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クローズアップ Homecoming Day
第14回名古屋大学ホームカミングデイ

「社会の中の大学」

　第14回名古屋大学ホームカミングデイが、10月20日（土）、
東山キャンパス及び大幸キャンパスで開催されました。
　ホームカミングデイには、「故郷に帰る」という意味が込め
られており、同窓生が母校に集うだけでなく、在学生の家族や
教職員OB、地域の方々にも本学との絆を深めてもらうための
交流の場として、平成17年から、毎年10月の第3土曜日に
開催しています。
　当日は天候にも恵まれ、卒業生や在学生の家族、地域の方々
を中心に約4,500名が来場しました。

■特別企画：人生100年時代に向けた社会と大学の協働
講演会「いつか死ぬ、それまで生きる」
　詩人・伊藤比呂美氏による講演会には、200名以上が来場し、
座談会や人生相談も好評でした。本企画では、聴覚障害者のた
めの要約筆記*を実施しました。
*筆記者が講師の話を要約し、スクリーンに投影するもの

■名古屋大学の集い
　豊田講堂ホールに、卒業後10周年、20周年、30周年、40
周年、50周年を迎えた周年同窓生及び抽選に当選した方々を
お招きしました。
　松尾総長、豊田章一郎全学同窓会会長からの挨拶に次いで、
和田壽弘全学同窓会代表幹事から全学同窓会活動報告があり、
続く「名古屋大学国際交流貢献顕彰授与式」では、ベトナム司
法省副大臣 ダン・ホアン・オワイン氏、全学同窓会マレーシア
支部副支部長・マラ工科大学准教授 ハナフィア ビン ユソーフ
氏、全学同窓会ミャンマー支部支部長 ナン ララウィン氏の3
名に、国際的な取り組みに対する功績を称え、表彰状と記念品
が授与されました。
　中部フィルハーモニー交響楽団によるコンサートでは、指揮
者に吉田行地氏、ソリストにヴァイオリニストの正戸里佳氏を
迎え、名古屋大学交響楽団金管セクションとの共演もあり、非
常に盛り上がりました。また、午前中にはリハーサルの様子が
公開されました。

■スタンプラリー
　公開施設6カ所（赤﨑記念研究館、減災館、NIC、野依記念
物質科学研究館、中央図書館、博物館・古川記念館）を巡るス

タンプラリーでは、全てのスタンプを押印
した方に抽選で「名大オリジナルマグカッ
プ」を進呈し、「大学の見どころを見学で
きた」と大好評でした。

ホームカミングデイの開催を伝える大看板

特別企画講演

国際交流貢献顕彰授与式

中部フィルハーモニー交響楽団によるコンサート

スタンプラリー

2



Homecoming Day
第14回名古屋大学ホームカミングデイ

「社会の中の大学」

■施設公開
「ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）」
　可能な限り樹脂を使ったコンセプトカー「SHINAYAKA 
Polymer™ が作る未来のクルマ」の展示や、「ゆっくり自動運
転®」自動走行試乗会が行われ、非常に賑わいました。

■体験企画
「あかりんご隊科学実験『電気のひみつ』」、
「名古屋グランパススクールコーチによる親子ふれあ
いサッカー教室」
　小学生が、本学の理系女子学生で構成される「あかりんご隊」
と一緒に、実験を通して「電気」を学んだり、名古屋グランパ
ススクールコーチの指導の下、サッカーのプレイを通して親子
のふれあいを楽しむ様子が見られました。

■見学ツアー「超高圧電子顕微鏡施設」
　地面からの高さが10mにもなる「反応科学超高圧走査透過
電子顕微鏡JEM-1000K RS」を間近に見ることができる本企
画では、参加者が熱心に説明を聞いていました。

■中央図書館、博物館、大学文書資料室企画
　中央図書館では、オープンライブラリー、秋季特別展「古文
書にみる地震災害」を開催しました。本のリユース市は、学術
書等が安価で入手できるため、大盛況でした。
　博物館では、特別展「カニコレ ’18～カニのハサミは使いよ
う～」を開催しました。
　また、豊田講堂ホワイエでの「大学文書資料室 スライド
ショー 写真で見るあの頃の名大」では、写真を見ながら当時
を懐かしむ来場者の姿が見られました。

■販売コーナー
　フィールド科学教育センター東郷フィールドの農産物や、大
学生協による名大グッズ等の販売が行われ、賑わいを見せま
した。

■その他各学部・研究科主催行事等
　各学部・研究科では、市民公開講座、同窓生向け行事、保護
者向け行事等が実施されました。
　保護者向け行事では、教育・研究内容の紹介や進路・就職状
況の説明、質疑応答が行われ、学生生活の情報を得られる貴重
な機会であったと好評でした。

　来年も10月の第3土曜日（2019年10月19日（土））に開
催を予定しておりますので、是非、お越しください。

あかりんご隊科学実験
『電気のひみつ』

名古屋グランパススクールコーチに
よる親子ふれあいサッカー教室

SHINAYAKA Polymer™ が作る 
未来のクルマ展示

大学文書資料室　スライドショー 
写真で見るあの頃の名大

「ゆっくり自動運転 ®」 
自動走行試乗会

販売コーナーの様子
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Q &A
先生に一問一答

にしかわ　ひろよし
1995年三重大学医学部医学科卒業。2002年三重大学大学院医学
系研究科博士課程内科学専攻修了（医学博士）。2003年Memorial 
Sloan Kettering Cancer Centerリサーチフェロー、2006 年
三重大学大学院医学系研究科病態解明医学講座講師、2010年大
阪大学免疫学フロンティア研究センター実験免疫学特任准教授、
2012 年 Roswell Park Cancer Institute Adjunct Associate 
Professor（兼任）を経て、2015年より国立がん研究センター研
究所腫瘍免疫研究分野／先端医療開発センター免疫トランスレー
ショナルリサーチ分野分野長、2016年4月より名古屋大学大学院
医学系研究科微生物・免疫学講座分子細胞免疫学教授をクロスアポ
イントメント。趣味はスポーツ全般（特に野球）。

Ⓠ
Memorial Sloan Kettering Cancer Center留学中、
研究室のトップのLloyd J. Old博士からの表題の言葉
を皮切りに、毎日1日の終わりにその日の進捗報告をし、
検討をしていました。これは大変なプレッシャーで、
当時はとても辛かったです。しかし、毎日その日の自
分のデータを咀嚼し、次の実験を考える上で大変重要
な機会で、今でも日々のデータや今後の研究の展開を
考える上でとても重要な習慣になっています。もっと
も、当時の私などは、なかなかデータが出ず“Dr. not 
yet”というあだ名をつけられる始末でしたが……。

A
「My Best Word」を選ばれた理由は？

がんに対する免疫応答がどのように調節されているか
を明らかにする研究を通じて、免疫寛容機構 [免疫系
が異物（非自己）に反応して自己には反応しない機構]
の解析を進めています。免疫寛容に関わる細胞の中で
も、制御性T細胞と呼ばれる細胞に着目してがんに対
する免疫応答への関わりを研究し、がん免疫療法への
応用を進めています。このような研究を通じて、免疫
応答の根幹である免疫寛容（自己に対して反応しない）
と免疫監視（非自己に対して反応する）の制御機構に
ついて明らかにし、がんを含めた幅広い疾患の病態解
明につなげたいと考えています。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

免疫系は、ウィルスや細菌などの異物を生体から排除
する機構です。近年の研究から、がん、動脈硬化など
ほぼ全ての疾患に免疫が関連していることが明らかに
なりつつあります。免疫応答の制御機構を明らかにす
ることで、病気の本態が解明され、新しい治療法の開
発につながります。がんに対して免疫療法が臨床応用
され、2018年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた
ことは記憶に新しいところです。

Ⓠ
A

この研究によって可能になることは？

MyBestWord

大
学
院
医
学
系
研
究
科

西
川 

博
嘉

What’s new today?
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医学部を卒業して臨床研修の後、血液・腫瘍内科
で診療をしていました。日々、多くのがん患者さ
んを治療しましたが、残念ながら治療が奏功する
ことは少なかったです。そこで、より効果的で副
作用の少ない治療法を開発したいと考え、がんの
研究を始めました。所属していた教室の珠玖教授
から、がんに対して免疫応答が誘導されることを
学び、がんに対する免疫応答の制御機構が全く解
明されていないことを知り、免疫、とりわけ、が
ん免疫研究に取り組みました。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

Ⓠ
研究を進めている時、思わぬ実験結果に出くわし
ます。私は大学院生時代に、がん細胞を破壊する
T細胞を強化してがん治療に結びつけようと研究
していました。ところが、T細胞を強化させるた
めにマウスに投与した試薬が、反対に、がんを悪
化させてしまいました。全く予想外の結果でした
が、何度繰り返しても同じようにがんを悪化させ
ました。そこで、その試薬を投与したマウスを詳
しく研究したところ、同じT細胞でも免疫寛容に
関わる制御性T細胞を強化していたことがわかり
ました。これがきっかけで、現在も（20年以上）
制御性T細胞の研究を続けています。このような
Serendipityが研究の醍醐味であり、面白いとこ
ろです。

A
研究が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？

ノーベル生理学・医学賞を受賞されたJames P. 
Allison博士は、私の留学先のMemorial Sloan 
Kettering Cancer Centerで、同じフロアの隣
の研究室のトップでした。とても気さくな研究者
で、私のような隣の研究室の研究員までランチに
誘って、研究談義で盛り上がりました。ちょうど
ノーベル生理学・医学賞の対象となったCTLA-4
を標的とした治験が開始されつつあった頃で、私
が研究していた制御性T細胞でのCTLA-4の役割
などについて議論しました。

A

Ⓠ 今年、ノーベル生理学・医学賞を受賞された 
Allison博士と親交がおありと伺いました。 
エピソードを教えてください。

留学先の Memorial Sloan Kettering Cancer 
Centerで、私が所属していたLloyd J. Old博士
研究室に泌尿器腫瘍部門からクリニカルフェロー
として来ていた研究員の一人（Dr. Padmanee 
Sharma）が、James P. Allison博士と非常に
活発な議論をしていました。その方が、後に、
Allison博士の奥様になりました。

Ⓠ
A

今だから言える、ここだけの話を聞かせてください

様々な疾患に関わる免疫応答の制御機構を解明し
て、個体の生命現象、疾患との関連を詳らかにし
たいと考えています。現在は、がんに対する免疫
応答を研究していますが、より多くの病気の本態
を明らかにし、新しい効果的な治療法の開発につ
なげたいと思っています。

Ⓠ
A

今後の目標は？意気込みも含めてお願いします

研究室メンバーと
実験室にて
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名大の
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価値創造型サマーキャンプ「ころたま塾」成果発表会を開催

ダン・ホアン・オワイン ベトナム司法副大臣講演会を実施

　以下のプログラムが、文部科学省「卓越大学院プログラム」（平成30年度）に採
択されました。
・「トランスフォーマティブ化学生命融合研究大学院プログラム」
　プログラムコーディネーター：山口茂弘 トランスフォーマティブ生命分子研究所・教授

・ 「未来エレクトロニクス創成加速DII協働大学院プログラム」
　 プログラムコーディネーター：天野　浩 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長・教授

　本プログラムは、海外トップ大学や民間企業等の外部機関と組織的な連携を図り、
世界最高水準の教育・研究力を結集した5年一貫の博士課程学位プログラムを構築
することにより、卓越した博士人材を育成するとともに、人材育成・交流及び新た
な共同研究が持続的に展開される拠点を創出し、大学院全体の改革を推進すること
を目的とした事業です。

　価値創造型サマーキャンプ「ころた
ま（コロンブスのたまご）塾」を（株）デ
ンソー研修施設等で開催しました。こ
れは昨年、本学とデンソーが締結した
共創教育及び価値創造に関する連携協
定に基づく活動の一環で、異なる専門
知識を持つ者が共通課題に取り組むこ
とで、発想の転換から生み出される喜
びの体験と、未来を切り拓く研究テー
マの創出を期待しています。
　今年は、各学部・研究科から23名

の学生が参加し、“アナロジーに基づ
く問題解決”に挑みました。これは、
解決策が明らかでない課題に対し、本
質を同じくする他課題の取り組みから
解を類推しようというものです。参加
者は、提示された課題から1つを選び、
知識の共有と相互理解を図りながら討
論を重ねました。10月14日（日）に行
われた成果発表会には、デンソー関係
者と本学教員も参加し、活発な意見交
換を行いました。

　ベトナムよりダン・ホアン・オワイン司
法副大臣をお招きし、特別講演会「投
資・ビジネス環境整備に向けたベトナ
ムにおける法的取り組み」をアジア法
交流館において、名古屋大学法学部同
窓会共催、ジェトロ名古屋及び中部経
済連合会後援の形で開催しました。
　オワイン副大臣は、本学で修士号を
取得し、今年4月にベトナムの司法副
大臣に就任されました。
　近年、高い経済成長率を誇るベトナ

ムに進出する日本企業が増加し、両国
の経済的な連携関係が強化されていま
す。オワイン副大臣は、ベトナムのビ
ジネス・投資分野において、同国が抱
えている法的課題や、それに対する政
府の取り組み、日本との法協力の重要
性について講演しました。
　当日は、企業・大学関係者など、
100名を超える参加者があり、講演に
熱心に耳を傾けていました。

ころたま塾サマーキャンプ

講演会の様子

■大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター

本学の2プログラムが文部科学省「卓越大学院プログラム」に指定されました！

 関連ホームページ 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/10/1409731.htm
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Meidai News

テクノ・フェア名大2018を開催 ■大学院工学研究科

名大秋祭（秋革祭）を開催

第62回経営協議会を開催

J-PARC センター名古屋大学分室を設置

　「テクノ・フェア名大2018」をIB電
子情報館等で開催しました。
　同館中棟1階廊下のブース展示には
29テーマが出展し、見応えのあるも
のとなりました。うち13テーマにつ
いては、短時間のプレゼンテーション
を行いました。さらに今回初めて、工
学部全7学科による最新のトピックス

に関するセミナーを実施し、多くの聴
講者が最先端の研究成果に熱心に耳を
傾け、活発な質疑応答が行われまし
た。また、研究室見学もあり、参加者
にとっては実験設備を間近で見ること
のできる機会となりました。
　今回の来場者は約500名で、盛況の
うちに終了しました。

　名大祭実行委員会主催による名大秋
祭（秋革祭）を昨年度に続き、ホーム
カミングデイと同日に開催しました。
　今年度はステージ企画、模擬店企
画、縁日企画、フリーマーケット企画、
エコ企画を行い、どの企画にも多くの
来場者がありました。特に、縁日企画
では親子連れが各ブースを楽しく回っ

ている姿が印象的でした。また、ス
テージ企画では、クイズ大会やビンゴ
大会の他、ダンス、バンド演奏や書道
パフォーマンスなども行われ、観衆を
集めて盛り上がりました。
　秋空の下、学生や教職員と来場者と
の交流を深める場とすることができま
した。

　第62回経営協議会を、ナショナル
イノベーションコンプレックス大会議
室にて開催しました。
　松尾総長のあいさつの後、総長に対
する中間評価、インターネット公有財
産売却システムの導入に伴う規程改
正、東海国立大学機構（仮称）、平成
31年度からの新執行部体制について

説明があり、審議の結果、了承されま
した。次いで、平成31年度概算要求、
LGBT等に関する本学の基本理念と対
応ガイドライン、平成30年度国際プ
ログラム群入学試験の結果及び進路状
況調査、軍事的安全保障研究の取扱い
に係る基本方針について報告がありま
した。

　高エネルギー加速器研究機構（KEK）
と名古屋大学における研究拠点の構築
に関する覚書の調印式が、茨城県那珂
郡東海村のJ-PARCセンターにおいて
執り行われ、髙橋理事、飯嶋　徹現象
解析研究センター長、中村光廣未来材
料・システム研究所教授、澤　博工学
研究科教授らが出席しました。

　J-PARCはKEKと日本原子力研究開
発機構が運営する大強度陽子加速器施
設であり、この覚書によって、「J-PARC
センター名古屋大学分室」が設置され
ることになりました。分室設置に伴
い、今後、同施設を利用する研究者等
の利便性等の向上によるさらなる共同
研究等の推進が期待されます。

20
10

20
10

25
10

26
10

ブース展示会場

縁日企画（射的）

経営協議会の様子

髙橋理事と齊藤直人J-PARCセンター長による看板掲揚
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名大の

今がわかる
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30
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名古屋大学地震防災訓練を実施

平成30年度名古屋大学公開講座

女性研究者トップリーダー顕彰授与式を挙行

　名古屋大学地震防災訓練を東山キャ
ンパス等で実施しました。
　授業時間中に大規模地震が発生した
ことを想定し、全学一斉避難訓練、避
難誘導、消火・救助等の自衛消防活動、
災害対策本部及び部局本部の運用、安
否確認等の総合防災訓練を行い、約
1万人が参加しました。また、キャン
パス内の各建物において、事前に設定
した状況に応じ、避難訓練・避難者確
認を行ったほか、けが人の救護と応急

手当、障がい者や周辺住民の避難対
応、火災発生時・化学物質漏えい時の
対応等を確認しました。また、減災館
に設置された災害対策本部では、各建
物から随時伝えられる報告を確認・整
理し、必要な指示を行いました。
　本学では年2回の全学防災訓練に加
え、業務継続計画（BCP）に基づく訓
練等を実施し、大規模災害発生時の安
全確保、教育・研究の継続を目指し、
有事に備えています。

　平成30年度名古屋大学公開講座が、
9月18日（火）から10月30日（火）まで
の間、ES総合館ESホールにて行われ
ました。同講座は昭和44年度に開設
され、今年度で50回目となります。
　今年度は「人間と機械－道具を生み
出す動物、人間の行くすえは？」を
テーマに本学教員10名が講師を務め、
幅広い内容の講義を行いました。終了
後には受講者から多数の質問が投げか
けられるなど、本テーマに対する関心

の高さがうかがえました。
　閉講式では、受講者138名のうち、
96名に修了証書が授与されました。ま
た、平成19年度から導入された表彰制
度に基づき、公開講座に5年参加した
12名に表彰状が、15年参加した4名に
表彰状と記念品が、宇澤　達社会連携
推進室長より授与されました。受講者
からは、来年度の開講を今から楽しみ
にしているとの声も聞かれました。

　平成30年度女性研究者トップリー
ダー顕彰授与式が、本部1号館4階総
長応接室において挙行されました。
　これは、文部科学省「ダイバーシ
ティ研究環境実現イニシアティブ（特
色型）」事業の取り組みとして、研究
業績・研究能力が優れているだけでな
く、近い将来、本学の役員や管理職と
して活躍することが期待される女性研
究者を顕彰するものです。
　第2回目となる今年度は、9部局か

ら申請があり、厳正なる審査の結果、
以下3名が選ばれました。
・ 大学院理学研究科附属ニューロサイエ

ンス研究センター 森　郁恵 教授　
・大学院生命農学研究科　
 池田素子 教授　
・未来材料・システム研究所
 田川美穂 准教授
　授与式の後、総長を囲み、本学にお
ける女性活躍の現状や課題について意
見交換を行いました。

災害対策本部（減災館）

宇澤社会連携推進室長、戸田山教養教育院長と 
永年表彰者による記念撮影

総長と被授与者

■男女共同参画センター
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Meidai News
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第6回教育基盤連携本部セミナーを開催

2018年度入館者2万人を達成

未来社会創造機構マテリアルイノベーション研究所設立記念式典を開催

　第6回教育基盤連携本部セミナーを
ES総合館ESホールにおいて開催し、
全国から約100名の大学関係者及び高
校教員等が参加しました。 
　今回のセミナーは、「全ての入試改
革はなぜ失敗に終わるのか」をテーマ
に、松下教育基盤連携本部長の挨拶の
あと、倉元直樹東北大学高度教養教
育・学生支援機構高等教育開発部門入
試開発室教授が、入試改革を高校はど
う受け止めているか、高校にどのよう

な影響を及ぼすか、大学には何が求め
られるか等について、過去の大学入試
改革の事例を踏まえ、講演しました。 
2020年度の大学入試改革を目前に控
え、参加者は熱心に耳を傾け、講演後
の質疑応答では活発な意見交換が行わ
れました。 
　最後に、木俣同本部副本部長より、
講師へのお礼とまとめの挨拶があり、
セミナーは盛況のうちに終了しました。

　博物館では、年度ごとに入館者をカ
ウントしています。本年度2万人目の
入館者は、長野県飯田市から来館され
たご夫妻でした。熱心に館内を見学な
さっているところをスタッフが呼び止
め、「おめでとうございます！」と告げ
ると、お二人とも驚くと同時に少し照
れていらっしゃる様子でした。また、
大路館長から、遠方からわざわざ足を
お運びくださったことに対するお礼の
言葉とともに、賞状と記念品の図録及

び化石が贈られ、和やかな雰囲気の中
で授与式が執り行われました。
　当館展示室では、主に古生物の研究
に関する常設展示のほか、「年画」、「カ
ニコレ’18」に続き、11月20日（火）か
らは、名古屋どまつりの踊りの魅力を
紹介する企画展「おどる色彩　舞うひ
びき」を開催しています。今後も多く
の方に楽しんでいただけるような展示
を企画する予定です。

　野依記念学術交流館において、未来
社会創造機構マテリアルイノベーショ
ン研究所設立記念式典を開催しまし
た。同研究所は、マテリアル領域にお
けるイノベーションへの貢献と産学官
連携による社会的価値の創造を目的
に、今年10月1日に設置されました。
　式典では、松尾総長による挨拶の
後、来賓の勝野頼彦文部科学省科学技
術・学術政策局科学技術・学術総括官、
飯田祐二経済産業省産業技術環境局長

（篠田顕一中部経済産業局地域経済部
産業技術課長代読）から祝辞があり、
則永行庸マテリアルイノベーション研
究所長より同研究所の概要説明が行わ
れました。
　続く記念講演会では、藤嶋　昭東京
理科大学前学長、渋江和久（株）UACJ
取締役兼専務執行役員R&Dセンター
所長、間瀬清芝トヨタ自動車（株）先進
技術開発カンパニー基盤材料技術部部
長による講演が執り行われました。

講演する倉元教授

表彰の様子

勝野科学技術・学術総括官による挨拶

■博物館

■未来社会創造機構
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学生の元気

平成30年度名古屋大学体育会会長表彰 表彰式

　10月16日に行われた体育会結果報告会の中
で、平成30年度名古屋大学体育会会長表彰表彰
式が、名古屋大学体育会により挙行されました。
　この表彰は、本学体育会に加盟するクラブにお
いて、昨年10月から今年9月末までに各種競技
大会で優秀な成績を収めた個人、団体及びその指
導者の栄誉を讃え、その功績を広く顕彰すること
を目的に、平成元年に創設された制度です。
　今年度は、個人7名と5団体が本学体育会副会
長の木俣副総長から表彰され、1年間のめざまし
い成果が讃えられました。なお、受賞した個人及
び団体には、副賞として名古屋大学校友会から記
念品等が贈呈されました。

彰表

名古屋大学体育会会長表彰　受賞者一覧
（表彰対象期間：平成29年10月1日～平成30年9月30日）

個人の部（7名）
個 人 名 所属団体名 出場大会名及び成績

伊
い べ

部　琴
こ と み

美
オリエンテーリング部

Junior World Orienteering Championships 2018に出場
（世界ジュニア選手権大会）

南
みなみかわ

河　　駿
しゅん World Orienteering Championships 2018に出場

（世界選手権大会）

出
いずはら

原　魁
か い と

人
フライングディスク部

WFDF2018世界ジュニアアルティメット選手権大会（19歳以下）」
日本代表メンバー選出

鳥
と り い

居　芳
よしなり

成
WFDF2018世界ジュニアアルティメット選手権大会（19歳以下）」
日本代表メンバー選出

佐
さ は ら

原　文
ふみはる

東 合気道部 名古屋大学合気道部を40年にわたり指導し、合気道部発展のため貢献
された

舘
た て の

野　晃
てるかず

和 馬術部 第53回中部学生自馬競技大会　総合馬術競技　優勝

真
ま の

野悠
ゆ う た ろ う

太郎 陸上競技部 第102回日本陸上競技選手権大会400mH　7位入賞

団体の部（5団体）
団 体 名 出 場 大 会 名 及 び 成 績

アメリカンフットボール部 第43回東海学生アメリカンフットボールリーグ　優勝

弓道部
第57回全国七大学総合体育大会　弓道競技　女子の部　優勝

第53回中日本弓道近的選手権大会　一般女子　団体の部　優勝

ソフトテニス部 第57回全国七大学総合体育大会　女子1位

フォーミュラチーム FEM
第16回全日本学生フォーミュラ大会　EV 総合優秀賞

第16回全日本学生フォーミュラ大会　国土交通大臣賞

ボート部

第50回中部学生選手権競漕大会　総合第1位

第50回中部学生選手権競漕大会　男子総合第1位

第50回中部学生選手権競漕大会　女子総合第1位

 男子ラクロス部が第27回東海学生ラクロ
スリーグ戦で優勝！
 工学部環境土木・建築学科4年の竹内宏輔さ
ん、久保元広さんの作品が第4回学生住宅
デザインコンテストでグランプリを受賞！
 第71回全日本合唱コンクール全国大会に
おいて混声合唱団コール・グランツェが3
年連続の金賞受賞！

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307 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no307.html

祝 受賞

　日本学術振興会では、学術研究の将来を担う研究者の養成・確保を目
的とした特別研究員事業を行っており、その選考に際しては、専門的見
地から３段階にまたがる審査を実施しています。なかでも第１段の書面
審査は、すべての審査の基盤となるものであり、その質を高めていく
ことが大変重要とされています。このため、同会学術システム研究セン
ターにて、審査終了後、書面審査結果の検証を行い、その結果を翌年度
の専門委員の選考に反映しています。また、平成21年度からは当該検
証結果に基づき、書面審査において有意義な審査意見を付した専門委員
を表彰することとし、対象となった任期2年目の専門委員約600名から、
本学教員以下7名が選考されました。

近藤　高明　大学院医学系研究科 教授
大野　哲靖　大学院工学研究科 教授
中村　　光　大学院工学研究科 教授
秦　　誠一　大学院工学研究科 教授
廣明　秀一　大学院創薬科学研究科 教授
坪木　和久　宇宙地球環境研究所 教授
西田佐知子　博物館 准教授

平成29年度日本学術振興会特別研究員等
審査会専門委員（書面担当）表彰を
本学教員７名が受賞

西田准教授坪木教授廣明教授

秦教授

大野教授

中村教授

近藤教授

　フジサンケイ ビジネスアイ（日本工業新聞社）では、理工系
学生の独創性と創造性を育み、研究への意欲を高めることを目的
に、1986年に「先端技術学生論文表彰制度」を創設し、第16
回からは、「科学技術創造立国」の実現には産学官の連携や若手
技術者の育成が不可欠として、企業の若手研究者・技術者も表彰
対象に加え、名称も「独創性を拓く 先端技術大賞」に改めました。
　荒木教授は、銅系超弾性合金の材料研究と制震用建築部材への
応用に関する業績が評価され、大森俊洋東北大学大学院工学研究
科准教授、貝沼亮介同教授及び株式会社古河テクノマテリアル喜
瀬純男氏と共同受賞しました。
　高円宮妃久子さまご臨席の下、7月11日に東京・元赤坂の明
治記念館で授賞式が開かれました。

フジサンケイ　ビジネスアイ主催
「第32回独創性を拓く 先端技術大賞」産経新聞社賞を
大学院環境学研究科　荒木慶一教授が受賞

レセプションにて高円宮妃久子さまに
研究成果を説明する荒木教授（中央） 産経新聞社提供

大型単結晶超弾性合金の開発と制震構造への応用展開

受賞対象となった研究テーマ
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ソルガムにおける乾汁性決定遺伝子の発見
－糖やエタノールの生産性向上に関わる100年来の 
謎を解明－

従来の手法よりも簡単に三次元網目構造を 
有する高分子ゲルの調製に成功！
－未来医療・ソフトロボットへの適用に期待！－

大気中のすす粒子による地球温暖化効果
－個々の粒子の大きさや被覆量の違いを考慮する 
重要性を解明－

学習速度を制御するメカニズムを発見！

世界初！次世代電池内部のリチウムイオンの 
動きを充放電中に可視化
－次世代電池の実用化に向けて大きく前進－

「ロボット介護機器開発ガイドブック」の無償配布を開始
－AMEDロボット介護機器開発・導入促進事業 

（基準策定・評価事業）最終成果物を公開－

〇 ソルガムの乾汁性（茎水分含量によって規定される形質）
を決定する遺伝子を発見し、その働きにより、茎柔組織
の大規模な細胞死が引き起こされることを明らかにした

〇 製糖・エネルギー作物として高い潜在能力を持つ、ソル
ガムの乾汁性決定遺伝子の存在は、100年以上前から予
想されていたが、世界に先駆けて、その特定に成功した

〇 茎水分含量の増大は、茎搾汁液からの糖やエタノールの生産性向上に直結
するため、今回の研究成果は、さまざまな製糖・エネルギー作物における
品種改良の効率化に役立つものと期待される

〇 必要な化合物を混ぜる
だけで、分子量の揃っ
た高分子から形成され
た三次元網目構造の高分子ゲルを自動的に調整する開発に成功

〇 地球全体の大気を対象とし
たすす粒子の数値シミュ
レーションを行い、すす粒
子が大気を加熱する効果を
精度良く推定するためには、これまで注目されてこなかった個々の粒子の
大きさ（特に、大気に排出された直後の粒子の大きさ）や化学組成（すす
粒子以外の成分による被覆量）を高い精度で表現・計算することが不可欠
であることを明らかにした

〇 将来のすす粒子の削減対策や温暖化対策を評価する際にも、個々の粒子の
大きさと被覆量が重要な役割を果たすことがわかった

〇 てんかんの原因となるSLO-2カリウムチャネル
の過剰な活性化によって、線虫の飼育温度を変
化させた際に、温度走性行動における温度嗜好
性の変化が遅くなる

〇 SLO-2カリウムチャネルは、温度受容ニューロ
ンAFDの反応性の変化を遅くする

〇 線虫の温度走性行動は、てんかんのモデル系となりうる

〇 走査型透過電子顕微鏡内で全固体リチウムイオ
ン電池を充放電させ、電子エネルギー損失分光
法と高度画像解析技術（多変量解析技術）を駆
使し、コバルト酸リチウム（LiCoO2）正極内に
おけるリチウムイオンの2次元分布の変化を可
視化することに世界で初めて成功

〇 LiCoO2 正極内でのリチウムの不均一な分布が充放電時のリチウムイオン
の動きに影響

〇 LiCoO2正極内では、固体電解質の界面近傍に四酸化三コバルト（Co3O4）
が混在しており、これによりリチウムイオンの移動が妨げられることが判明

〇 ロボット介護機器の安全設計・
試験法、効果評価法をまとめた
ガイドブックなどの無償配布

〇 被介護者や介護者の生活機能の
目標設定から始めるロボット介
護機器の設計方法を提案

〇 介護者不足などの課題を解決するロボット介護機器の開発促進への貢献に
期待

生物機能開発利用研究センター　佐塚隆志准教授
大学院工学研究科
　城地悠人大学院生　関 隆広教授　副島敬正大学院生 
　佐藤浩太郎准教授　上垣外正己教授　竹岡敬和准教授

大学院環境学研究科　松井仁志助教 大学院理学研究科　青木一郎研究員　森 郁恵教授

未来材料・システム研究所　齋藤 晃教授 大学院工学研究科　山田陽滋教授
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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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太陽観測ロケットFOXSI-3の打ち上げ成功！
－世界初の軟X線撮像分光観測を実現－

眼科手技を模擬した眼科手術シミュレータの開発
－マイクロフックを用いた緑内障手術用眼球モデルの 
開発に成功－

自閉スペクトラム症と統合失調症：2つの精神疾患 
における発症メカニズムのオーバーラップを発見！
－ゲノム医療への展開に期待－

運動による心臓病の改善メカニズムを解明！
－骨格筋から産生される善玉ホルモンを発見－

日本を分断する糸魚川－静岡構造線最北部の 
謎が明らかに
－新潟県南西部、「糸魚川」地域の5万分の1地質図幅を刊行－

サプリメント、医薬品原料、香料、 
バイオ燃料等の生物生産の効率化に期待！
－古細菌の祖先型メバロン酸経路は倹約上手？－

〇 米国時間2018年9月7日、ニューメキシコ州ホワイ
トサンズより国際共同太陽X線観測ロケットFOXSI-3 
の打ち上げに成功

〇 宇宙地球環境研究所と国立天文台で開発した高速
CMOSカメラと、理学研究科で開発した太陽の強烈な
可視光を遮光しX線のみ透過させるフィルターの組み
合わせにより史上初の太陽軟X線の撮像分光観測に成
功した

〇この観測により、太陽の高エネルギープラズマの精確な測定が実現する

〇 動物実験では必要とされる倫理審査が不要で、
どこでも設置可能な人間そっくりな眼科手術
シミュレータを開発

〇 世界に先駆けて、マイクロフックを用いた低
侵襲緑内障手術に対応した眼球モデルの構築・
搭載に成功し、一連の手術動作の訓練が可能
に

〇 若手医師の早期習熟に貢献することを期待

○ 自閉スペクトラム症と統合失調症の日本人患
者を対象に、ゲノムコピー数変異（CNV)の
大規模かつ直接的な比較解析を実施

○ 両疾患の患者の各々約8％で病的なCNVを確
認し、変異の重複する部分があることが判明。
また、両疾患の生物学的な発症メカニズムでも広範な重複があることがわ
かった

○ 病的なCNVをもつ患者は知的能力障害を合併しやすいことを見出した
○ 情報科学的な手法により、大規模CNVに含まれる複数の遺伝子の中から、

病態に関連した遺伝子の候補も同定

○ マイオネクチンは骨格筋が産生するホルモンであ
り、マウス急性心筋梗塞モデルにおいて心筋組織で
の細胞死と炎症を抑制し、心筋障害を改善した

○ マウスにおける持久性運動は、マイオネクチンの血
中濃度の増加を介して急性心筋梗塞モデルでの心筋
障害を改善した

○ 運動による心保護効果においてのマイオネクチンの重要性がはじめて示さ
れ、マイオネクチンは虚血性心疾患の予防・治療薬開発、及び運動を模倣
する創薬開発の標的分子になりうると期待される

〇 日本列島の成り立ちを知る上で重
要な糸魚川－静岡構造線の最北端
にあたる地質図幅を完成

〇 糸魚川－静岡構造線の最北部付近
では100万年前以降の急激な隆起
活動があった

〇 「糸魚川」地域にはプレート境界は存在しない

○ 超好熱性古細菌より2つの
新奇酵素を見出すことで、
これまで謎であった変形メ
バロン酸経路の全容を解明
した

〇 同経路は過去に見出されたメバロン酸経路に比べてATP消費が少なくて
済む省エネ型の代謝経路である

〇 この変形経路は大部分の古細菌に利用されており、全てのメバロン酸経路
の進化上のプロトタイプと考えられる

宇宙地球環境研究所　石川真之介研究員
大学院理学研究科　三石郁之助教

大学院工学研究科　新井史人教授　小俣誠二特任助教

大学院医学系研究科　尾崎紀夫教授
高等研究院　久島 周特任助教

大学院医学系研究科
　大内乗有寄附講座教授　室原豊明教授　大高直也大学院生

大学院環境学研究科　竹内 誠教授

大学院生命農学研究科
　吉村 徹教授　邊見 久准教授　伊藤智和講師
　早川 祝大学院生　本山賢人大学院生　祖父江史明大学院生 
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　愛知県北設楽郡の設楽町、東栄町、豊根村の計15地区で伝承されている花祭は、
国が最初に重要無形民俗文化財に指定したものの一つであり、研究者や愛好家から
はよく知られた存在です。東栄町には、この花祭の展示に特化した「花祭会館」が
あります。花祭会館は昭和53年に設立されましたが、時代の経過とともにその展示
内容を見直す必要が出てきていました。
　東栄町は、今年から3年計画で、花祭会館のリニューアル事業に着手しました。
本事業は、佐々木重洋人文学研究科教授との共同で進められます。リニューアルに合
わせ、学・民・官による共同調査研究、展示資料の一部刷新も計画されています。また、
新たにデジタルアーカイヴ・ブースを導入し、「東栄フェスティバル」の開催日であ
る11月3日（土）から一般公開されています。なお、10月26日（金）には、報道関係
者を招いて当該ブースの説明会が開催されました。平成32年度のリニューアル完成
に向け、地域と大学が一丸となって調査研究と成果の共有・発信に努めていきます。

国重要無形民俗文化財「花祭」の資料館リニューアルに協力

ブレイクタイム

　10月23日（火）から25日（木）の間、『名古屋大学職員創作美術展』が野依記念学
術交流館にて開催されました。教職員及びOB・OG41名が、書道・絵画・陶芸・絵
手紙・写真・手工芸の47作品を出品しました。
　本美術展は、職員自ら創作活動を楽しむこと、美術鑑賞の奨励・余暇の一層の充実
を図ること等を目的に平成4年から開催してきましたが、今年で最後の開催となりま
した。来場者からは、作品を楽しむだけでなく、教職員等の意外な一面を知り、刺激
を受ける機会となったと感想をいただきました。出展者からは、作品発表を楽しみに
創作に励み、仕事以外のつながりを持てる場となっていたので終了を寂しく思うと
いう意見や、年々出展する人が減っているので致し方ないという意見がありました。
　最後の美術展となった今回は、例年以上に賑わいある開催となりました。

最後の職員創作美術展が開催されました

新設された動画ブースと花祭デジタルアーカイヴ

出展者の皆さんで記念撮影

追 悼 下村 脩特別教授のご逝去の報に接し

　緑色蛍光タンパク質（GFP）の発見と開発により、2008年ノーベル化学賞を受賞

した下村 脩本学特別教授が10月19日、ご逝去されました。この悲報に接し、下村

特別教授と縁のある上村大輔名誉教授が以下の追悼コメントを寄せてくださいました。

在りし日のお姿を偲び、名古屋大学関係者一同、心よりご冥福をお祈りいたします。
「名古屋大学レクチャー」でのご様子（2009年3月）

下村　脩先生のご逝去を悼み
　10月21日、名古屋大学特別教授 下村  脩先生の訃報が全国に流れ
ました。非常に親しくしていただいたこともあり、誠に残念の極みで
す。2008年ノーベル化学賞の発表に際し、先生は「名古屋大学の平田
義正先生にお世話になった」とお話しになり、学内で大騒ぎになった
ことがつい最近のように思われます。平田先生には、生物発光の研究
への第一歩を踏み出す機会を与えていただき、また、家族ぐるみのお
付き合いであったと話していらっしゃいました。常々、「実験がうま
く、研究一筋の才人」と平田先生が評価されていたことを思い出しま
す。GFPの発見で、ケミカルバイオロジーの新分野が立ち上がり、若
手研究者に研究の神髄をお示しになられました。ここに最大の敬意を
表しますとともに、心よりのご冥福をお祈り致します。 合掌　
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イベントカレンダーEvent Calendar

　他のイベント及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 イベント情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/event/index.html

ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
開館1周年記念シンポジウム

「ジェンダー研究機関の過去・現在・未来」

第2回多様性リテラシー研修会 
「個人の尊厳と多様な個性を尊重する基本宣言」 
設立記念シンポジウム

第8回シンクロトロン光研究センターシンポジウム

1月11日（金）
場　　所： ジェンダー ･リサーチ ･ライブラリ 

2階　レクチャールーム
時　　間：17：00～19：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

内　　容：講演、パネルディスカッション
講演題目： 「大学における女性学・ジェンダー 

研究センターの役割と課題： 
大阪府立大学の経験から」

講 演 者：伊田久美子氏 ( 大阪府立大学教授 )

12月21日（金）
場　　所：アジア法交流館2階
時　　間：13：00～15：00
定　　員：150名
参 加 費：無料

テーマ：「多様性と生産性を考える」
内　容：講演、パネルディスカッション

1月17日（木）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～18：00
対　　象：学生、一般
参 加 費：無料（意見交換会は2,000円）

内　容：
研究成果や光源加速器・ビームライン開発に関
するトピックを紹介し、放射光を利用した新た
な研究の可能性や有効性について議論する

［問い合わせ先］ ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
 grl@adm.nagoya-u.ac.jp

［問い合わせ先］ 男女共同参画センター
 kyodo-sankaku@adm.nagoya-u.ac.jp

［問い合わせ先］ シンクロトロン光研究センター　052-747-6562

2018年12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

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.307 2018年12月

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
「名大ウォッチ」ウェブ版

22
11

31
10

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

台風の目に飛び込む

小さな国際空間の大きな力

国際機構 辻特任教授のエッセイ

インターネット販売スタート！
　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、本エッセイを文
庫本にしたものを名古屋大学生
協店舗での販売に加え、11月
からインターネット上で販売す
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。
　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、以下サイトをご確認ください。

アマゾン　名大ウォッチNEW!
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保健医療リーダー

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 創 薬

PhD登龍門 理 学 数理科学減災館教育70周年 博物館 文学75周年

名古屋大学基金の
ご案内

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 特定基金

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▶︎

写真で見る30年前の四
よ つ や

谷通・山
や ま て

手通界
かいわい

隈
　学生の大学生活の場といえば、もちろん第一には
キャンパスですが、卒業生にとってはその周辺の街で
過ごした時間も思い出深いのではないでしょうか。し
かし、当時の地図はあっても、写真となるとなかなか
残っていないものです。卒業アルバムにもそういった
写真は意外に少ないのです。
　その中で1988（昭和63）年の生協卒業アルバムは、
本山から東山キャンパス付近にかけての四谷通・山手
通界隈の写真が、ある程度まとまって掲載されている

数少ない例です。写真にはキャプションが付いておら
ず、どこにあった店や建物なのか分からないものも少
なくありません。それでも、当時のこの界隈の雰囲気
や、現在に至るまでに景観がずいぶん様変わりしたこ
とを感じ取ることができます。
　当時は、本山から東山キャンパスまで地下鉄が通っ
ておらず、毎日のように多くの学生たちがその間の道
を歩きました。それだけに、この界隈への思い入れも
ひとしおなのではないかと思います。

1　�本山交差点の服部本山ビル。このビルには本山ボウルのほか、松坂屋
ストアが入っていたが、現在はマックスバリュ等が入り、ビルの外観も
大きく様変わりしている。

2　�当時の名大生は、服装等の垢抜けなさから「本山原人」とも呼ばれてい
たと言うが、すでにその頃の四谷通にはファッションビルが多かった。
もっともアルバムには、「この辺りのファッションビルには縁のない人
が多かったりして（笑）」などと書かれている。

3　�現在も四谷通に面して建つ桃巖寺。現在、真緑の「名古屋大仏」が
ちょっとした観光スポットになっているが、この大仏は1987年に建立
された。

4　�四谷通3丁目交差点にあった、名大生愛用（？）のタバコ屋「若葉」。現
在はマンションになっている。このタバコ屋のすぐ近くにあったサーク
ルKも今はない。

5　�鏡ヶ池北の鏡池通にあった名大生のたまり場（？）、喫茶店「ミヤ」、麻
雀店「龍」、理容店「カミヤ」。現在はマンションが建っている。

6　�山手通1丁目交差点の南、山手ビルの1階には飲食店等が並ぶ。ブロン
コビリーは、現在はハンバーグ専門店「ハロキ」になっている。そば屋
「大桐」とローソンは今も健在。

1 2
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