォーラムが同時開催され、薛進軍経済学研究科教授の司
会のもと、「新エネルギーと低炭素経済：アジア経済転換
の新たなエンジン」をテーマに、茅　陽一東京大学名誉教
授、林 良嗣環境学研究科教授、井村秀文環境学研究科特
任教授等、同事業の研究メンバーや各国の研究者ら30名が
講演を行いました。
　６月２日（水）には、西安市の陝西師範大学において国際
セミナー「低炭素の西部開発」が開催され、本学からは、
山本進一生命農学研究科教授、高桑宗右ヱ門経済学研究科
教授らが研究報告を行い、中国政府による新しい西部開発
計画に「低炭素西部」の発展理念を提案しました。
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第９回ミュンスター大学・名古屋大学共同セミナーを開催
●大学院理学研究科、物質科学国際研究センター

上海フォーラムを開催
●大学院経済学研究科



　大学院国際開発研究科は、５月11日（火）、同研究科オー
ディトリアムにおいて、国際セミナー「アジアの開発にお
ける学術研究の役割」を開催しました。同セミナーは、日
本学術振興会（JSPS）平成21年度「若手研究者交流支援
事業｣ として採択された「開発のためのアジア学術ネット
ワーク（ANDA）を通じた国際開発研究の推進と若手研

究者能力強化」事業の一環として、招へい若手研究者や学
内外の研究者を対象に、アジアの重要課題に関する研究動
向の紹介と、今後の社会経済発展に向けた学術研究の役割
の再検討を目的に開催され、当日は80名が参加しました。
　セミナーでは、濵口総長、山口英幸 JSPS 学術システム
研究センター企画官によるあいさつの後、岡田亜弥国際開
発研究科教授より同事業の概要説明が行われました。続い
て、４名の同研究科教員とアセル・ハヴィエ フィリピン
大学准教授が、ANDA 参加大学が取り組む国際共同研究
を紹介しました。その後、市橋克哉法学研究科教授及び
野口晃弘経済学研究科教授が、両研究科のアジアに関する
最新研究、プロジェクト動向を報告しました。
　さらに午後には、大岩隆明国際協力機構研究所上席研究
員、パー・ストロンバーグ国連大学高等研究所研究フェ
ロー、王名 清華大学教授、米澤彰好東北大学准教授が講
演しました。
　いずれも、急速に変化するアジアで今後推進すべき研究
について有益な示唆に富み、多くの参加者から熱心な質問
や意見が寄せられ、有意義な研究交流の機会となりました。

　医学部附属病院は、６月４日（金）付けで、財団法人日本
医療機能評価機構から、「病院機能評価 ver.6.0」の認定を
受けました。
　病院機能評価は、一定の基準に基づき、第三者の立場か
ら、（財）日本医療機能評価機構が、病院の機能 ･ 医療の質
について評価を行う制度です。この制度は、病院が提供す
るあらゆるサービスの質の向上を図ることを目的としてお
り、患者さんが安心して、質の高い医療を受けるために、
病院の現状や将来へ向けた機能を評価するものです。

　同院では、平成21年度中の病院機能評価受審に向けて、
多職種からなるタスクフォースを中心とした新たな体制を
作りました。職員一人ひとりが意識を高め、職種間のコ
ミュニケーションを活発にとりながら、全職員が一丸と
なって、病院機能及び医療の質に関する改善に取り組み、
今年１月に本審査を受けた結果、今回の認定となりました。
　今後も、患者さんから選ばれる質の高い医療を提供でき
る病院を目指すべく、病院機能及び医療の質に関する改善
を継続的に取り組んでいきます。
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あいさつする山口企画官

認定証 掲載場所

平成22年６月４日付けで「病院機能評価 ver.6.0」の認定を受けました
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国際セミナー「アジアの開発における学術研究の役割」を開催
●大学院国際開発研究科

医学部附属病院が「病院機能評価 ver.6.0」の認定を受ける
●医学部附属病院



　博物館は、６月５日（土）、６日（日）の２日間、第１回地
球教室「河原の石で包丁を作ろう」を開催しました。今回
は、小学３年生から中学３年生とその保護者の合計34名が
参加しました。
　初日は、名古屋市科学館に集合して、岩石の違いについ
ての基本的な知識を学んだ後、バスで岐阜県各務原市鵜沼

の木曽川の河原に移動し、砂岩や泥岩、チャート、花崗岩
類、流紋岩、安山岩、玄武岩など、河原にある様々な形や
大きさの石の中から、各々最も包丁作りに適した石を探し
ました。
　２日目は、前日に拾った石を鉄板と研磨剤を使って削
り、“磨製石器”タイプの包丁を作りました。保護者のほ
うが包丁作りに熱中する姿も見られ、１時間ほどで何とか
全員が包丁を作り終えました。
　その後、作成した包丁の切れ味を試すため、チキンカ
レーラーメンを作りました。作った包丁で肉が切れた瞬間
に、歓声をあげる参加者が多く見られました。
　最後に、調理したチキンカレーラーメンを食べ、片付け
をし、無事に終了しました。

　エコトピア科学研究所は、６月15日（火）、豊田章一郎名
古屋大学全学同窓会会長の訪問を受けました。今回の訪問
は、今年３月末に同研究所超高圧電子顕微鏡施設に新たに
設置された反応科学超高圧電子顕微鏡の視察を目的とした
もので、以前からこの装置に深い関心のあった豊田会長か
らの強い要望により実現しました。

　反応科学超高圧電子顕微鏡は、平成18年度に北海道大、
大阪大、九州大、自然科学研究機構生理学研究所と本学の
５機関により設立した「超高圧電子顕微鏡連携ステーショ
ン」構想の一環として、世界トップレベルの装置を全国に
配置し、共同利用装置としてユーザーに開放することを目
的として設置されたものです。
　視察では、まず、超高圧電子顕微鏡施設長である田中信
夫エコトピア科学研究所教授から施設の概要について説明
があった後、汎用顕微鏡、試料準備室及び超高圧電子顕微
鏡を見学しました。引き続き、装置の全容及び耐震・磁場
対策など建屋の特徴についての説明があった後、実際に顕
微鏡を見て、その構造についての解説がありました。
　その後、行われた懇談では、豊田会長から、同装置を活
用し、同研究所及び大学院工学研究科を中心として、研究
に取り組むことで生まれる最先端の研究成果を新たな産業
の創出に繋げていくことに対する期待の言葉がありました。
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第１回地球教室「河原の石で包丁を作ろう！」を開催
●博物館

豊田全学同窓会会長が超高圧電子顕微鏡施設を視察
●エコトピア科学研究所



　附属図書館及び同館研究開発室は、５月17日（月）から６
月11日（金）まで、2010年春季特別展「尾張の古都　清洲と
濃尾地域－名古屋開府400年記念－」を開催しました。
　同館では、これまで木曽三川流域、さらには濃尾地域全
般にわたる歴史情報資源の収集と検討に取り組み、同地域
の歴史像及び社会像の解明を進めてきました。その一環と
して収集・整理した同館所蔵「竹田家文書」を中心に、今
年は名古屋開府・清洲越400年の節目でもあることから、
清洲の江戸時代の歴史を総合的に振り返る特別展を企画し
ました。
　竹田家文書は清洲の武田新蔵家（明治２年に竹田と改姓）
に伝来した資料群で、今回が初公開となります。同家は、
清洲総年寄や第三大区長を勤めるなど近世後期から近代に
かけて清洲宿村政の中心的な役割を担い、また多くの文化
人を輩出したことでも著名な家です。その同家の活動を柱
に、特別展では、清洲と治水、清洲花火、清洲宿、尾張藩
の藩札と清洲、幕末の帯刀人と非常守、清洲城跡の保存を
テーマに、清洲越の後も清洲の人々が力強く地域の生活と
歴史を築いてきた様子を紹介しました。

　５月29日（土）には、同館多目的室において、羽賀文学研
究科長による「近代史跡公園の成立－織田信長信仰と清洲
公園－」と題した講演と、石川　寛附属図書館研究開発室
研究員による展示解説が行われ、157名の参加を得ました。
羽賀研究科長は、今回新たに発見された展示資料を紹介し
ながら、清洲城跡の変遷及び地元清洲の人々による保護活
動と信長神格化の展開、そして史跡公園としての清洲公園
誕生の経緯を明快に説明しました。
　特別展には、学生、教職員、一般の方など、合わせて
644名の来場があり、講演会とともに盛況のうちに終了し
ました。中でも清須市からは、市長をはじめ多くの方々が
訪問し、地域の歴史や資料に対する強い関心に応える特別
展となりました。
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附属図書館が2010年春季特別展を開催
●附属図書館



　博物館は、４月17日（土）と５月12日（水）の両日、野外観
察園において、春の見学会を開催しました。
　同園は、東山キャンパスの南西にある約4000㎡の緑地
で、全学の研究や教育用の材料植物を栽培するほか、草木
の生態を観察できる生きた展示場となっています。今回の
見学会は、「花」をテーマにし、２日間合わせて98名の参

加がありました。
　まず、参加者は、同園についての概要を聞いた後、４月
は、「前からある花・よそから来た花－在来植物と帰化植
物」と題した、在来タンポポとセイヨウタンポポの関係な
どについての講義を、５月は、「花のしくみ・花のはたらき」
と題した講義を受け、それぞれのテーマに沿った植物を実
際に分解するなどして観察しました。参加者は、春を彩る
花の間で、様々な相互作用が起こっている可能性や、虫や
風に花粉を運ばせる構造などを、実際に手で触れ、匂いを
かぎながら学んでいました。
　見学の後は博物館で、同園にある植物のミクロの姿を走
査型電子顕微鏡で観察しました。参加者は、花を電子顕微
鏡で観察すると肉眼では見えない細部の精巧さが現れるこ
とに、感銘を受けた様子でした。
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博物館野外観察園春の見学会を開催
●博物館



教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.� 2.20 有機合成化学協会　�
第22回帝人ファーマ研究企画賞

大学院理学研究科助教 山口潤一郎

H21.10.31 泉萩会（東北大学理学部物理系同窓会）�
第５回森田記念賞

太陽地球環境研究所助教 三好　由純

H21.11.13 日本宇宙航空環境医学会　第５回学会功労賞 エコトピア科学研究所教授 古賀　一男
H22.� 2.19 有機合成化学協会　�

2009年度 DIC・機能性材料賞
大学院理学研究科教授 山口　茂弘

H22.� 3.� 1 第６回（平成21年度）日本学術振興会　振興
会賞（生物系）

大学院理学研究科教授 東山　哲也

H22.� 3.� 1 第６回（平成21年度）日本学術振興会　振興
会賞（人文系）

大学院情報科学研究科�
准教授

川合　伸幸

H22.� 3.� 9 宇宙科学振興会　第２回宇宙科学奨励賞 太陽地球環境研究所研究員 宮下　幸長
H22.� 3.10 �The�5th�International�Symposium�on�Material�

Cycling�Engineering�
Best�Presentation�Award�

大学院工学研究科助教 片桐　誠之 入谷英司�（大学院工学研究科教授）他１名
と連名

H22.� 3.17 電子情報通信学会　第72回学術奨励賞 大学院情報科学研究科助教 出口　大輔
H22.� 3.18 日本生態学会　�

Ecological�Research�Award�2010　論文賞
大学院生命農学研究科教授 山本　進一

H22.� 3.21 園芸学会　平成22年度奨励賞 大学院生命農学研究科助教 山田　邦夫
H22.� 3.24 触媒学会　奨励賞 大学院工学研究科助教 清水　研一
H22.� 3.26 第27回（平成21年度）永井科学技術財団賞　

学術賞
大学院工学研究科准教授 二井　　晋

H22.� 3.26 第27回（平成21年度）永井科学技術財団賞　
奨励賞

大学院経済学研究科准教授 宮崎　正也

H22.� 3.27 日本化学会　第62回（平成21年度）日本化学
会賞

大学院理学研究科教授 篠原　久典

H22.� 3.30 日本機械学会　平成21年度船井特別賞 大学院工学研究科教授 佐藤　一雄
H22.� 3.31 資源・素材学会　奨励賞 大学院工学研究科講師 棚橋　　満
H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�

（科学技術賞研究部門）
大学院工学研究科教授 中野　正樹

H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�
（科学技術賞研究部門）

大学院工学研究科教授 野田　利弘

H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�
（科学技術賞研究部門）

大学院工学研究科助教 中井健太郎

H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�
（科学技術賞研究部門）

大学院環境学研究科教授 大森　博司

H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�
（科学技術賞研究部門）

大学院情報科学研究科教授 小澤　正直

H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�
（科学技術賞研究部門）

名誉教授 後藤　俊夫

H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�
（科学技術賞研究部門）

大学院工学研究科教授 堀　　　勝

H22.� 4.13 平成22年度文部科学大臣表彰�
（若手科学者賞）

年代測定総合研究センター�
助教

小田　寛貴

H22.� 4.14 応用物理学会�
第８回（2009年度）APEX/JJAP 編集貢献賞

エコトピア科学研究所�
准教授

坂本　　渉

H22.� 4.14 応用物理学会�
第８回（2009年度）APEX/JJAP 編集貢献賞

大学院工学研究科教授 生田　博志　

H22.� 4.23 日本機械学会　2009年度論文賞 大学院情報科学研究科教授 大岡　昌博 近藤慎吾（平成20年度本学修了生）と�
連名

H22.� 4.23 日本機械学会　2009年度学会賞 大学院工学研究科教授 梅原　徳次 野老山貴行（大学院工学研究科助教）�
他３名と連名

H22.� 4.23 日本機械学会　2009年度奨励賞 大学院工学研究科講師 森田　康之
H22.� 4.28 日本病理学会　第11回学術奨励賞 高等研究院特任講師 榎本　　篤
H22.� 4.29 瑞宝重光章 名誉教授 小川　英次 詳細は本誌205号 p.５参照
H22.� 4.29 瑞宝中綬章 名誉教授 大塚　昭夫 詳細は本誌205号 p.５参照
H22.� 4.29 瑞宝中綬章 名誉教授 可児島俊雄 詳細は本誌205号 p.５参照
H22.� 4.30 正四位 名誉教授 山崎　一雄
H22.� 5.� 3 第63回中日文化賞 大学院医学系研究科教授 高橋　雅英

18 名大トピックス◦ No.206

受賞者一覧



受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H22.� 5.� 6 IEEE�Robotics�and�Automation�Technical�Field�
Award�2010

大学院工学研究科教授 福田　敏男

H22.� 5.� 9 第22回日本アレルギー学会春季臨床大会�
ポスター大賞

大学院医学系研究科准教授 杉浦　一充 室　慶直（大学院医学系研究科准教授）、
富田　靖（名誉教授）と連名

H22.� 5.13 第13回環境報告書賞・サステナビリティ報告書賞�
環境報告書賞　公共部門賞

理事・副総長 藤井　良一

H22.� 5.14 ナノ学会　第８回大会産業タイムズ社賞 大学院理学研究科助教 吉川　浩史 阿波賀邦夫（物質科学国際研究センター�
教授）、王　恒（大学院理学研究科 D2）、�
濱中　俊（大学院理学研究科 M2）他１名
と連名

H22.� 5.18 日本トライボロジー学会　2009年度奨励賞 大学院工学研究科助教 野老山貴行
H22.� 5.19 日本細胞生物学会　2010年大会�

若手優秀発表賞
大学院理学研究科�
博士研究員

杉　　拓磨

H22.� 5.20 平成22年度廃棄物資源循環学会　功績賞 エコトピア科学研究所�
特任教授

伊藤　秀章

H22.� 5.20 平成21年度電子情報通信学会�
モバイルマルチメディア通信研究専門委員会�
若手研究奨励賞

エコトピア科学研究所助教 小林健太郎

H22.� 5.20 第60回自動車技術会賞　論文賞 大学院工学研究科教授 鈴木　達也 稲垣伸吉（大学院工学研究科講師）他３名
と連名

H22.� 5.25 日本顕微鏡学会　平成22年度第55回学会賞�
（瀬藤賞）

エコトピア科学研究所教授 楠　美智子

H22.� 5.25 日本顕微鏡学会　平成22年度第55回学会賞�
（瀬藤賞）

大学院工学研究科教授 武藤　俊介

H22.� 5.26 セメント協会　第37回（2009年度）論文賞 大学院環境学研究科准教授 丸山　一平 寺本篤史（大学院環境学研究科 D2）と�
連名

H22.� 5.27 高分子学会　平成21年度�Polymer�Journal�
論文賞－日本ゼオン賞�

大学院生命農学研究科�
准教授

松見　紀佳

H22.� 5.27 地盤工学会　平成21年度論文賞 大学院工学研究科教授 野田　利弘 中野正樹（大学院工学研究科教授）他１名
と連名

H22.� 5.28 交通工学研究会　第24回論文賞 エコトピア科学研究所�
准教授

三輪　富生 山本俊行（大学院工学研究科准教授）、�
森川高行（大学院環境学研究科教授）他�
２名と連名

H22.� 5.28 第45回東海化学工業会賞 大学院工学研究科講師 佐藤浩太郎
H22.� 5.28 日本塑性加工学会　新進賞 大学院工学研究科助教 久米　裕二
H22.� 5.28 日本塑性加工学会　フェロー 大学院工学研究科教授 金武　直幸
H22.� 5.28 第45回東海化学工業会賞 大学院工学研究科助教 清水　研一
H22.� 6.� 1 従四位 名誉教授 林　　勲男
H22.� 6.� 4 日本セラミックス協会　第64回進歩賞 大学院工学研究科助教 片桐　清文
H22.� 6.� 5 ASCE�Geotechnical�Special�Publication�No.�201�

Best�Paper�Award�
大学院工学研究科教授 野田　利弘 中井健太郎（大学院工学研究科助教）他�

１名と連名
H22.� 6.� 6 環境大臣賞　地域環境保全功労賞 博物館特任教授 足立　　守
H22.� 6.� 7 平成22年度環境保全功労者等環境大臣表彰�

地域環境保全功労者
名誉教授 梅村　武夫

H22.� 6.� 7 平成22年度環境保全功労者等環境大臣表彰�
地域環境保全功労者

博物館特任教授 足立　　守

H22.� 6.� 9 Best�paper�in�the�category�of�Scientific�Value�at�
Sixth�International�Conference�Concrete�under�
Severe�Conditions

大学院環境学研究科准教授 丸山　一平

H22.� 6.10 日本ソフトウェア科学会　�
第26回大会高橋奨励賞

大学院多元数理科学研究科
准教授

ジャック　�
ガリグ

H22.� 6.10 臨床薬理研究振興財団　第３回研究大賞 環境医学研究所助教 竹内　英之
H22.� 6.11 第８回核融合エネルギー連合講演会　若手優秀

発表賞
大学院工学研究科助教 大石　鉄太郎
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事務職員・技術職員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.11.13 Advanced�Technology�and�Applications�2009��
International�Green�Energy�Conference��
Excellent�Research�Presentation�Award

エコトピア科学研究所技術
補佐員（研究支援推進員）

布目　陽子 大学院工学研究科 D1

H22.� 4.29 瑞宝双光章 元附属病院医療技術部長 森下　芳孝 詳細は本誌205号 p.５参照
H22.� 4.29 瑞宝単光章 元医学部・医学系研究科�

調達課機械保守工
石橋　幸康 詳細は本誌205号 p.５参照

H22.� 5.12 照明学会東海支部�
平成21年度優秀照明施設東海支部長奨励賞

施設管理部長 奥村　滋夫

H22.� 5.16 医学生物学電子顕微鏡技術学会　功績賞 博物館技術補佐員 野崎ますみ
H22.� 5.25 日本顕微鏡学会　技術功労賞　装置・理論分野 全学技術センター　�

技術専門員
荒井　重勇

H22.� 6.� 8 平成22年度日本看護協会長表彰 医学部附属病院看護部長 三浦　昌子

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20.11.29 Rakuten�R&D�Symposium�2008　�
Best�Poster�Award

大学院情報科学研究科 D2 杉木　健二

H21.� 5.11 情報処理学会東海支部　学生論文奨励賞 大学院情報科学研究科 D3 杉木　健二
H21.� 8.10 言語処理学会　第15回年次大会若手奨励賞 大学院情報科学研究科 D1 小澤　俊介
H21.� 9.30 第20回基礎有機化学討論会　ポスター賞 大学院理学研究科 M2 名倉　和彦
H21.� 9.30 第20回基礎有機化学討論会　ポスター賞 大学院理学研究科 M1 丹下　　聡
H21.10.26 The�6th�Korea-Japan�Symposium�on�Carbon�

Nanotubes　The�Best�Poster�Award
大学院理学研究科 D1 趙　　　晨

H21.11.27 第７回情報学ワークショップ（WiNF�2009）　
奨励賞

大学院情報科学研究科 M2 酒井　佑太

H22.� 1.15 日本 MRS　学術シンポジウム奨励賞 大学院工学研究科 M2 三國　浩之
H22.� 1.30 平成21年度帝人21世紀フォーラム　�

帝人敢闘賞
大学院理学研究科 M1 塩澤　一成

H22.� 2.20 日本心理学会　2009年度若手研究者奨励賞 大学院環境学研究科 M1 塚本　早織
H22.� 3.� 3 フラーレン・ナノチューブ学会　�

第１回若手奨励賞
大学院理学研究科 M2 泉　乃里子

H22.� 3.� 3 フラーレン・ナノチューブ学会　�
第１回若手奨励賞

大学院理学研究科 M1 塩澤　一成

H22.� 3.10 情報処理学会　第72回全国大会学生奨励賞 大学院情報科学研究科 M2 安田　知加 長尾　確（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H22.� 3.14 第13回日本異種移植研究会 AWARD 大学院医学系研究科 D4 坂　　洋祐
H22.� 3.15 表面技術協会第121回講演大会�

第16回学術奨励講演賞
大学院工学研究科 M1 野口　陽平 白藤　立（大学院工学研究科特任教授）、

齋藤永宏（エコトピア科学研究所教授）、
高井　治（大学院工学研究科教授）と連名

H22.� 3.16 表面技術協会第121回講演大会�
第16回学術奨励講演賞

大学院工学研究科 M1 鈴木　久雄 サルマンサラ（大学院工学研究科 D3）、�
黒田健介（大学院工学研究科准教授）、�
興戸正純（大学院工学研究科教授）、�
市野良一（エコトピア科学研究所教授）と
連名

H22.� 3.18 平成21年度電気学会全国大会�
優秀論文発表賞Ａ賞

大学院工学研究科 M2 安川　英明

H22.� 3.18 平成21年度電気学会全国大会�
優秀論文発表賞Ａ賞

大学院工学研究科 M2 清水　郁伸

H22.� 3.18 平成21年度電気学会全国大会�
優秀論文発表賞Ａ賞

大学院工学研究科 M2 ディア エルディン�
アブデルサッタ�
アリ マンスール

H22.� 3.18 平成21年度電気学会全国大会�
優秀論文発表賞Ａ賞

大学院工学研究科 M2 奈良　努

H22.� 3.18 平成21年度電気学会全国大会�
優秀論文発表賞Ａ賞

大学院工学研究科 M2 清水　郁伸

H22.� 3.18 平成21年度電気学会全国大会�
優秀論文発表賞Ａ賞

大学院工学研究科 M2 安川　英明

H22.� 3.18 平成21年度電気学会全国大会�
優秀論文発表賞Ａ賞

大学院工学研究科 D3 アリ マンアール�
ディア エルディン�
アブデルサッタ
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H22.� 3.18 電子情報通信学会　2010年総合大会�
優秀ポスター賞

大学院情報科学研究科 M2 李　　福実 平野　靖（情報基盤センター准教授）、�
梶田将司（情報連携統括本部准教授）、�
間瀬健二（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H22.� 3.23 計測自動制御学会　SI2009優秀講演賞 大学院工学研究科 D3 佐藤　訓志 藤本健治（大学院工学研究科准教授）と�
連名

H22.� 3.25 IPSJ 論文船井若手奨励賞 大学院情報科学研究科 D2 高瀬　英希
H22.� 3.25 日本化学会　東海支部長賞 理学部４年 山口　敦史
H22.� 3.25 日本化学会　東海支部長賞 大学院工学研究科 D1 川口　昂彦　
H22.� 3.26 日本原子力学会　第３回フェロー賞 大学院工学研究科 M2 辻　　大樹
H22.� 3.30 電気化学会　第77回大会ポスター賞 大学院工学研究科 M2 笹村　哲也
H22.� 4.� 6 リヨン市青年大使プログラム　最優秀青年大使 大学院国際言語文化研究科

D3
岩下　曜子

H22.� 4.14 日本化学会　第90春季年会学生講演賞 大学院工学研究科 D2 安井　隆雄
H22.� 4.14 日本化学会　第90春季年会学生講演賞 大学院工学研究科 D3 清水　裕太
H22.� 4.14 日本化学会　第90春季年会学生講演賞 大学院工学研究科 D3 三輪　和弘
H22.� 4.14 日本化学会　第90春季年会学生講演賞 大学院工学研究科 D2 上木　佑介
H22.� 4.24 第33回日本血栓止血学会　学術集会�

優秀ポスター賞
大学院医学系研究科 D1� 宮脇　由理 小嶋哲人（医学部保健学科教授）、�

高木　明（医学部保健学科助教）、�
村手　隆（医学部保健学科教授）他８名と
連名

H22.� 4.29 第99回日本病理学総会　�
学生ポスター最優秀賞

医学部４年 伊藤　裕紀

H22.� 5.� 4 ロボカップジャパンオープン2010大阪　�
レスキューシミュレーションリーグ優勝

大学院情報科学研究科 M1 太田　健文 鳥海不二夫（大学院情報科学研究科助教）
と連名

H22.� 5.10 平成21年度土木学会中部支部　�
優秀研究発表賞

大学院工学研究科 M1 後藤　　梓

H22.� 5.14 ナノ学会　第８回大会若手優秀発表賞 大学院理学研究科 M1 河﨑　直也 阿波賀邦夫（物質科学国際研究センター教授）、
吉川浩史（大学院理学研究科助教）、�
王　　恒（大学院理学研究科 D2）、�
濱中　俊（大学院理学研究科 M2）他１名
と連名

H22.� 5.15 日本結晶成長学会ナノ構造・エピタキシャル�
成長分科会　2010年度発表奨励賞

大学院工学研究科 D2 谷川　智之

H22.� 5.17 平成21年度情報処理学会東海支部　学生論文
奨励賞

大学院情報科学研究科 M2 吉岡　昇平 平野　靖（情報基盤センター准教授）、�
梶田将司（情報連携統括本部准教授）、�
間瀬健二（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H22.� 5.17 平成21年度情報処理学会東海支部　学生論文
奨励賞

大学院情報科学研究科 D3 范　　　薇 渡邉豊英（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H22.� 5.18 IEEE�VTS�Japan�
2010�Young�Researcher's�Encouragement�
Award

大学院工学研究科 M2 名倉　　徹

H22.� 5.22 軽金属学会　優秀ポスター発表賞 大学院工学研究科 M1 鈴木　久雄 サルマンサラ（大学院工学研究科 D3）、�
黒田健介（大学院工学研究科准教授）、�
興戸正純（大学院工学研究科教授）、�
市野良一（エコトピア科学研究所教授）と
連名

H22.� 5.25 日本顕微鏡学会　第66回学術講演会�
優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M1 小嶌　悠嗣 武藤俊介（大学院工学研究科教授）、�
巽　一厳（大学院工学研究科講師）と連名

H22.� 5.25 日本顕微鏡学会　第66回学術講演会�
優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M1 平嶋　涼子

H22.� 5.26 電気学会　学術振興賞論文賞 大学院工学研究科 D2 廣瀬　圭一 松村年郎（大学院工学研究科教授）と連名
H22.� 5.30 ISMM�2010　CHEMINAS　Poster�Award 大学院工学研究科 D2 安井　隆雄
H22.� 6.� 8 電子情報通信学会東海支部�

平成21年度学生研究奨励賞
大学院情報科学研究科 D1 村田　匡輝

H22.� 6.� 8 電子情報通信学会東海支部�
平成21年度学生研究奨励賞

大学院工学研究科 D1 沖川　侑揮

H22.� 6.� 8 電子情報通信学会東海支部�
平成21年度学生研究奨励賞

大学院工学研究科 D1 谷川　智之

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時
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記事 月日 新聞等名

1 陸上 東海学生対校選手権：鈴木亜由子さん本学学生（5000メートル１位／大会新記録） � 5.16（日） 中日（朝刊）

2 福田敏男工学研究科教授が米国電気電子学会の2010年度「ロボット・自動化技術分野賞」を受賞 � 5.17（月） 日刊工業

3 現代日本誤百科（249）：「忘れ物が多く発生」しております 町田 健文学研究科教授 � 5.17（月） 中日（朝刊）

4 東海学生選抜選手権大会 アーチェリー：女子団体１位 男子団体２位 � 5.17（月） 読売
朝日（朝刊）

5 現代日本誤百科（250）：「炒め上がった」野菜 町田 健文学研究科教授 � 5.18（火） 中日（朝刊）

6 日本数学コンクールフォローアップセミナー「数理ウェーブ」開催：22日 � 5.18（火） 中日（朝刊）

7 堀田 力の「幸福論」パネルディスカッション「よりよい高齢社会実現のために」開催：22日 平川仁尚医学部附属
病院特任助教がパネリストとして参加

� 5.18（火） 朝日（朝刊）

8 ９日に開催された安川寿之輔本学名誉教授の講演会「『韓国併合・大逆事件』100年 なぜ今、『坂の上の雲』なのか 
『暗い昭和』につながる『明るくない明治』」の内容が紹介される

� 5.18（火） 中日（朝刊）

9 現代日本誤百科（251）：戦いを「優位に」進める 町田 健文学研究科教授 � 5.19（水） 中日（朝刊）

10 本学医学部などへの献体者260人の顕彰式が行われる � 5.19（水）
� 5.21（金）

読売
中日（朝刊）

11 第13回国際福祉健康産業展ウェルフェア2010 講演会「リアルタイム初期救急受入検索システム」開催：21日 杉浦
伸一医学系研究科医療システム管理学寄附講座准教授が講演

� 5.20（木） 中日（朝刊）

12 現代日本誤百科（252）：「運命の分かれ道」町田 健文学研究科教授 � 5.20（木） 中日（朝刊）

13 「生物多様性と経済・ビジネスに関する国際シンポジウム」での林 希一郎エコトピア科学研究所教授の講演内容が
紹介される

� 5.21（金） 日経（朝刊）

14 南山大学博物館講座「眼差しの歴史ーもうひとつの写真の見方」開催：６月12日 茂登山清文情報科学研究科准教
授が講演

� 5.21（金） 読売

15 ALS 講演会開催：６月６日 熱田直樹医学部附属病院助教が講演 � 5.21（金） 中日（朝刊）

16 水田 洋本学名誉教授は朝鮮学校無償化を求める支援団体「ネットワーク愛知」の共同代表の一人に選ばれる � 5.21（金） 朝日（朝刊）

17 本学の教員が、筑波大学が始めた産学独連携によるナノエレクトロニクスの博士人材養成プログラムの講義に参加
する

� 5.21（金） 日刊工業

18 21日に地下鉄栄駅の一角が「サカエ・駅ナカ・学生ひろば」として学生に無料開放され、本学放送文化研究会など
の学生が「サカエ・駅ナカ・学生情報局」と銘打ちディスクジョッキースタイルでイベントを進行する

� 5.22（土） 中日（朝刊）

19 名古屋リウマチネットワーク第７回市民公開講座開催：６月13日 石黒直樹医学系研究科教授、太田 進医学部保健
学科助教が講演

� 5.22（土） 中日（朝刊）

20 ２月より本学などから准教授が赴き、仮校舎で授業を始めていたエジプト日本科学技術大学が６月３日に開校する  � 5.22（土） 日経（夕刊）

21 本学で開かれている朝日新聞寄附講座「現代環境学 ジャーナリズムから学ぶ」を200人を超える学生が履修し、熱
心に学ぶ様子が紹介される

� 5.23（日） 朝日（朝刊）

22 現代日本誤百科（253）：「距離感が分からない」町田 健文学研究科教授 � 5.24（月） 中日（朝刊）

23 中部学生氷上新人フリー フィギュアスケート：河野 元さん本学学生（選手権ジュニア男子１位）平手 聡さん本
学学生（Ａクラス男子１位）山本智美さん本学学生（Ｂクラス女子１位）大田遥奈さん本学学生（Ｃクラス女子１
位）原田 慧さん本学学生（Ｄクラス男子１位）

� 5.24（月） 中日（朝刊）

24 愛知県フィールドアーチェリー：斉藤 航さん本学学生（リカーブ男子１位） � 5.24（月） 中日（朝刊）

25 ハンドボール 東海学生リーグ入れ替え戦：本学は愛知学院大学に26-25で勝利する � 5.24（月） 中日（朝刊）

26 芦苅基行生物機能開発利用研究センター教授の研究グループがイネ収量増加遺伝子を発見 � 5.24（月）

� 5.25（火）

中日（朝刊）
他３社
日経（朝刊）

27 本学に、化学反応が起こる様子をリアルタイムで観察することができる大型電子顕微鏡が完成する � 5.25（火） 中日（朝刊）

28 飯島澄男本学特別招へい教授と韓国サムスングループなど 炭素素材を用いて薄く、折り曲げることの出来る大型
ディスプレー材料を開発

� 5.25（火） 日経（朝刊）

29 高井 治工学研究科教授らの研究成果「自己組織化単分子膜による超撥水効果」を応用し、愛知県産業技術研究所尾
張繊維技術センターが水をはじく織物を開発する

� 5.25（火） 読売
他３社

30 植村和正医学系研究科教授は、厚生労働省が2009年度から設けた都道府県別研修医の募集定員の限度枠に関して、
「愛知県は人口当たりの医師数が36位と少ない。こうした事情を配慮しない決め方は受け入れられない」と話す

� 5.25（火） 中日（朝刊）

31 第112回博物館特別講演会「北方の原風景ー根室の自然と野生動物」開催：29日 佐藤紳司理学研究科助教が講演 � 5.25（火） 中日（朝刊）

32 市民講座「ミルクですこやかな毎日を」開催：６月13日 松田 幹生命農学研究科教授が講演 � 5.25（火） 中日（朝刊）

33 天田金属加工機械技術振興財団 研究成果発表会開催：28日 石川孝司工学研究科教授が研究成果を発表 � 5.25（火） 日刊工業

34 「科学・技術フェスタ�in�京都」開催：６月５日 益川敏英本学特別教授が講演 � 5.25（火） 日刊工業
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35 岡本美紀さん本学学生は中日新聞「學生之新聞」で「女性も熱狂 ゲーム『戦国 BASARA』」特集の取材学生スタッ
フを務める

� 5.25（火） 中日（朝刊）

36 松見紀佳生命農学研究科准教授らの研究グループ ウコンに含まれる天然色素クルクミンを使用し効率的に発電で
きる太陽電池の開発に成功

� 5.26（水） 中日（朝刊）

37 附属図書館2010年春季特別展「尾張の古都 清洲と濃尾地域 －名古屋開府400年記念－」開催：５月17日～６月11
日、附属図書館2010年春季特別展講演会「近代史跡公園の成立 - 織田信長神話と清洲公園」開催：29日 羽賀祥二
文学研究科教授が講演

� 5.26（水） 中日（朝刊）

38 現代日本誤百科（254）：「手塩にかけた家」町田 健文学研究科教授 � 5.26（水） 中日（朝刊）

39 坪木和久地球水循環研究センター准教授は竜巻について「現行の探知方法を考え直す必要があるかもしれない」と
話す

� 5.26（水） 日刊工業

40 講演会「知っていますか ?『B 型肝炎』について」開催：６月27日 片野義明医学部附属病院講師が講演 � 5.26（水） 中日（朝刊）

41 林 良嗣環境学研究科教授は「コンパクトシティー」を目指すための戦略を解説する � 5.27（木） 日経（朝刊）

42 現代日本誤百科（255）：「いいモチベーション」になる 町田 健文学研究科教授 � 5.27（木） 中日（朝刊）

43 辻本哲郎工学研究科教授らが中心となる「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発プロジェクト」研究グルー
プが松阪市周辺で水路や田の中の生きものを子どもたちに学んでもらう現地見学会を開く

� 5.27（木） 中日（朝刊）

44 門脇辰彦生命農学研究科准教授はハチが抱えるストレスを遺伝子レベルで調べ、ビニールハウスに入れた後のハチ
が強いストレスにさらされていることを解明し、「ハチ自身はストレスと感じていないだろうが、体は高ストレス状
態にある。働きづめのサラリーマンのよう。群れを長持ちさせるために、ストレスを減らすことが必要」と訴える

� 5.28（金） 中日（朝刊）

45 第14回博物館特別展「熱帯林 多様性のゆりかご」開催：７月23日～10月23日 � 5.28（金） 読売

46 宗宮弘明本学名誉教授が会長を務める「平針の里山保全協議会」は環境省に国レベルでの保全を要請する � 5.28（金） 中日（朝刊）

47 この人：平野眞一元総長が上海交通大学から外国人として初めて名誉博士号を授与される � 5.29（土） 中日（朝刊）

48 博物館友の会のつどい特別講演会「縄文時代の貯蔵穴群－豊田市寺部遺跡の発掘から」開催：６月５日 � 5.29（土） 朝日（朝刊）

49 アースポリシー研究所・トヨタ自動車・名古屋大学鼎談「環境と経済の両立」開催：29日 濵口総長が登壇 � 5.30（日） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

50 ６月３日より名大祭が開催される � 5.30（日） 中日（朝刊）

51 29日に開催された益川敏英本学特別教授と茂木健一郎氏の対談の様子が紹介される � 5.30（日） 朝日（朝刊）

52 本学と畜産草地研究所が昨年行った疫学調査で健康なミツバチから１匹当たり平均３～４種類のダニ媒介ウイルス
が見つかる

� 5.30（日） 中日（朝刊）

53 朝日カルチャーセンター新講座：「ヨーロッパ中世世界とは何か」佐藤彰一本学名誉教授「愛と憎しみの哲学」宮原 勇
文学研究科教授「特殊相対性理論の世界」杉山 直理学研究科教授

� 5.30（日） 朝日（朝刊）

54 病院の実力：釋 文雄医学部附属病院招へい教員が愛知県の主な心療内科医として挙げられる � 5.30（日） 読売

55 本学など地元４大学の茶道部が名古屋開府400年と桶狭間の戦い450年を記念した観光市民大茶会で市民をお茶で
もてなす

� 5.30（日） 読売

56 現代日本誤百科（256）：優勝に「指がかかる」町田 健文学研究科教授 � 5.31（月） 中日（朝刊）

57 本学と農業生物資源研究所などはヤギを用いた実験で動物の生殖機能を調節する脳内の仕組みを解明する � 5.31（月） 日経（朝刊）

58 今津孝次郎本学名誉教授は教員の養成について資質を向上させる対策を望むと訴える � 5.31（月） 朝日（朝刊）

59 著作：「オリンピック・シティ東京 1940・1964」片木 篤環境学研究科教授 � 5.31（月） 日刊工業

60 「反貧困ネットワークあいち」結成総会開催：30日 和田 肇法学研究科教授が基調講演を行う � 5.31（月） 朝日（朝刊）

61 本学は株式会社パテント・リザルトの調べによる2009年度国内大学・研究機関の特許資産規模ランキングで11位と
なる

� 5.31（月） 日刊工業

62 第63回中日文化賞贈呈式が開かれ、髙橋雅英医学系研究科教授らに正賞・副賞が贈られる � 5.31（月） 中日（夕刊）

63 平成22年度環境保全功労者等環境大臣表彰 地域環境保全功労者：梅村武夫本学名誉教授、足立 守博物館特任教授 � 6.� 1（火） 読売

64 ニュートリノが質量を持つことの最終確認を目指す国際共同実験「OPERA」の研究グループが「ニュートリノ振動」
を初めて直接的に確認する 実験に参加する中村光廣現象解析研究センター准教授は「１例だけでは確実といえず最
低でも４例必要だ。ただ実験は順調に進んでおり、あと１、２年でニュートリノに質量があることを裏付けたい」
と話す

� 6.� 1（火） 中日（朝刊）
日経（朝刊）

65 名大サロンの主役：三輪和久情報科学研究科教授が「ひらめきは準備された心に訪れる－洞察に関する認知科学研
究」と題して講演する

� 6.� 1（火） 中日（朝刊）

66 現代日本誤百科（257）：「当たりそこね」のボール 町田 健文学研究科教授 � 6.� 1（火） 中日（朝刊）

67 布目寛幸総合保健体育科学センター准教授はサッカー日本代表 本田圭佑選手の無回転シュートについて、「ボール
に余計な回転を与えない力学的に理にかなったインパクトだ」と話す

� 6.� 1（火） 朝日（朝刊）

68 医学部附属病院の総合診療医育成リーダーである伴 信太郎医学部附属病院教授は総合診療についてのインタ
ビューに答え、「総合医は医療の醍醐味そのもの」と話す

� 6.� 1（火） 中日（朝刊）

23NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.206

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成22年５月16日～６月15日］



記事 月日 新聞等名

69 山岡耕春環境学研究科教授は東海地震、東南海地震、南海地震について「そろそろ三地震の連動について本格的に
考えてもいい時期だ」と話す

� 6.� 1（火） 中日（朝刊）

70 第63回中日文化賞贈呈式での野依良治本学特別教授、益川敏英同特別教授の来賓挨拶の要旨が紹介される � 6.� 1（火）
� 6.� 8（火）

中日（朝刊）

71 現代日本誤百科（258）：「相手より上回る」町田 健文学研究科教授 � 6.� 2（水） 中日（朝刊）

72 叙位叙勲：従四位 林 勲男本学名誉教授 � 6.� 2（水） 中日（朝刊）
読売

73 本学が科学技術交流財団と共同で開発した均一処理が可能な粉体用プラズマ表面処理装置をアルファ株式会社が発
売する

� 6.� 2（水） 日刊工業

74 新美倫子博物館准教授は縄文時代の「貝塚」について解説する � 6.� 2（水） 朝日（夕刊）

75 ５月28日に本学など７国立大学と慶應義塾大学、早稲田大学の私立２大学の総長らによる「学術研究シンポジウム」
が開催され、登壇した濵口総長は「青色 LED は、基礎研究から現在まで39年かかった」と話し、イノベーションに
は基礎研究が必要であり、実用化までに時間を要することを訴える

� 6.� 2（水）
� 6.� 8（火）

読売

76 本学は京都大学教授 森 重文氏と国立社会保障・人口問題研究所長 塩野谷祐一氏に特別教授の称号を贈ると発表する � 6.� 3（木） 中日（朝刊）

77 名大祭の企画で一般向け公開講演会「オペラでつづるニュートリノの不思議」開催：４日 中村光廣現象解析研究セ
ンター准教授が解説

� 6.� 3（木） 中日（朝刊）

78 現代日本誤百科（259）：「開催まで二ヵ月前」町田 健文学研究科教授 � 6.� 3（木） 中日（朝刊）

79 博物館友の会のつどい特別講演会「縄文時代の貯蔵穴群－豊田市寺部遺跡の発掘から」開催：５日 � 6.� 3（木） 中日（朝刊）

80 九条の会・たじみ５周年企画「音楽と講演のつどい」開催：６日 沢田昭二本学名誉教授が講演 � 6.� 3（木） 赤旗

81 関市でミツバチが突然20万匹死んだ原因調査のため、生命農学研究科に現場写真やハチの死骸が送られる � 6.� 4（金） 中日（朝刊）

82 本学の研究グループは国際研究チーム「OPERA」においてデータの解析などで大きく貢献する � 6.� 4（金） 朝日（朝刊）

83 法学部は在学中に突然死した伊藤康祐さん本学学生の意志を継ぎ「名古屋大学伊藤康祐基金」を設け、本学からウ
ズベキスタンに贈る日本の法律や歴史を紹介する図書の購入費用に充てる 鮎京正訓法学研究科教授は同基金につ
いて「名大で花開きつつあった伊藤君のためにも、責任を持って運営していきたい」と話す

� 6.� 4（金） 読売

84 日本物理学会名古屋支部公開講演会開催：19日 福井康雄理学研究科教授、田中信夫エコトピア科学研究所教授が
講演

� 6.� 5（土） 中日（朝刊）

85 後 房雄法学研究科教授は菅 直人夫妻と食事をしたときの印象を「２人とも政治好きで、議論好き。奥さんは菅さ
んに遠慮せず物を言うが、決して出しゃばらず、常に支えていた」と話す

� 6.� 5（土） 読売

86 口蹄疫をテーマとしたサイエンスカフェ開催：10日 本学教職員・本学大学院生で作る実行委員会が主催 � 6.� 6（日） 中日（朝刊）

87 本学で、産学官が連携し航空機ビジネスの中核となる開発技術者を養成する講座が始まり、 宮田理事は「ボーイン
グ787、MRJ と、中部に集積する航空宇宙産業は活況を呈する見込みで拡大を後押ししたい」と話す

� 6.� 8（火） 中日（朝刊）

88 現代日本誤百科（260）：「大きな一石を投げかける」町田 健文学研究科教授 � 6.� 8（火） 中日（朝刊）

89 益川敏英本学特別教授は、５日に開催された「科学・技術フェスタ in 京都」における特別講演で「すぐに役に立
つような科学だったらそう大して重要なものではない。実際に役に立つようになるには100年かかる。そのことを
社会全体が認識しないと科学は発展しない」と語る

� 6.� 8（火） 日刊工業

90 平野眞一元総長は丹羽宇一郎氏が中国大使に内定したことに喜びと期待を示す � 6.� 8（火） 中日（朝刊）

91 本学が参加する産学共同研究組織 WOW アライアンスは、次世代 LSI の開発に向け台湾工業技術研究院と共同研究
を始め、今後は韓国との連携も視野に入れる

� 6.� 8（火） 日刊工業

92 現代日本誤百科（261）：千円「だけしか」ない 町田 健文学研究科教授 � 6.� 9（水） 中日（朝刊）

93 家森信善経済学研究科教授は、発足した菅内閣について「長期的視点を持って、企業が新分野に挑戦できる仕組み
づくりに舵を切ることができるかが課題だ」と語る

� 6.� 9（水） 読売

94 現代日本誤百科（262）：あの「記憶を思い出させる」町田 健文学研究科教授 � 6.10（木） 中日（朝刊）

95 石原一彰工学研究科教授のグループは、キラルアンモニウムヨウ素酸塩を不斉触媒に用いる酸化的エーテル環化反
応を開発し、光学活性2- アシル -2,3- ジヒドロベンゾフラン類の環境に優しい不斉合成に成功する

� 6.11（金） 中日（朝刊）
他２社

96 林 希一郎エコトピア科学研究所教授は遺伝資源とはどういったものなのかを解説する � 6.11（金） 読売

97 東洋文化振興会例会開催：12日 塩村 耕文学研究科教授が話す � 6.11（金） 中日（朝刊）

98 訃報：塚部啓道本学名誉教授 � 6.12（土） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

99 医学部保健学科と東邦ガスの共同研究で、「ミストサウナ」入浴中に腕降り・足踏み運動をするとウオーキング運動
を上回るエネルギー消費効果があることが分かる

� 6.12（土） 中日（朝刊）

100 佐藤彰一文学研究科特任教授が会長を務める西洋中世学会第２回大会が開かれる：26、27日  � 6.12（土） 朝日（朝刊）

101 名古屋市議会共産党市議団による、議員報酬をテーマとしたシンポジウム開催：11日 本 秀紀法学研究科教授がシ
ンポジストとして参加

� 6.12（土） 中日（朝刊）

24 名大トピックス◦ No.206

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成22年５月16日～６月15日］



記事 月日 新聞等名

102 佐々木重洋文学研究科准教授はサッカーワールドカップの日本初戦の相手であるカメルーンチームについて「乗せ
ると怖いが、集中力が持続しないことがある」と分析する

� 6.13（日） 中日（朝刊）

103 本学混声合唱団は第49回愛知県合唱祭に参加する � 6.13（日） 朝日（朝刊）

104 新井史人工学研究科教授と大阪大学は赤血球や細胞などの大きさや硬さを瞬時に判定できる技術を開発する � 6.14（月） 日経（朝刊）

105 第59回全国７大学柔道優勝大会：男子団体 準優勝 女子団体 優勝 � 6.14（月） 中日（朝刊）

106 現代日本誤百科（263）：「有言実行する」町田 健文学研究科教授 � 6.14（月） 中日（朝刊）

107 本学は総合研究棟の建設工事について、全館の照明を LED 照明にする電気工事を発注する � 6.15（火） 中日（朝刊）

108 林 希一郎エコトピア科学研究所教授は遺伝資源をめぐる権利について解説する � 6.15（火） 読売

109 現代日本誤百科（264）：「頭が白くなって」逃げた 町田 健文学研究科教授 � 6.15（火） 中日（朝刊）

110 学生街ダンス：岡本美紀さん本学学生は本学で開催された「下宿用品リユース市」に実行委員として参加した体験
を語る

� 6.15（火） 中日（朝刊）

111 アーチェリー 東海学生選手権大会：斎藤 航さん本学学生（個人男子３位）男子団体１位 山田萌恵さん本学学生
（個人女子２位）女子団体１位

� 6.15（火） 読売

112 中田 實本学名誉教授ら６人の学識者が、名古屋市地域委員会の課題を探る研究会のメンバーに委嘱される � 6.15（火） 朝日（朝刊）

　５月 28 日（金）、東京都内の学士会館において、７大学展示コー
ナーがオープンしたことにともない、名古屋大学展示ブースを設置
しました。
　同コーナーは、７大学（北海道大、東北大、東京大、京都大、大
阪大、九州大及び本学）の取り組み、研究成果等を広く社会に発信
するための場として学士会が企画したもので、各大学の趣向を凝ら
した展示ブースのほか、学士会の展示ブースが設けられています。
　本学の展示ブースでは、“ワールド・クラス・リサーチャーズ”
と題して、ノーベル賞受賞者である野依良治特別教授、益川敏英特
別教授、小林　誠特別教授、下村　脩特別教授のノーベル賞を受賞
した研究成果を紹介するほか、低消費電力、長寿命等の特性により
低炭素社会の実現にも貢献する高輝度青色発光ダイオードを発明し
た、赤﨑　勇特別教授の研究について解説しています。
　また、視覚的に本学全体の雰囲気を感じられるように、ブース内
に設置したモニターで、本学のキャンパス、学生生活の様子などを
映像で紹介しています。
　学士会館にお立ち寄りの際には、７大学展示コーナーを是非ご覧
ください。
　なお、同日、井口洋夫学士会理事長と７大学の総長が集まり、オー
プニングセレモニーが盛大に行われました。
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

７月20日（火）～10月23日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
　　　　　（８月13日、14日は休館）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第14回博物館特別展 
「熱帯林－多様性のゆりかご－」

関連講演会
　場　　所：博物館３階講義室
　時　　間：14：00～15：30
　入 場 料：無料
　７月22日（木）
　講演題目：「熱帯林の資源利用」
　講 演 者：山本浩之（生命農学研究科教授）
　７月29日（木）
　講演題目：｢熱帯雨林の生物多様性｣
　講 演 者：中川弥智子（生命農学研究科准教授）
　８月５日（木）
　講演題目：「モンスーンアジアの焼畑と自然資源利用」
　講 演 者：横山　智（環境学研究科准教授）

７月21日（水）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第61回防災アカデミー
講演題目：「東海豪雨から10年」
講 演 者：辻本哲郎（工学研究科教授）

７月24日（土）、８月28日（土）
場　　所：附属フィールド科学教育研究
　　　　　センター東郷フィールド
時　　間：10：00～12：00
定　　員：20家族程度
対　　象：�小学生から中学生及びその保護者
　　　　　（原則として２回とも出席できる家族）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
生命農学研究科附属フィールド科学教育
研究センター　事務掛　0561-37-0210

地域貢献事業 
「都市近郊の農業教育公園」 

農業ふれあい教室
テ ー マ：「『カイコを育て見る』－カイコを飼育・観察し、生命の不思議を体験する－」

７月26日（月）、７月27日（火）、 
８月９日（月）、８月23日（月）、 
12月24日（金）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：10：00～16：00
　　　　　（12月24日のみ13：00～16：00）
対　　象：高校生

［問い合わせ先］
環境学研究科　
教授　福和伸夫　052-789-3757

平成22年度高大連携　高校生防災教育推進事業 
「高校生防災セミナー」
内　　容：�自然災害に対する知識や技術の習得などによる防災対応能力の向上、災害

時のボランティア活動など地域の防災向上に貢献できる防災リーダーの
育成を図る。

７月28日（水）
場　　所：博物館野外観察園
時　　間：10：00～16：30�
定　　員：20名
対　　象：小学生６年生から中学３年生
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

日本学術振興会連携事業 
ひらめき☆ときめきサイエンス 
～ようこそ大学の研究室へ～ KAKENHI
テ ー マ：「助け合い？ だましあい？ 植物と虫の『共生』を探偵しよう」
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イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

７月31日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：14：00～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第33回博物館コンサート（NUMCo） 
フォルクロ一レ南米民族音楽－アンデスの風－
演 奏 者：ティエラブランカ（南米民族音楽バンド）

８月６日（金）
場　　所：高等総合研究館１階会議室
時　　間：10：00～16：00
定　　員：20名
対　　象：小学５年生、６年生
　　　　　（保護者同伴可）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
エコトピア科学研究所
助教　稗田純子　052-789-5274

日本学術振興会連携事業 
ひらめき☆ときめきサイエンス 
～ようこそ大学の研究室へ～ KAKENHI
テ ー マ：「『ハスの葉のすごい』を顕微鏡でのぞいてみよう」

８月８日（日）
場　　所：IB 電子情報館１階講義室
時　　間：10：00～16：00
対　　象：高校生（日本数学コンクール）、
　　　　　小学５年生から中学生
　　　　　（日本ジュニア数学コンクール）
参 加 費：1,000円

［問い合わせ先］
研究協力部社会連携課
日本数学コンクール係　052-788-6144

第21回日本数学コンクール／ 
第14回日本ジュニア数学コンクール

８月９日（月）
場　　所：工学研究科２号館内
時　　間：９：00～17：00
対　　象：東海地区の高校生
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
工学研究科機械理工専攻電子機械工学分野
TEFS 実行委員会　052-789-3301

テクノサイエンスセミナー 
「学んで、触れて、見てみよう－最先端知能機械の世界－」
内　　容：�工学研究科機械理工学専攻電子機械工学コースの研究教育について�

体験学習を行い、電子機械の楽しさと重要性を体験してもらう。

８月10日（火）～８月12日（木）
場　　所：豊田講堂他
時　　間：９：30～

［問い合わせ先］
学務部入試課　052-789-5765

2010年度　オープンキャンパス
内　　容：�施設・キャンパス見学のほか、学部紹介コーナー、模擬講義等
　　　　　�（経済学部・工学部（8/10）、教育学部・法学部・医学部医学科・農学部

（8/11）、文学部・理学部・情報文化学部・医学部保健学科（8/12））



　プラズマ研究所（プラ研）は、1961年（昭和36年）４月に
設立されました。当時はまだ数少ない全国共同利用研究所
で、名大スタッフだけでなく日本各地（さらには世界中）
のプラズマ研究者がこのプラ研に集結し、共同して研究・
運営が行われました。
　プラ研が設立されるにいたった背景には、核融合研究に
関する当時の世界的なうねりがありました。1955年、国連
主催の第１回原子力平和利用国際会議がジュネーブで開催
され、「核融合反応をエネルギー源として考える方法も、
おそらく20年で成功するだろう」というバーバ議長の発言
は当時の注目をあびました。これを機に核融合技術に関す
る認知は一挙に世界的に高まったと言います。
　こうしたことを背景に、1958年にはノーベル物理学賞受
賞者で京大の湯川秀樹教授を中心に日本の核融合研究者の
自主的組織「核融合懇談会」が結成されました。また翌年

には、日本学術会議に核融合特別委員会が設置されまし
た。そこで核融合に不可欠のプラズマ科学を基礎的体系的
に築き上げることを目的とした、文部省管轄の「プラズマ
研究所」の創設が提案されたのです。
　また並行して、研究所を附置する大学をどこにするか決
定する作業も行われました。結果として、十分な敷地があ
ること、プラズマ研究に深く通じた早川幸男教授（後の第
９代名大総長）と山本賢三教授が熱心に誘致したことな
どもあって、名古屋大学が附置大学に決定されたのです。
1963年には本部棟が完成し、関係者を招いて式典が行われ
ました。その式典参加者の方から、そのとき贈られた花瓶
が大学文書資料室に寄贈されています。
　プラ研ではとくに高温プラズマに関する研究が続けられ
ました。1989年には核融合科学研究所に改組され、1997年
には岐阜県土岐市に移転し現在に至っています。

１　�1986年頃のプラ研の敷地一帯。現在これらの建物は共同教
育研究施設として利用されている。

２　�プラ研の建物は63年には本館が、64年に第一実験棟、65年
に第二実験棟と徐々に増築されていくかたちとなった。写
真は1963年のプラ研本部開所に際して行われた記念式典
の様子。なお、この写真はプラ研の後身である核融合科学
研究所に設置されている核融合アーカイブ室が所蔵してい
るものである。ここは核融合研究の一環として歴史的記録
の体系的収集や核融合研究の歴史について研究を行うアー
カイブズ組織である。

３　�高温プラズマ発生装置JIPP�T-IIU。核融合反応を持続させる
ため、磁場を用いて何千万度もの高温で高密度のプラズマ
を閉じ込める実験が行われた。

４　�式典に招待された参加者に贈られた花瓶。ノリタケ製で、
底には記念の刻印がなされている。大学文書資料室所蔵。

名古屋大学基金へのご寄附をお願い申し上げます。この基金は、平成18年３月に創設され、学生育英事業、教育・研究環境整備
事業、国際交流事業などの充実のために活用されます。ご寄附のお申し込み、お問い合わせは総務課（基金推進室）あて（電話
052-789-4993，2011、Eメール kikin@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金

１ ２ ３

４
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