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Asian

クローズアップ

アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム

― 多様な教育手段を駆使することによる職務と博士課程

プログラムの概要
2014 年 10 月、名古屋大学は国家中枢人材育成プログラム
を開始し、博士課程に 7 名の新規学生を受け入れました。本プ
ログラムは、修士課程を終了したのち、行政官として国家の発
展のために尽力しているアジア諸国の公務員に対し、職務を継
続しながら博士課程教育を受けられるようにし、これによっ
て、アジア諸国の国家中枢人材を育成することを目標としてい
ます。対象国は、ベトナム、カンボジア、モンゴル、ウズベキ
スタン、ラオス、フィリピン、ミャンマーで、博士課程を開設
している研究科は国によって異なりますが、法学、医学系、生
命農学、国際開発、環境学の各研究科、そして、2018 年 10
月からは教育発達科学研究科が加わり計 6 研究科になります。

カンボジアの実験農場

遠隔地教育における課題
職務に従事しながら博士課程教育を受けることを可能にする
ためには、通信教育など、遠隔地教育が直面している課題を克
服しなければなりません。その課題とは、教育機関と学習者の
距離が遠いことから、①教員が学生の研究の進捗状況を適切に
把握できず、効果的な指導を行うことができないこと、②学生
が孤立感を感じ、学習意欲が減退し、研究が遅れがちになるこ
と等から中途退学が極めて多いこと、職場の環境が不十分で、
③十分な研究時間が確保できないこと、④必要な書籍、実験装
置等が整っていないことなどです。
フィリピンサテライトキャンパス入学式

ウズベキスタン開所式
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Satellite Campuses Institute

教育の両立 ―

比較教育学の研究テーマ
本プログラムを担当する教員及び研究科は、学生がこれまで
受けてきた各国の初等中等教育、高等教育の現実に直面するこ
とになります。暗記中心の教育、実験器具のない教室、座学だ
けの大学教育、そして、国によっては英語教育の問題。そこに
は、各国独自の状況とともに共通の課題も多々あります。比較
教育学研究のテーマが多く内包されているといえるでしょう。

2017 年度修了式

本プログラムの工夫
本プログラムでは、これらの課題を解決するため次のような

多くの支援を受けて…
本プログラムを実現するためには、日本政府はもとより多く
の関係機関の支援を得ています。特に国際協力機構（JICA）
、

工夫がなされています。法学を学ぶモンゴルの学生の例で説明

大垣共立銀行（OKB）、三菱 UFJ 国際財団からは学生の奨学

すると、2 週間に 1 回、2 時間のテレビ会議で指導教員から指

金などの支援を受けています。多くの方々の善意によって本事

導を受けます。年に 1 回は名古屋大学にスクーリングのため来

業は進められています。

学し、2 週間から 1 か月間、指導教員はもとより関連する分野
の教員から指導を受けます。指導教員も最低でも年 1 回はモン
ゴルを訪問し、現地で学生を指導します。現地においては、サ
テライトキャンパスの教員（モンゴルの場合は法学を専門とす
る教員）が学生の日常的な研究を支援します。このような様々
な教育手段を駆使することにより、あたかも名古屋大学内の
キャンパスで学んでいる学生と同様の教育環境を確保してい
ます。

社会人博士課程の在り方
標 準 在 学 期 間 は 医 学 が 4 年、 そ の 他 の 分 野 は 3 年 で す。
2017 年度には、2014 年度に入学した医学以外の学生 5 名の
うち 4 名が博士号を取得しました。孤立感なく研究を進めてい

OKB 企業訪問プログラム

る学生が大半ではありますが、研究が進まない状況下で解決策
を見出すのに時間を要した学生もいます。そもそも本プログラ
ムにおいて、「独立して研究を遂行できる者」を学生として受
け入れるという博士課程教育の原則をどのように考えるのか。
日本及び諸外国の大学に期待される社会的な機能に適切に対応
するためには、日本の博士課程教育の基本理念を維持しつつ、
社会人であること、異なる社会文化の中に生きる学生であるこ
とを踏まえ、適切な支援を行う必要があります。

文責：
アジアサテライトキャンパス学院長

磯 田 文 雄
NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.306
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キャンパスクローズアップ

視線を引きつける大きな四角い窓が特徴的な外観

エネルギー変換エレクトロニクス
実験施設（C-TEFs）
■事業概要
本号の表紙にも掲載されているエネルギー変換エレクトロ
ニクス実験施設（C-TEFs）は、名古屋大学未来材料・システ
ム研究所附属未来エレクトロニクス集積研究センター（以下、
CIRFE）のクリーンルーム実験棟です。CIRFE は、窒化ガリ
ウム（以下、GaN）半導体などの省エネルギーエレクトロニ
クスに特化した研究・教育を推進するため、2015 年に設立さ
れました。
本学では、赤﨑特別教授・天野教授のノーベル賞受賞を契
機に、GaN の新しい研究展開と GaN 技術の社会への応用を目
指す一大研究拠点が構築されつつあります。その中で、結晶成
長※ 1・デバイスの研究開発、GaN デバイス※ 2 試作の中心とな
るのが本施設です。
本施設の整備により、世界で初めて GaN デバイスに特化し
た加工プロセスラインが構築され、GaN 半導体技術の社会実
▲クリーンルーム（クラス 10,000）
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装が加速するとともに、新しい結晶成長技術の開拓が進むこと

▲ 2 階平面図

▲エントランスホール

▲断面図

▲エントランスホールと吹抜けで繋がる
立体的なコミュニケーションスペース

◀廊下に面して設けた見学窓

が期待されます。GaN を用いたパワーデバイスへの応用が実

▶ 隣接用地に現在建設中のエネルギー変換エレクトロニクス研

現できれば、世界の全発電量の約 9.8% が削減可能となります。

究館（C-TECs）には、本施設で研究活動を行う関係者が入

この分野で世界をリードし、常に新しい情報を発信する拠

居予定のため、連絡通路を設けて活発な研究開発の促進を

点、世界ナンバーワン・オンリーワンを目指す研究施設です。
※ 1 結晶成長：GaN 半導体を作製する手法
※ 2 GaN デバイス：パワーデバイス（電車や自動車に用いられる電圧・
電流の大きなデバイス）、LED 等

図っていきます。
■クリーンルーム
本施設は、GaN 研究における結晶成長・デバイスプロセス・
評価を同一スペースで行うことができる世界屈指のクリーン

■配置・平面計画

ルームです。クラス 10,000 の無柱大空間クリーンルームと、

▶ 敷地内にある 9m の高低差を活かして 2 階建ての建物を配置

精密な作業を行うクラス 1,000 のイエロールームで構成され

し、2 階に同一フロアの大空間クリーンルーム（約 1,000m2）

ています。

を設けました。また、各階ともに床の高さを外部地盤の高さに

空調方式は、天井吹き出し・床吸込みを採用することで効率

合わせることで、実験装置の搬出入がしやすくなっています。

的な換気を行い、室内を高い清浄度に保てるようにしていま

▶ 屋外にはピロティをめぐらせ、隣接する研究所共同館Ⅱから

す。床下及び天井内に広い空間を設け、実験装置の更新やレイ

歩行者空間、広場を眺めることのできるパブリックスペース
を連続させています。
▶ メインアプローチである広場側からの視線を引きつけるよう

アウト変更にも柔軟に対応できるよう配慮しました。
廊下に面して設けた見学窓や展示コーナーにより、研究成果
を共有できる空間もあわせて整備しています。

に、踊り場に大きな四角い窓を設置しました。その内側には、
エントランスホールと吹抜けで繋がる立体的なコミュニケー

■設備

ションスペースを作り出し、キャンパスマスタープランのデ

非常用発電機を設置し、本学が停電に陥った際でも、各機器

ザインガイドラインに基づく、魅力あるキャンパス空間を形

への電源供給ができるように配備していることも特徴の一つ

成しています。

です。
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15 光粒祭を開催
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■教育学部附属中・高等学校

9 月 14 日（金）～15 日（土）の 2 日間、

附属学校内に設置したモンゴルゲル

に行っているため、附属学校入学を希

附属学校にて光粒祭（学校祭）を開催

望する小学生や中学生、その保護者も

しました。1 日目は校内公開、2 日目

多く来場しました。

には一般公開を実施し、附属学校で日

写真に写っているモンゴルゲルの中

頃から行っている特色ある教育をはじ

では、SGH（スーパーグローバルハイ

め、演劇コンクールや HR 企画が行わ

スクール）での生徒課題研究の発表会

れました。

も行われました。ゲルは光粒祭前日に

雨模様にもかかわらず昨年を超える

名古屋大学のモンゴル人留学生と附属

3,000 名近くの来場者があり、校内は

学校生徒が一緒につくりあげたもの

多くの人で活気溢れるものになりまし

です。

た。また、光粒祭では学校紹介も同時

21 名古屋大学博物館コンサートウィークを実施
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■博物館

9 月 18 日
（ 火 ）～21 日
（金）
、博物館
展 示 室 に お い て、
「NU MIRAI 名 古
屋大学博物館コンサートウィーク
Museum Music」を開催しました。

しました。
20 日は、高井杏梨さんの初々しさ
が漂うシャンソンの公演でした。ピア

18 日は、「イタリア歌曲の歴史」と

ノ伴奏の山梨晴哉さんは、未だ大学 1

題し、井原義則さんと井原妙子さんが

年生ながら、素晴らしいトークと演奏

バロックから現代に至るまでの歌曲を

で観客を魅了しました。

情感豊かに歌い上げました。
フォルクローレの演奏（19 日）

サンポーニャなどで軽快に楽しく披露

最終日は筧

孝也さん、大西宣人さ

19 日 は、Grupo SAYA Andes に よ

ん、妹尾寛子さんによるフルート 3 重

るフォルクローレ演奏が行われ、どこ

奏が行われ、プロとして圧巻の演奏を

か懐かしい曲をケーナやチャランゴ、

披露しました。

25 赤﨑記念研究館展示室来館1万人記念式典を挙行
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赤﨑記念研究館展示室来館1 万人記
念式典が、同展示室にて挙行されました。

高等学校 2 年の榊原堅心さんと同刈谷

2006 年 に 開 館 し た 研 究 館 で は、

高等学校 2 年の榊原敏輝さんでした。

2014 年ノーベル物理学賞を受賞した
赤﨑

記念式典での記念撮影

勇特別教授及び天野

式典では、松尾総長から記念状が渡

浩未来材

され、赤﨑特別教授及び天野教授から

料・システム研究所教授の功績をたた

それぞれ記念品が贈呈されました。式

え、2016 年 10 月、両氏のノーベルメ

典後には、天野教授から青色 LED の

ダルレプリカ等を展示しはじめたのを

開発にかかる研究業績やノーベル賞関

契機に展示室をリニューアルし、そこ

連展示の説明があり、2 人は熱心に耳

から数えた累計来館者数が 1 万人を達

を傾けていました。

成しました。
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1 万人目の来館者は、愛知県立岡崎

Meidai News
27 20周年記念シンポジウムを開催
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■高等教育研究センター

高等教育研究センターが、今年 4 月

した。

に設立 20 周年を迎えたことを記念し、
文系総合館カンファレンスホールにお

では、本センターが名称変更をするこ

いて 20 周年記念シンポジウムを開催

となく 20 周年を迎えることのできた

しました。

背景や、大学が諸課題に次々に直面す

「日本における高等教育研究の現状

る現状において、センターに求められ

とセンターの役割」をテーマに、深堀

る機能や工夫など、多岐にわたる議論

聰子九州大学高等教育改革推進本部教

が交わされました。

授、沖
パネルディスカッションの様子

続いて行われたフロアも交えた討論

裕貴立命館大学教育開発推進

センターの存立基盤と存在意義を改

機構教授、近田政博神戸大学大学教育

めて確認するとともに、今後の重点領

推進機構教授による講演を実施しま

域を検討する機会となりました。

27 平成30年度秋季卒業式を挙行
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平成 30 年度名古屋大学秋季卒業式

業生代表で工学部のハディウィジャ

を豊田講堂において挙行しました。卒

ヤ・ステイシーさんと、修了生代表で

業生・修了生の多くは外国人留学生で、

大学院生命農学研究科のピーター・ア

式典は英語で進行されました。

モアコ・オフォリさんが、周囲への感

まず、松尾総長が、卒業生・修了生

謝の気持ちと、本学での学びや経験を

204 名（学部 49 名､ 修士課程及び博士

今後の人生の糧とし、今後各々の道で

前期課程 105 名、医学博士課程及び博

活躍していきたいと「総代の辞」を述

士後期課程 50 名）の各学部等の代表

べました。

に学位記を授与し、卒業のお祝いと、
総代の辞

ブレイクタイム

なお、10 月 1 日に予定していた平成

世界で大いなる活躍を祈念する旨のは

30 年度秋季入学式は、台風 24 号接近の

なむけの言葉を贈り、これを受け、卒

影響によりやむなく中止となりました。

国際会議開催支援セミナー
10 月 12 日（金）、本学の教職員を対象

事例」として、国際会議を主催する際のス

に、国際会議開催支援セミナーを開催しま

ケジュールや注意事項、心構え等について

した。

経験に基づくノウハウを、実例を交えてわ

本セミナーは、国際会議の開催を喚起し、 かりやすく紹介しました。

会場からの質問に対応する関教授

国際研究活動を推進するため、平成 26 年

参加した教職員からは、主催者としてや

3 月に国際会議誘致等に関して締結した名

るべきことの一連の流れや実際に準備を進

古屋大学と公益財団法人名古屋観光コンベ

めるための細かな業務、名古屋観光コンベ

ンションビューローとの連携協定に基づ

ンションビューローや大学からの支援内容

き、行われたものです。

を知ることができ、有益だったとの感想が

当日は、関

隆広工学研究科教授が「有

寄せられました。

機機能材料関連 3 つの国際会議（PhoSM
2016，ADMD2017，KJF2018）の開催
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4 10 第14回平田アワード及び第4回岡崎令治・恒子賞記念講演会を開催
5 第6回 ITbM 国際シンポジウムを開催
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■トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）

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

げたシリル・ジプフェル

第 14 回平田アワードと、生物学の世界の

大学教授が選ばれ、記念品の盾が上村

ライジングスターを表彰する第 4 回岡崎

大輔名誉教授（現・神奈川大学特別招

令治・恒子賞記念講演会を開催しました。

聘教授）、岡崎恒子本学特別教授から

今年の平田アワードには、ニッケ

第 14 回平田アワード（左）、第 4 回岡崎令治・恒子賞（右）
の受賞者による講演

機構解明研究で極めて優れた業績をあ
チューリヒ

手渡されました。

ル触媒を用いた C-H 活性化反応の開

化学と生物学の研究を行う学生、教

発で世界的に評価の高いルーベン・

員で満員となった会場では、参加者が

マーチン カタリューニャ研究所教授

世界で活躍する両名の講演に聴き入っ

が、岡崎令治・恒子賞には植物の耐性

ていました。

野依記念学術交流館において、
「国際

の招待講演と、柳井

毅 ITbM 教授と

シンポジウム 6th International Sympo-

多喜正恭同准教授による世界最先端の

sium on Transformative Bio-Molecules」

研究成果披露がありました。

を開催しました。

国内外から参加した 400 名近くの参

渡辺理事の開会あいさつ、伊丹健一郎

加者は、生物学、化学と多岐にわたる

ITbM 教授（拠点長）からの研究成果報

講演に真剣に聴き入り、活気溢れるシ

告の後、ルディガー・サイモン デュッセ

ンポジウムとなりました。

ルドルフ大学教授をはじめとした 9 名
シンポジウム集合写真

11 献体者の冥福を祈り、解剖弔慰祭を挙行
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■医学部

医学教育研究のために献体された故

重原優奈さんが「私たちの学びが皆さ

人を慰霊するため、覺王山日泰寺にて

まのお力添えの下に成り立っているこ

解剖弔慰祭を執り行いました。

とを忘れず、社会のお役に立てる医療

式典では、門松医学部長が「ご献体

従事者になることをお約束します」と

に敬意と感謝の意を捧げるとともに、

御霊に誓い、故人のご冥福を祈りま

医療の進歩・発展及び医学研究者の育

した。

成のため一層努力する覚悟です」と慰
霊の言葉を述べ、医学部医学科 2 年の

医学部創設以来の献体総数は 17,784
体となりました。

弔慰祭の様子

12 第2回 MIRAI セミナーを東京で開催

10

10 月 9 日
（ 火 ）〜 12 日
（ 金 ）の 4 日

MIRAI による教育研究支援活動の在

間、スウェーデンと日本の計 15 大学

り方について議論を交わしました。ま

で組織する国際大学コンソーシアム

た、11、12 日には、MIRAI が重点を

「MIRAI」が主催する第 2 回 MIRAI セ

置く 4 分野「サスティナビリティ」
「エ

ミナーを東京で開催しました。
今年は日瑞外交関係樹立 150 周年
にあたり、10 日に行われた全体会議
には、両国政府等の関係者も出席し、
MIRAI Seminar 2018 東京大学（安田講堂）での集合写真
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イジング」
「マテリアルサイエンス」
「イ
ノベーション」について分科会が開か
れ、活発な研究交流が行われました。

学生の元気

取 り組み紹介

教育学部附属中・高等学校の取り組み
SSH 科学人材育成重点枠 2nd Stage を開催

フィールドワークに取り組む生徒

附属高等学校では、今年度から SSH 科学人

を数学的に再構成することで汎用的な見方・

材育成重点枠を実施しています。目的は、3

考え方ができる力を育成する」ことをテーマ

つのステージを通じて、数学的思考力を基盤

としたフィールドワークを実施しました。そ

に多領域に応答する人材を育成することです。

の結果、本校を含む 4 校（4 チーム）が 3rd

6 月の 1st Stage を勝ち抜いた 7 校・9 チー

Stage へ進出し、今年度末に米国で研修を行

ムが 2nd Stage として、8 月 2 日（木）～5 日

うことが決まりました。審査にあたっては、

（日）に名古屋市の覚王山商店街を拠点に「事
象を情報とその結びつきとしてとらえ、それ

宇澤

達多元数理科学研究科教授、伊師英之

同研究科准教授らにご協力いただきました。

高大連携教育プログラム（短期集中型）中津川プロジェクト 2018 を開催
8 月 6 日（月）～8 日
（水）の 2 泊 3 日の日程

学研究科教授、岡﨑研太郎医学系研究科寄附

で、奥矢作レクリエーションセンターにて中

講座講師、髙橋徳幸同研究科寄附講座助教、

津川プロジェクト 2018 を開催しました。今

根本二郎経済学研究科教授、足立

年度は、附属高等学校の生徒に加え、愛知県

研究科特任教授、中東正文法学研究科教授の

立瑞陵高等学校の生徒も参加し、藤巻

講義に熱心に聴き入っていました。

朗工

守環境学

藤巻教授による講義

SGH（スーパーグローバルハイスクール）
：Global Discussion 2018 を開催
8 月 20 日
（月）
～21日
（火）
の 2 日間、Global

Global Discussion

り、本学留学生の協力の下、高校生が英語で

Discussion 2018 を開催しました。今年度の

討論しました。また、SGH の成果普及のため、

テーマ「インバウンドについて考える－東京

今年度は、金城学院高等学校や東京学芸大学

オリンピック・パラリンピックをきっかけに

附属国際中等教育学校の生徒が参加したほか、

社会はどう変わるか－」について、土井康裕

附属中学校の生徒も高校生とともに英語で討

経済学研究科准教授がファシリテーターとな

論に参加しました。

杉原千畝をテーマに、リトアニアの高校生と交流を開始
SGH の研究の一環で、第二次世界大戦中に

とになりました。10 月 12 日（金）には、当校

「命のビザ」を発給し、多くのユダヤ人難民を

が招いたリトアニアの生徒 10 名が、附属学校

救ったことで知られる外交官杉原千畝をテー

生徒とともに瑞陵高等学校内の顕彰施設「セ

マにリトアニアの高校生との交流を開始しま

ンポ・スギハラ・メモリアル」のオープニン

した。この研究は、杉原千畝の出身校である

グセレモニーに出席しました。来春には、附

愛知県立瑞陵高等学校と協力して実施するこ

属学校生徒がリトアニアを訪問する予定です。

オープニングセレモニー

他にも、こんな学生の活躍がありました！
（株）
オプティマインド代表取締役社長 松下

健さん（情報学研究科博士後期課程 2 年）が EY アントレプレナー・オブ・

ザ・イヤー 2018 東海北陸地区代表に選出されました！
教育学部附属高等学校 1 年生の 藤井聡太さんが最年少新人王になりました！
NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.306
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祝

受賞

野元美佳遺伝子実験施設助教が
第13回ロレアル－ユネスコ女性科学者日本奨励賞を受賞
この賞は、日本の若手女性科学者が、国内の教育・研究機
関で研究活動を継続できるよう奨励することを目的として、
2005 年、日本ロレアル株式会社が日本ユネスコ国内委員会
との協力のもと創設したものです。

受賞対象となった研究テーマ

試験管内で人工的にタンパク質を合成するシステムの開発と
本法を用いた植物免疫応答の解析

提供：日本ロレアル（左から 2 番目が野元助教）

後藤秀実名誉教授が
平成30年度外務大臣表彰受賞者に決まる
本賞は、多くの方々が国際関係の様々な分野で活躍し、我
が国と諸外国との友好親善関係の増進に多大な貢献をしてい
る中で、特に顕著な功績のあった個人及び団体について、そ
の功績を称えるとともに、その活動に対する一層の理解と支
持をお願いすることを目的としています。

受賞理由

日本とベトナムとの相互理解の促進
河野外務大臣から表彰状を授与される後藤秀実名誉教授（飯倉公館にて）

集合写真

他の受賞者情報はホームページをご覧ください。
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宇宙ガンマ線観測の100 倍高解像度化を狙う
エマルション望遠鏡の性能検証を実施
－気球実験が成功、データ解析へ－

Point

世界初！ベクトル放射光ビームの生成に成功！
－物質・生命科学研究の新たな展開に期待－

Point

〇エ マルション望遠鏡の総合的な性能実証を

〇光 ビーム断面内で偏光の方向が規則的に変化

目指し、全天で最も明るいガンマ線源で南

するベクトルビームを、放射光を用いて生成

天に位置する帆座パルサーを観測するため、

することに世界で初めて成功

ISAS/JAXA が提供する気球飛翔機会を利用
したオーストラリア気球実験を実施

撮影：JAXA 梯友哉

〇 2018 年 4 月 26 日気球放球に成功。これまでのエマルション望遠鏡気球

〇強力な X 線ベクトルビームの生成に道筋
〇全く新しい性質を持つ光により、2014 年ノー
ベル化学賞受賞対象となった超高解像度顕微

実験で最長の気球飛翔を達成し、翌日、エマルション望遠鏡（その中でも

鏡のような物質・生命科学研究における新たな研究手法への応用展開に

特にエマルションフィルムやデータストレージディスク）を無事に回収

期待

〇名古屋大学が開発したエマルションフィルム自動飛跡読取装置を用いた飛
翔データの取得・解析が進行中
関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院理学研究科

六條宏紀研究員

シンクロトロン光研究センター

精神疾患治療法開発への応用に期待！
－個々の神経細胞の動き方を対象とした
新しいアプローチ法－

Point

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）
」を用いた
実証実験の開始について
エ

ム

ピ

ー

パ

ー

Point

〇リーリンタンパク質は、脳が正常に形作られ、十
分な機能を発揮するために必要な神経細胞の動き
方をコントロールしている
〇リーリンタンパク質の元となるリーリン遺伝子に
変異（バリアント）を持つ統合失調症患者から作った iPS 細胞及びゲノム
編集技術を使って人工的に同じバリアントを導入した iPS 細胞から神経細
胞を誘導し、その動き方を調べたところ、バリアントを持っていると動き
の方向性が不安定になることを明らかにした
〇リーリン遺伝子が関与する精神疾患の発症メカニズム解明と、治療法開発
が期待される
関係する本学の教員等

〇内 閣府の SIP「レジリエントな防災・減災機能の
強化」の施策として、昨年度開発した世界初の実
用型「MP-PAWR」を用いた実証実験を 7 月から
開始
〇 MP-PAWR は、30 秒で雨雲の三次元観測が可能なフェーズドアレイ気象
レーダ（PAWR）と雨量を高精度で計測できるマルチパラメータ（二重偏
波）レーダの機能をあわせ持ち、急激に発達する積乱雲による豪雨から国
民の安全を守るとともに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技
大会など特に夏季に開催される競技の運営にも役立つ技術である
関係する本学の教員等

大学院医学系研究科

尾崎紀夫教授、医学部附属病院

脳とこころの研究センター

有岡祐子特任助教

宇宙地球環境研究所

髙橋暢宏教授

森 大輔特任准教授

選択性の高いハイブリッド触媒を実現
－廃棄物少なく、医薬品合成に期待－

Point

ゾド（寒雪害）リスクマップがモンゴル国の
牧畜を支える
－第 2 回アジア防災閣僚級会議で高評価－

Point

〇医 薬品など有用物質の合成で、鏡像異性体の
選択性を高め、廃棄物が少ない化学変換を起
こすには、複雑な構造を持つ高価なロジウム
触媒が必要だった
〇市販されている単純な構造のロジウム触媒に、
入手が容易な有機触媒を組み合わせたハイブ
リッド触媒を実現し、鏡像異性体の高い選択性と廃棄物の低減を両立した
〇組み合わせる有機触媒を自在に変えられるため、多様な化学変換に応用で
き、次世代の医薬品など有用物質製造の迅速化や環境負荷の低減、費用の
削減が期待される
関係する本学の教員等

大学院工学研究科

保坂将人特任准教授

〇本 学とモンゴル気象水文環境情報・研究所が
開発したゾド（寒雪害）リスクマップを用いて、
モンゴル政府や国際援助機関と連携した早期
警戒・早期行動を行うことによって、モンゴ
ル国の基幹産業である牧畜業の被害を抑えた
〇この取り組みは第 2 回アジア防災閣僚級会議（2018 年 7 月：ウランバー
トル）において、早期警戒・早期行動のトップケーススタディに選ばれた
〇赤 十字社は、2017 年 11 月にゾドリスクマップを初めて使って、リスク
の高い地域を選定し、その牧民に給付金の用途を特定しない無条件現金給
付を行った
関係する本学の教員等

石原一彰教授

波多野 学准教授

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

大学院環境学研究科

篠田雅人教授

B．ナンディンツェツェグ客員准教授

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html
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グレートバリアリーフと氷床変動：
世界遺産のグレートバリアリーフ掘削試料が
明らかにした未知の急激な氷床変化
Point

Point

〇世界遺産であるため従来掘削調査

〇気候変動に伴う顕著な自然現象の増加が懸

が困難であったグレートバリア

念される中、台風の中心気圧などの強度の

リーフ海域において、IODP（統合国際深海掘削計画）で掘削船を用いた

推定には不確実性があると考えられてお

掘削調査を初めて行った。得られたサンゴ化石試料を用いることで海水準
変動を復元し、氷期から現在にかけての氷床変動を世界で初めて詳細に解
明した
も数倍のスピードで変化しうることを明らかにした
〇人工衛星で得られる南極氷床変化の定量的な解釈を含め、現在進行中の地
球温暖化が引き起こす海水面上昇の予測を行う上で重要な知見となる
関係する本学の教員等

〇解析の結果、航空機による直接観測と衛星画像等に基づいて推定した中心
気圧との間に、最大で 15 hPa 程度の差があることが分かった。また、今
回の航空機観測を予測に用いた場合、進路や豪雨の予測精度が高められる
ことも明らかとなった
関係する本学の教員等

大学院環境学研究科

Marc Humblet 特任准教授

世界初！ジベレリン受容体の進化の全貌を解明

－酵素を起源とする誕生から双子葉植物における
多様化まで－

Point

宇宙地球環境研究所

坪木和久教授

内視鏡検査で大腸ポリープ・癌を自動検知する
人工知能（AI）を開発
－昭和大学・名古屋大学の医工産官連携研究－

Point

〇植物の成長ホルモンであるジベレリンの受
容体 GID1 について、様々な植物（コケ、
シダ、裸子、単子葉、双子葉植物）の中で
の状態を調べることで、GID1 がどのように変化し、植物進化に貢献した
かを研究した
〇植物の進化過程で、GID1 は小型（小葉）シダ植物が出現する際に誕生し、
誕生以降もジベレリンとの結合を向上させる一方、ジベレリン類を見分け
る能力を獲得し続けた
〇 GID1 機能向上と新しいジベレリン類の登場は、協調的に行われた（共進化）
関係する本学の教員等

〇大 腸 内 視 鏡 検 査 で は、
ポリープや小さな癌の
見落としをいかに防ぐかが近年着目されている
〇ディープラーニングを活用することで、内視鏡画面の中にポリープが映っ
ていた際に自動検知するシステムを構築した
〇ポリープや小さな初期の癌の見落としを防ぐことで、大腸癌への進展を予
防することが期待される

関係する本学の教員等

生物機能開発利用研究センター
大学院生命農学研究科

上口（田中）美弥子准教授

大学院情報学研究科

森 健策教授

吉田英樹大学院生（当時）

大正4 年版『人事興信録』
（人事興信所刊）
データベースを公開
Point

加熱したカーボンナノチューブの
特異な熱放射物性を解明

－鋭い発光ピーク構造、熱光変換材料に期待－

Point

○
『人事興信録』とは、人事興信所が結婚、
雇 用 等 の 信 用 調 査 目 的 で、1903（ 明 治
36）年から 2～3 年ごとに刊行した人物情
報誌である
○近代日本社会の富裕層の長期的変容を解明するため、膨大な旧字体の全文
テキスト化に取り組み、検索データベースの作成に成功した
○富裕層について、家単位のネットワークの可視化及び体制転換、産業化、
都市化、景気変動等の影響についての分析を進め、研究成果を公表して
いる
http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/
関係する本学の教員等

大学院法学研究科

り、更なる台風の予測精度の向上も、防災上、重要な課題となっている
〇 2017 年 10 月 21～22 日に台風第 21 号の中心付近に機器を投下する航空
機観測を、日本人研究者として初めて実施

〇ゆっくりとしたものと考えられていた氷床の変化が、想定されていたより

12

「2017年台風第 21号の航空機観測を用いた
強度解析と予測実験」の結果について

〇物 質を加熱すると光が放出されるが（熱放射
現象）、カーボンナノチューブなど、電子が前
後方向にだけ動ける 1 次元物質の熱放射特性
は明らかではなかった
〇カーボンナノチューブの熱放射だけを観測できる実験システムを作り、半
導体型のナノチューブでは、熱が近赤外域の狭い波長範囲の光に変換され
ることを突き止めた
〇高温の熱を光に変換して発電する技術の大幅な高効率化が期待される

関係する本学の教員等

増田知子教授

佐野智也特任講師

トランスフォーマティブ生命分子研究所
伊丹健一郎教授 宮内雄平客員准教授

西原大志特任助教

“死神”が命じる“死んだフリ”が
切断された神経の再生を誘導する

今後の触媒開発に大きく貢献！

－自動車排気ガス浄化触媒の原子レベルオペランド
計測・観察に成功－

Point

Point

〇線 虫をモデルとした研究により、死を

〇反応科学超高圧走査透過電

執行する“死神”役のタンパク質が、切

子顕微鏡に四重極質量分析

断された神経に“死んだフリ”をさせる

機を搭載したシステムを開

ことで、切断された神経の再生を促進
する仕組みを解明

発
〇自動車排気ガス浄化のためのモデル触媒反応としてのジルコニア担持ロジ

〇
“死んだフリ”が再生を促進することを発見したことから、新たな治療法開

ウム微粒子表面での一酸化窒素の還元反応に伴う構造変化を原子レベルで

発の一助になる可能性を期待

捉えると同時に反応ガス種の転換・生成を世界で初めて検出
〇今後の触媒開発に重要な反応活性点の可視化に大きく貢献

関係する本学の教員等

大学院理学研究科

関係する本学の教員等

久本直毅教授

未来材料・システム研究所 武藤俊介教授
同研究所超高圧電子顕微鏡施設 荒井重勇特任准教授

乳がんを抑制する遺伝子の新たな働きを発見！

砂糖の取りすぎによる脂質代謝異常（脂肪肝、
高脂血症）は時間制限摂取により軽減される！

Point

Point

〇乳がんを抑制する遺伝子が神経の再生を促
進することを見出し、その遺伝子からつく
られるタンパク質の働きを分子レベルで解
明した
〇乳がんを抑制する遺伝子の新しい機能を発見したことで、新たな治療法開
発の一助になる可能性を期待

〇現 在、砂糖の取りすぎはメタボリックシ
ンドロームの主要な原因と考えられてい
る。そのため、砂糖を摂取する時間帯を
日中の活動時間帯に制限すれば、摂取量を抑えなくても、脂肪肝、高中性
脂質血症などの砂糖の過剰摂取によって起こる脂質代謝異常、メタボリッ
クシンドロームは抑えられる可能性がある
〇甘いものを多く摂取する場合、日中のみの時間帯にするだけでメタボリッ
クシンドロームになりにくくなる可能性がある

関係する本学の教員等

大学院理学研究科

関係する本学の教員等

久本直毅教授

大学院生命農学研究科

世界初の Intelligent Image-Activated
Cell Sorterを開発

急性リンパ性白血病の免疫療法が更に進展！

－ CAR-T 細胞療法の安全性評価のための新システム
開発と名大発の CAR-T 細胞療法の安全性評価－

－細胞画像の深層学習により高速細胞選抜を実現－

Point

Point

〇 CAR-T 細胞の安全性を評価する新たな方法と
して、これまでの方法よりも短時間で正確に
解 析 が で き る tagmentation-assisted PCR
（tag-PCR）法を開発した
〇ウ イルスを使わず酵素を利用した名大発の
piggyBac トランスポゾン法による CD19 キメラ抗原受容体 T（CAR-T）
細胞が、遺伝子挿入部位の点において安全であることを示した
〇 piggyBac トランスポゾン法で作成した CAR-T 細胞の今後の臨床応用と、
臨床で使用される CAR-T 細胞の安全性評価における tag-PCR 法の応用が
期待される
関係する本学の教員等

〇 Intelligent Image-Activated Cell Sorter は細胞
の高速イメージングと深層学習を用いた画像解析
により細胞を一つ一つ高速識別し、その解析結果
に応じて細胞を分取する世界初の基盤技術である
〇本技術は、免疫学、病理学、微生物学、分子生物学、
遺伝学、再生医学、移植など多岐にわたる分野で基盤技術として不可欠で
ある高速細胞分取技術「Fluorescence-Activated Cell Sorter」に顕微
イメージング活性化と深層学習を融合する飛躍的な発展である
〇今後は生命科学における科学的発見およびバイオ産業や医療の発展への寄
与が期待される
関係する本学の教員等

大学院医学系研究科 髙橋義行教授 村松秀城講師
医学部附属病院先端医療開発部 奥野友介特任講師

他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。

小田裕昭准教授

濱田太立大学院生
西尾信博特任講師

名古屋大学 研究教育成果情報

大学院工学研究科

佐久間臣耶助教

新井史人教授

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html
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名大を表敬訪問された方々を紹介します

遠路はるばる！表敬訪問録

ノルウェー オスロ大学学長らが来訪
ノルウェー オスロ大学のスヴェイン・スティーレン学長ほか
2 名が来学し、髙橋理事への表敬後、理学研究科において化学・
生物化学の分野における共同研究の可能性について話し合い、既
に共同研究を開始している教員と打合せを行ったほか、同大学へ
交換留学をした 2 名の学部生と歓談しました。
スティーレン学長は、本学工学研究科に 1980 年から約 2 年間、
研究生として在籍されていたため、昼食会では当時を懐かしむと
同時に、新築建物が増えた本学の変容ぶりを楽しんでいる様子が
うかがえました。

来訪日：平成 30 年 10 月 9 日

MIRAI

への

新たに締結した学術交流協定を紹介します

学術交流協定

シンガポール国立大学と学術交流協定を締結
シンガポール国立大学（NUS）は、2017–18 THE 世界大学ラ
ンキングで 22 位、QS 世界大学ランキングでは 15 位に位置し、ア
ジアの大学ランキングでは 1～2 位を争う、研究・教育双方に力を
入れている総合大学です。これまで NUS とは、部局間レベルでの
学術交流・学生交流を行ってきましたが、今回、包括交流協定が締
結されたことによって、シンガポールひいてはアジアのトップ大学
との連携強化が図られることになります。既に部局間での教育・研
究交流実績がある上に、学生交流を軸とした研究者同士の共同研究
が活発化するなど、多面的でより親密な関係構築が期待されます。

締結日：平成 30 年 8 月 17 日

名大で ミ ガ ク

構成員を対象とした研修を紹介します

マ ナブ

平成 30 年度中期医療安全研修（医療安全講演会）
良質な医療を提供する体制の確立及び個々の安全に対する
意識の向上を図るために開催し、全日程を通じて 1,434 名の
参加がありました。

実施日：9 月 26 日
（水）
、10 月 1 日
（月）
、2 日（火）、4 日（木）、
5日
（金）
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。
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Event Calendar

イベントカレンダー

情報学部・情報学研究科公開セミナー
「
『食』に迫る情報学の最前線」

2015 年ノーベル物理学賞受賞記念講演
名古屋大学レクチャー2018

11月17日（土）
場
所：IB 電子情報館中棟1階
IB015講義室
時
間：14：00～17：10
定
員：150名
対
象：一般
参 加 費：無料

11月23日（金）
場
所：豊田講堂
時
間：13：00～16：00
対
象：一般
参 加 費：無料
講演題目：
「神岡でのニュートリノ研究を
ふりかえって」
講 演 者：梶田隆章氏（東京大学卓越教授）

講演題目：「食は人なり－計算社会科学の観点から」
講 演 者：笹原和俊（情報学研究科講師）
講演題目：
「食コンテンツの情報処理」
講 演 者：井手一郎（同准教授）
講演題目：
「鏡の前で食べると、一人の食事でもおいしく感じるのはなぜか？」
講 演 者：中田龍三郎（同特任講師）

［問い合わせ先］ 情報学部・情報学研究科

office@i.nagoya-u.ac.jp

［問い合わせ先］ 高等研究院

052-788-6153

平成 30 年度全学同窓会講演会

第 44 回附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」
11月26日（月）
場
所：中央図書館2階
OKB 高木家文書資料館
時
間：18：00～19：30
対
象：一般
参 加 費：無料

12月21日（金）
場
所：野依記念学術交流館2階
カンファレンスホール
時
間：16：00～17：30
定
員：150名
対
象：一般
参 加 費：無料

講演題目：
「日本の現代戯曲を読む
－清水邦夫作品をめぐって」
講 演 者：杉山寛行（本学名誉教授／
岐阜市立女子短期大学長）

講演題目：
「日本経済再生への道」
講 演 者：榊原定征氏（東レ株式会社特別顧問・
日本経済団体連合会名誉会長）

［問い合わせ先］ 附属図書館情報サービス課

052-789-3684

［問い合わせ先］ 全学同窓会事務局

052-783-1920
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2018 年 11 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。

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、

〒 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

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。

つじ

あつこ

辻 篤子 特任教授

31 小さな国際空間の大きな力

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。

10

25 過去から未来へ、ウズベキスタンの旅

9

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
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
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199
名大の卒業アルバム
卒業アルバムは、その時代の大学や学生たちの様子

1937（昭和12）年に日中戦争が始まり戦時体制になっ

を視覚的に知ることができる、貴重な歴史資料でもあ

ても、これらの卒業アルバムは作られ続けました。名

ります。名大では、1987
（ 昭和 62）年以降、名古屋大

古屋帝国大学医学部は、日本の敗色が濃くなっていた

学生協が名大全体の卒業アルバムを毎年製作してい

1944 年にも製作しています。個人が写真を撮ること

ます。

が珍しかった時代では、卒業アルバムは現在より大事
なものと考えられていたのかもしれません。

時代をさかのぼると、1910
（明治 43）
年の愛知県立医

名帝大全体での卒業アルバムは残っておらず、戦後

学専門学校（愛知医専、医学部の前身）の卒業アルバ
ムが、名大が所蔵する最も古いものです。1920
（大正 9）

も名大全体ではなく学部単位で作られました。大学文

年に設置された名古屋高等商業学校（名高商、経済学

書資料室が把握している範囲では、文学部・理学部・

部の前身）
も、毎年卒業アルバムを製作していました。

工学部・農学部では製作していないようです。学科単

同校のアルバムは、特に装丁が立派でページ数も多い

位のものもありますが、その数は限られています。生

重厚な作りです（写真 2）
。ただ、1908
（ 明治 41）年に

協卒業アルバムが登場するまでは、学生生活を伝える

設置された第八高等学校（八高、旧教養部の前身）は、

良質な写真が意外に残っていないのが現状です。

学校単位の卒業アルバムは残っていません。八高は名

卒業アルバムに限らず、名大やその前身学校に関係

高商と異なり、卒業生がすぐ社会に出ることなく、ほ

する写真をお持ちでしたら、その時代を問わず、ぜひ

ぼ全員が帝国大学等に進学したからなのでしょうか。

大学文書資料室にご一報ください。

2

3

1 1
 913
（大正 2）
年の愛知医専卒業アルバム（
『紀念写真帖』
）に掲載された、
大変貴重な建築中の鶴舞校舎の写真（1914年に天王崎から移転）
。
2 名
 高商の卒業アルバム。表題を始め、装丁や頁数などは年によって様々。
3 1
 978 年の医学部卒業アルバムに掲載された、鶴舞の生協食堂での写真。
医学部は、前身学校の時代から現在まで、ほぼ一貫して独自の卒業アルバ
ムを作り続けており、その多くは医学部史料室が保存している。
4 1
 987年の生協卒業アルバムに掲載された、山田杯（名大祭で行われてい
た仮装自由のミニ駅伝大会）の様子。
5 1
 0月に刊行されたばかりの 2018 年の生協卒業アルバム。当初はカラー
4

名古屋大学基金の
ご案内

5

ページが少なかったが、現在はオールカラーになっている。また、生協は
入学アルバムも毎年製作している。

プロジェクト

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。
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。
詳しくはホームページをご覧ください。
名古屋大学基金

16

http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/

アクセスはこちらから▶︎

特定基金

BRIEF HISTORY OF NAGOYA UNIVERSITY

1

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。
工学

ベンチャー

青色 LED

医学未来人材 アジア法律家

経済100周年

修学支援

ジェンダー

農学

PhD 登龍門

理学

教育 70 周年

博物館

病院

女性リーダー

図書館

保健医療リーダー

ITbM

附属学校

創薬

減災館

文学 75 周年

数理科学

