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クローズアップ 世界屈指の新しい大学群による
Next Societyの実現東海国立大学機構設立に向けた基本合意について

　国立大学法人岐阜大学と国立大学法人名古屋大学は、平成
30年12月25日に「東海国立大学機構」の設立に向け基本
合意※をしました。
　全ての国立大学は、法律に基づき国立大学法人によって設
置されることになっていますが、今回の基本合意は、岐阜大
学と名古屋大学を設置する二つの国立大学法人を統合して、
共通する一つの国立大学法人とした上で、この法人が岐阜大
学と名古屋大学を設置し、それぞれの大学を経営する形式に
移行することを目指すものです。この法人統合実現のために
は、法律（国立大学法人法）の改正が必要であり、現在、国
において検討が進められています。両国立大学法人は、国に
よる制度的な整備が行われることを前提に、統合に向けた準
備をしています。

　岐阜大学と名古屋大学が所在する東海地域は、製造業が域
内に高密度に集積した世界有数の経済圏であり、20世紀中
盤から今日に至るまで、世界で最も経済的に成功した地域の
ひとつです。一方で、現代はデジタル革命、第四次産業革命
とも言われる変革期にあり、産業構造も社会も、大規模かつ
急激に変化することが予測されています。このような中で、
この繁栄を維持するためには世界を先導するようなイノベー
ションを持続的に創出しなくてはなりません。

　世界のイノベーションをリードする地域には、いずれも有
力な大学あるいは大学群があることが成功のカギの一つと
なっています。高等教育機関として優れた人材を育成し、最
新の研究により世界屈指の知的成果を生み出す大学の役割は
大変重要であり、地域創生に貢献するとともに地域の発展を
取り込んで、大学も教育や研究をはじめとする機能を飛躍的
に強化させていく好循環が形作られているのです。このよう
な観点に立ち、岐阜大学と名古屋大学は、未来社会に向けた
大学の役割として、東海という広がりをもった地域を視野に
おいて、大学の役割・機能を一層強化するための一体的な経
営が必要であると考えました。

　地域貢献をその使命とする岐阜大学と、世界屈指の研究大
学を目指す名古屋大学は、そのミッションの違いを前提とし
ながらも、両大学を一体的に経営する東海国立大学機構の下
で持てる力を共有し、教育・研究力の強化を図るとともに事
務体制・支援体制の統合や経営の高度化を進めることにより、
これまで以上に地域創生に貢献し、世界屈指の研究大学への
発展に向けて機能を強化していきます。東海地域の産業は強
固にネットワーク化されており、かつ多くの企業が世界展開
をしています。また、ものづくりだけではなく、農業もサー
ビス業も転換を迫られています。従って、地方創生への貢献
と世界競争力の強化は表裏一体のものととらえ、お互いの大
学の強み、特色、リソースなどを活かしながら戦略的かつ効
率的に推進していきたいと考えています。

署名した基本合意書を掲げる両大学長
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世界屈指の新しい大学群による
Next Societyの実現東海国立大学機構設立に向けた基本合意について

　東海国立大学機構の設立後も、岐阜大学と名古屋大学は引
き続きこれまでの形で存続しますが、法人統合により、従来
の大学間連携では不可能であった、それぞれの大学の特長を
活かした教育面での協働、重なり合う分野の力を活かした高
度な研究拠点の形成、世界水準の研究活動による知的成果の
創出、そして、国際通用性のある質の高い教育の展開を図り、
将来、有為な人材を社会に送り出していきます。

　岐阜大学、名古屋大学への進学を検討されている受験生及
び保護者の皆様、両大学の在学生、卒業生の皆様、両大学を
様々な形でご支援いただいている東海地域の皆様、自治体、
産業界の関係者の皆様、そして、国立大学法人の基盤を支え
ていただいている国民の皆様には、今回の基本合意の趣旨に
ついてご理解をいただきますようお願い申し上げます。今後
も両大学が一層の発展を目指した東海国立大学機構の設立と
その運営について、構成員一丸となり全力で取り組んでまい
りますので、引き続きご支援をいただけますと幸いです。

※ 平成30年12月25日開催「基本合意書締結式」の動画や「基本合意書」、
当日の説明資料等を次のURLにて公開しております。

　URL： http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20181225.html

基本合意書の締結について、柴山文科大臣へ報告（平成30年12月27日）
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Q &A
先生に一問一答

あまの　ひろし
1988年3月名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程単位修
得退学、同年4月工学部助手、1992年4月名城大学理工学部講師、
助教授、教授を経て、2010年4月名古屋大学大学院工学研究科教
授、2015年10月より現職。趣味はジョギング。

Ⓠ
学生当時を振り返ると、浜松から名古屋に来て、初めて下宿して、自
分で電気代やガス代を払って、自炊して、銭湯に行って、原付を買っ
て…と初めてづくしの毎日で、一つ一つの出来事が刺激的で楽しかっ
たことを思い出します。人生にとって、「大学生」という期間は、社
会の一員として自立するために様々な経験を積むことができる珠玉の
時だと思います。

A
「My Best Word」を選ばれた理由は？

窒化ガリウム（GaN）という同じ材料を今でも研究対象としています。
GaNは、ただ青く光るだけではなく、トランジスタに応用すると、従
来の材料と比べて非常に効率よく直流から交流に変換したり、たくさ
んの情報を一気に送ったり受けたりすることができることが分かって
います。化石燃料を無駄使いすることなく、かつ、今よりもっと便利
な社会インフラの構築を目指して研究を進めています。

A

Ⓠ ノーベル物理学賞受賞から4年。先生は現在、どのような
研究をされているのですか？

どの先生の講義だったか忘れてしまったのですが、学
部1年生の時の工学序論で、工学部の“工”の字の意
味を語っていただいたときですね。「工学というのは
一（ひと）と一（ひと）とを結ぶ学問なのだよ」と言わ
れて初めて学問の意味に気が付いた、と感じていま
す。高校生の時までは、勉強することの意味が理解で
きず、中途半端なまま過ごしていたのですが、その講
義を境に勉強することがとても好きになり、世界が変
わって見えるようになりました。

A

Ⓠ 学生時代を振り返って、最も印象に残ってい
る思い出は？

高校生の時は数学が好きだったので、理学部数学科に
憧れた時期もありました。しかし、受験が近づくと、
現実の社会により近い学問であることや、中学生時代
アマチュア無線をやっていたこともあり、進む道を工
学部電気系学科へ変更しました。

A

Ⓠ 高校生の時、理系（工学系）学部への進学を
志したきっかけを教えてください。

　自　立
MyBestWord

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

天
野
　
浩

4



4年生の時から始めた青色LEDの研究は、全て
が楽しかったです。それまでも大学のカリキュラ
ムの中で実験は行っていましたが、与えられたも
の、結果が分かっているものばかりでした。それ
に比べ、青色LEDの研究は、全てが初めてのこ
とばかりで新鮮でした。特に、結晶を作る装置の
組み立てが楽しかったです。現在、国立研究開発
法人物質・材料研究機構理事で、私の1年先輩の
小出康夫さんと一緒に作ったのですが、足りない
部品を他の研究室からもらったり、石英やグラ
ファイトの加工を自分でやったり、加熱用コイル
も自分たちで工夫して作ったり……と思い出す
と、今でも当時に戻りたいくらいです。市販の高
価な装置を使っている研究室を見学させてもらっ
て、その良いところを自分たちの装置に取りこも
うとワクワクしながら試したこともありました。
作製した結晶は白く濁っており、指導教員から、

「君の作る結晶はすりガラスのようだねえ」と言
われていましたが、それも顕微鏡で見てみると、
いろいろな形をしており、面白くてたまらなかっ
たです。

A

Ⓠ 学生時代、研究が面白い！と思った瞬間
はどんな時ですか？

たくさんありますが、一つ選ぶとしたら、海外に
行っておけばよかったと思います。生活にゆとり
がなかったので、学部、修士課程在学中は海外に
行った経験がありませんでした。今、考えると、
世の中には、日本とは違ういろいろな世界がある
ことを、もっと早く知っておけばよかったと強く
思います。

A

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

皆さんの未来には無限の可能性が広がっていま
す。その可能性を掴むかどうかは、皆さんの不断
の努力や挑戦する気持ち次第です。私自身も研究
をする際に、人より早く、たくさんの失敗を経験
することによって、他の人がやっていなかったこ
とにたどり着けることができたと思っています。
失敗が経験できる場こそ大学なのだと思います。
是非、皆さんも、やりたいことにどんどん挑戦し
て、たくさん失敗を経験して、多くのことを学ん
でください。

A

Ⓠ 名古屋大学の新入生や、受験生の皆さん
へのメッセージをお願いします。

読みたい本、読むべき本は年齢とともに変わりま
すよね。当時は、ブルーバックスを良く読んでい
ましたが、今、勧めるとしたら、スティーブン・
R・コヴィーさんの『7つの習慣』です。サバティ
カルで3か月間、米国のサンディア国立研究所に
お邪魔したとき、受入先のHanさんから勧めら
れた本です。忙しくて、多くのことを並行してこ
なさなければならないとき、何が最優先事項かを
考えることから始まって、自分は何のために生き
るのか、目標を実現するために普段からどのよう
に生活しなければならないか、ということを考え
るきっかけになりました。

A

Ⓠ 読書がお好きと伺っています。オススメの
本があれば理由とともに教えてください。

研究室ではバランスボールに乗ることも。

引っ越したばかりの新オフィスのラウンジでくつろぐ。

　　1月に
　新しいオフィスに
引っ越しました。
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名大の

今がわかる
!

名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー2号ファンド（仮称）運営事業者を決定

財務・金融行政実務講義で金融庁長官講演を実施 ■経済学部

未来社会創造機構ナノライフシステム研究所設立記念シンポジウムを開催 ■未来社会創造機構

シミュレーションモデルとリモートセンシングによる農業生産性評価にかかるオープンセミナーを開催 ■農学国際教育研究センター

　東海地区産学連携大学コンソーシア
ムを構成する名古屋大学、名古屋工業
大学、豊橋技術科学大学、岐阜大学、
三重大学に由来するベンチャー企業へ
の投資を目的とする「名古屋大学・東
海地区大学広域ベンチャー2号ファン
ド（仮称）」の運営事業者の選定審査
会が10月23日に行われ、その結果、

運営事業者はBeyond Next Ventures
株式会社に選定されました。
　なお、12月4日（火）、同社伊藤　毅
代表取締役社長をお招きして、総長応
接室にて協定調印式を執り行いました。

　経済学部の財務・金融行政実務講義
において、遠藤俊英金融庁長官による
講演を開催しました。「安定的な資産
形成のための金融リテラシー」という
演題で、特に、現在の低金利の下では、

「夢の実現」、「将来への備え」のため
に金融リテラシーを身につけることが
大切であること、具体的には資産形成

のための長期投資、積立投資、分散投
資の効果や社会保険制度と、それでは
カバーできないリスクのための民間保
険の役割、住宅ローン等の分かりやす
い説明がありました。また、最近のト
ピックスとして、Fin TechやSDGs（持
続的開発目標）の意義等も紹介いただ
きました。

　野依記念学術交流館において、ナノ
ライフシステム研究所設立記念シンポ
ジウムを開催しました。本研究所は、
Society 5.0実現に貢献するイノベー
ション創出と社会価値創造を目的に設
立され、ナノとライフとシステムを繋
ぐ異分野融合型研究・教育、本格的産
学連携、国際連携を推進しています。

　シンポジウムには、学内外から約
100名が出席し、工、医、理、農、情報、
創薬の分野横断・産学連携の研究成果
や国際連携成果が発表され、今後の研
究所の活動にかかる活発な意見交換と
従来にない異分野融合研究に基づく本
格的産学連携を進めるための議論が行
われました。

　農学部第7講義室において、東北大
学大学院農学研究科本間香貴教授を招
き、第3回オープンセミナーを開催し
ました。「シミュレーションモデルと
リモートセンシングによる農業生産性
評価」と題し、実際の農業生産現場に
おける作物の生産性を気象、土壌、農
家の栽培管理、慣習等の様々な角度か

ら調査・評価する研究方法や評価を客
観的・量的・統合的に行うためのリモー
トセンシング、シミュレーションモデ
ルに関する技術開発を説明いただくと
ともに、東南アジア各地での調査例も
紹介いただき、最前線の情報を参加者
と共有する機会となりました。

4
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伊藤社長と松尾総長

講演中の遠藤金融庁長官

シンポジウムの様子

本間教授と来場者との質疑応答
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Meidai News

多様性推進のためのシンポジウムを開催 ■障害者支援室、男女共同参画センター、ハラスメント相談センター、国際教育交流センター

名古屋大学全学同窓会講演会を開催

野外観察園セミナーハウスサテライト展示－キノコの写真展を開催 ■博物館

第11回高等研究院レクチャーを開催 ■高等研究院

　アジア法交流館において、「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『多様性と
生産性を考える』を開催しました。
　名古屋大学では、平成30年、多様
性を推進するために「個人の尊厳と
多様な個性を尊重する基本宣言」と

「LGBT等ガイドライン」の2つの重

要な施策を実施しました。同シンポジ
ウムでは、これらを紹介するととも
に、主にLGBT等と障害の観点から、
多様性を推進するためにはどうすれば
よいかについて、多くの参加者ととも
に活発な議論を行いました。

　名古屋大学全学同窓会講演会を野依
記念学術交流館において開催しました。
全学同窓会と学士会との共催で、本学
の後援を受け、同窓生、教職員、学生、
一般市民等約130名の参加がありまし
た。榊原定征日本経済団体連合会名誉
会長・東レ株式会社特別顧問・全学同
窓会副会長が、「日本経済再生への道」

と題して講演しました。名目GDPと
月例賃金引上げ額の推移に始まり、

「官民戦略プロジェクト10」の目玉で
ある「Society 5.0」について詳しくお
話があり、最後に再生への起爆剤とし
て2025年に大阪での開催が決定した
万国博覧会への抱負を語られました。

　キノコの写真展を9月10日（月）から
12月21日（金）にかけ、博物館野外観
察園セミナーハウス2階にて開催しま
した。中條長昭日本菌学会会員が撮影
したキノコの写真約60点に同氏のコ
メントを添えて展示したところ、「こ
んなに色々な形のキノコがあるとは思
わなかった」という感想や、ナメコや

エノキタケの野生の姿に対する驚きの
声がありました。
　10月20日（土）には、キノコの鑑定
会を開催し、参加者が持ち寄ったキノ
コを中條氏が鑑定し、その説明に熱心
に耳を傾ける姿が見られました。学内
で袋一杯にキノコを採った学生グルー
プもあり、盛況でした。

　理学南館坂田・平田ホールにおい
て、第11回高等研究院レクチャーを
開催しました。今回は「アフガニスタ
ンの仏教遺跡－バーミヤーン文化遺産
を解き明かす－」と題し、周藤高等研
究院長からのあいさつの後、入澤　崇
龍谷大学学長、前田耕作東京藝術大
学客員教授、中村俊夫本学名誉教授、

宮治　昭本学名誉教授、岩井俊平龍
谷大学龍谷ミュージアム准教授から、
バーミヤーン遺跡の歴史や文化につい
て、破壊前の貴重な記録や最新の調査
結果を交えながら講演がありました。
160名を超える来場者が貴重な話に聞
き入っていました。
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基調講演

榊原定征氏の講演

キノコの鑑定会

講演者との記念撮影

7NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.309



名大の

今がわかる
!

SDGsワークショップ

働く女性のパワハラ防止セミナーを開催 ■ハラスメント相談センター、男女共同参画センター

高校生防災フォーラムを開催 ■減災連携研究センター

第7回 WPI サイエンスシンポジウムを開催 ■トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）

SDGs ワークショップを開催 ■附属図書館

　12 月 20 日（木）、25 日（火）の両日、
NIC1階IdeaStoaで、働く女性のパワ
ハラ防止セミナーを開催しました。20
日は、「女性が輝く社会ってどんな社
会？」をテーマに野田聖子衆議院議員
より、人口データを基に、今後は女性
の活躍が不可欠であることと、ハラス
メント防止の必要性を話していただき

ました。25日は、牟田和恵大阪大学
大学院人間科学研究科教授より「教授、
その恋愛はセクハラです！」という
テーマで、被害者の環境回復や周囲が
できるハラスメント対策について講演
がありました。両日あわせて約150名が
来場し、盛況のうちに終了しました。

　減災館において、高校生防災フォー
ラムを開催しました。これは、未来の
防災リーダー養成を目的に、愛知県防
災局、教育委員会との共催により毎年
開催している「高校生防災セミナー」
の一環であり、今回は同セミナー参加
校による成果発表会が行われました。
　フォーラムでは、代表校がこれまで

の活動内容をパワーポイントなどを
使って紹介し、その後、隈本邦彦減災
連携研究センター客員教授からの講評
を受けました。また、午後には、グ
ループ発表や討論、市町村の防災関係
者を交えた意見交換会なども行われま
した。

　第7回WPIサイエンスシンポジウム
を豊田講堂において開催しました。
　前島副総長、黒木登志夫WPIアカ
デミー・ディレクターの挨拶の後、
天野　浩未来材料・システム研究所教
授、伊丹健一郎ITbM教授をはじめと
した4名の招待講演者によって、化学、
物理学、生物学、数学といった「分野」

融合の世界最先端の研究発表があり、
パネルディスカッションや、前日実施
された科学三昧inあいちとの共同企
画「融合研究提案表彰」も行われまし
た。会場は、400名を超える高校生を
含む参加者で溢れ、100超の質問が出
るなど活気溢れるシンポジウムとなり
ました。

　附属図書館において、法学部国際政
治学三浦ゼミとの共催で、SDGsワーク
ショップ「Spread Discuss Gain square 
Project」を開催しました。SDGs（持
続可能な開発目標）は、2015年の国
連サミットで採択された2030年まで
の国際目標です。参加者は、学生や職
員、高校生等28名で、カードゲーム

を活用して、SDGsについて本質的な
理解を得ることを目指しました。ゲー
ムの後には、遠藤和重国連地域開発セ
ンター所長による講演も行われまし
た。参加者は、ゲーム体験と現実世界
とを紐付けながら活発な議論を行い、
自らの行動と持続可能な世界とのつな
がりについて理解を深めました。

25
12

26
12

27
12

10
1

20日のセミナーで講演する野田聖子衆議院議員

フォーラムの様子

天野教授の講演
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Meidai News

第4回経済学研究科オープンカレッジを開催 ■経済学研究科

　第4回経済学研究科オープンカレッ
ジを、法・経本館共用館経済学部カン
ファレンスホールで開催しました。本
カレッジは、本学の様々な部局に所属
する新進気鋭あるいは泰斗の教員が、
最新の研究成果を社会にわかりやす
く、広く発信する場です。
　今回の講演は、内田　良教育発達科

学研究科准教授による「学校の日常を
『見える化』する－部活動改革から働
き方改革まで－」でした。最近、社会
で広く注目されている教員の労働環境
について、実際のデータに基づき詳細
に説明をするとともに、教員の働き方
のあるべき姿について提言しました。

12
1

講演する内田准教授

ブレイクタイム

環境学研究科附属持続的共
きょうはってん

発展教育研究センターとは
　本センターは、グローバルCOE「地球学から基礎・臨床環境学への展開」の成果を引きつ

ぎ発展させる目的で2014年4月に設立されました。「臨床環境学コンサルティングファーム」

を設置し、自治体と環境学研究科との連携協定を結び、地域公共交通の維持、公共施設マネ

ジメント、過疎問題、生態系保全などの取り組みを支援しています。また、ヨーロッパ委員

会と連携して、地球温暖化防止のための自治体の取り組みを支援しています。これらは名古

屋大学の中でSDGs達成をめざす中心的な活動の一つとなっています。

人文学研究科附属超域文化社会センターとは
　本センターは、旧文学研究科附属日本近現代文化研究センター、「アジアの中の日本文化」

研究センターを継承し、これまでに展開してきた日本文化研究および東アジア関係学を基礎

としつつ、地球規模で喫緊の課題となっている社会・環境に関する諸問題に対してより実践

的な研究を発展させることを目的として、2018年4月に発足しました。

　積極的に国際共同研究を進めるとともに、若手研究者の育成にも力を入れ、国・地域を超

えて多領域にわたる人文学的知見を結び合わせることにより、先端的で創造的な学術的実践

を生み出していきます。

センターが支援した地域の未来を考える 
住民ワークショップ（愛知県設楽町）

「名大ウォッチ」ウェブ版
http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
2019.2.8　フィリピンから広がる飢餓への挑戦
2019.2.5　もし新卒一括採用でなくなったら

国際機構　辻 篤子特任教授が、ジャーナリス
トとして新聞社で長きにわたり科学報道に携
わってきた経験を活かし、名大の“今”を自由
な立場で綴ったエッセイ「名大ウォッチ」。

本学の教育・研究活動成果を広く普
及させるための広報活動の一環とし
て、このエッセイを文庫本にしたも
のを、名古屋大学生協店舗に加え、
Amazon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。また、2月から
は栄にある丸善名古屋本店の店頭に
も置いていただくこととなりました。
研究に携わる者の信念、報道各社か

らも注目を浴びる減災館やトランスフォーマ
ティブ生命分子研究所の動向、キャンパス内の
カフェに集う人々のストーリー……多岐にわた
る本学の姿に触れることのできる一冊です。

ご興味がおありの方は是
非、以下サイトや左記店
舗をご確認ください。

インターネット販売
アマゾン　名大ウォッチ

国際機構 辻特任教授のエッセイ

生協店舗、インターネット上での販売に加え、

丸善名古屋本店、�
名古屋市科学館ミュージアムショップ�
� での販売スタート！
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学生の元気

NUSA ～Nagoya University Student Association～
金岡　優依（かなおか ゆい）さん　理学部物理学科3年

ークル活動紹介サ

団体概要
　現在の名古屋大学は、日本でトップレベルの
教育・研究や事業採択数を誇っているにもかか
わらず、学生の大学への帰属意識の低下や、愛
着がないことが問題であると日々感じていたメ
ンバーが、この問題を解決・改善するため、昨
年発足させたのがNUSA（Nagoya University 
Student Association）です。名古屋大学の学
生が、名大をスキになり、さらに通うことが楽
しくなるような大学に変えるために活動してい
ます。なお、この活動は名古屋大学周年事業（プ
ロジェクトNU MIRAI）の一環でもあります。

活動内容
　具体的な活動としては、名大全体を巻き込
むリズムを作るようなイベントを開催するこ
とにしました。大学全体規模のイベントや企
画を、今年4月から順次実施していく予定で
す。また、名古屋大学構成員（学生、教職員）
をNUmatesと称し、名古屋大学での日々がと
ても楽しく、自由闊達な雰囲気に溢れている
という記憶や思い出を、NUmatesと共に創っ
ていくことを目標としています。そうするこ
とで、帰属意識が向上すると考えているため

です。多くのイベントを通じ、他の分野や学部
の人との交流によるコミュニティの拡大を促
し、大学に愛着が湧くような居場所を作っても
らう。さらには、大学が楽しいという意識が個
人の勉学や研究への意欲にも繋がりうると考え
ています。

活動日時・場所
　基本的には週1回のミーティングを中央図
書館で行っています。ミーティングではイベ
ント内容の決定をするとともに、どうすれば
NUmatesにとって名大がより楽しい場所にな
るか日々模索しています。また、NUSAでは
共に活動してくれる名大生を募集しています。
名古屋大学の魅力を発信したい、また、さらに
活気溢れる大学へ変えたいと思っている熱意あ
る方々を歓迎します。

問い合わせ
メールアドレス：info@nu-sa.net
Facebook：＠NUSA1001
ホームページ：http://nu-sa.net/

NUSA4月イベントの開催予告NUSA公式イメージ

 本学学生チームが「第15回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会」に進出！

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309 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no309.html

祝 受賞祝 受賞

高田広章 情報学研究科教授が 
平成30年度「情報化促進貢献個人等表彰」経済産業大臣賞を受賞

野邑健二 心の発達支援研究実践センター特任教授が 
モンゴル国教育省より表彰される

加藤昌志 医学系研究科教授が「第70回保健文化賞」を受賞

祖父江 元 医学系研究科特任教授が「武田医学賞」を受賞

運動ニューロン疾患の発症責任機序の同定と
それに基づくdisease-modifying therapyの開発

受賞対象となった研究テーマ

　経済産業省では、経済社会の情報化の促進に貢献したと認められ
る個人・企業等（企業、団体、教育機関等）を表彰する「情報化促
進貢献個人等表彰」を行っており、本年度は高田広章情報学研究科
教授が経済産業大臣賞を受賞し、10月1日（月）に表彰式が執り行わ
れました。IPAソフトウェア高信頼化推進委員会「つながる世界の
開発指針WG」の主査として「つながる世界の開発指針」の取りま
とめ・普及に尽力したこと、NPO法人TOPPERSプロジェクトを
立ち上げ、顕著な成果を収めたこと等が高く評価されました。

　野邑健二 心の発達支援研究実践センター特任教授が、モンゴル国
教育大臣より“The Best Worker in Education Sector”を授与
されました。この賞はモンゴル国の教育分野における優秀な人材に
贈られるもので、野邑特任教授は同国の子どもの発達支援に対する
貢献が認められての受賞となりました。10月10日（水）にモンゴル
国立教育大学のデルゲルサイハン教員養成学部長より、証明書等が
手渡されました。

　加藤昌志 医学系研究科教授が第70回保健文化賞（厚生労働大臣
賞・第一生命賞・朝日新聞厚生文化事業団賞・NHK厚生文化事業団賞）
を受賞し、10月10日（水）に贈呈式が行われました。同賞は、我が
国の保健衛生向上を目的として、当該分野に於ける業績等に対し感
謝と敬意を捧げるために創設されたもので、加藤教授は、開発途上
国における飲用井戸水、東日本大震災に焦点をあてた活動をボラン
ティア団体と協同で実施しており、このような環境汚染に起因する
疾患の予防・健康増進への貢献が認められ、今回の受賞に至りました。

　11月12日（月）、祖父江 元 医学系研究科特任教授が武田医学賞
を受賞しました。同賞は、昭和29年から続く賞で、毎年武田科学振
興財団の選考委員会によって選考され、我が国の医学界で顕著な業
績を挙げ、優れた貢献を果たした研究者2名に贈呈されています。

表彰式の様子（写真右が高田教授）

証明書等を授与される野邑特任教授（写真右）

贈呈式での集合写真（後列右から5番目が加藤教授）

武田医学賞を受賞した祖父江特任教授（写真左）
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関係する本学の教員等
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関係する本学の教員等
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関係する本学の教員等
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Point

関係する本学の教員等

超スマート社会で個人情報を守る制御技術を開発
－蓄電池の充電率など秘密のままフィードバック制御－

無重力では堅くても脆くても関係ない！？
－階層粉体の衝突膨張動力学を惑星形成過程研究の 
中で解明－

脳内へのDNA注入により、免疫系細胞ミクロ 
グリアが異常な分布を示すことを発見
－脳発生研究における遺伝子導入法の技術的懸念が明らかに－

望みの物質を自在に化学合成するための 
人工酵素の開発
－U字型不斉触媒の有効性を実証！－

「合流が苦手」なんて言わせない！
－自動運転車両の円滑な合流を実現する 
V2I型ブロードキャスト制御技術を開発－

森林集水域における大気から沈着した硝酸の 
直接流出率
－森林の健康度を判定する新しい指標を発見－

○ IoTの実現に向けて、クラウドと端末の間
で計算処理するフォグコンピューティン
グが期待され、これに対応するセキュリ
ティー技術が求められている

○ フォグコンピューティングの環境下で、利用に適した秘匿化制御技術を
開発

○ これを用い、蓄電池の充電率の情報を、秘匿化しながら目標の値に制御で
きることをシミュレーションで確認した

○ 室内落下塔実験により高空隙率粉体
クラスター（集合体）と固体弾の衝
突実験を世界で初めて実施

○ 堅い粒子による粉体クラスターと高
空隙率粉体クラスターの衝突による膨張を統一的に説明するエネルギー分
配則を発見

○ 階層粉体という新たな粉体材料の物理特性の研究を世界に先駆けて開始

○ 神経発生学の研究分野で広く利用される
子宮内電気穿孔法（IUE）で脳の細胞に遺
伝子導入を行う際に、脳室に注入された
DNAが、免役系細胞であるミクログリアを活性化し、分布の異常を引き
起こすことを明らかにした

○ ミクログリアはToll様受容体9を介して脳室内のプラスミドDNAを認識
し、活性化することが分かった

○ この事実は神経発生研究に携わる研究者に広く認識されるべきであり、さ
らなる研究発展に大きく貢献することが期待される

○ 鍵穴と誘導適合の機能を有するナノサイズの
精密超分子触媒を開発し、鏡像異性、基質、
位置、配向、官能基、基質、反応、立体選択
性を同時制御（多重選択性制御）することに
成功した

○ 触媒を標的とする反応や生成物の合成用にテーラーメイドすることに成功
した

○ 開発した触媒反応を用いてキラルジエン配位子や抗生物質の短段階合成に
成功した

○ 高速道路等で円滑に合流を
実現するための自動運転技
術を開発した

○ 高いセキュリティが求められる車車間通信（V2V）ではなく、V2Iの環境
において通信コストの低いブロードキャスト型の制御によって実現した

○ 車両を人間が運転したとき（自動運転ではない）と比較し、円滑に合流
した車両の割合を約70％から約100％に向上させることを計算機シミュ
レーションにて確認した

○ 渓流水を通じて森林域から流出する
硝酸の同位体比を測定することで、
大気から沈着した硝酸の中で、森林
に利用されずに森林域外に流出する硝酸の比率（直接流出率）を求めるこ
とに成功した

◯ さらに、こうして求めた直接流出率が、森林の窒素飽和ステージを判定す
る新しい指標として活用できることを見出した

◯ 今後は、渓流水中の硝酸が高濃度化する窒素飽和について、これを他の窒
素汚染と区別できるようになる

大学院工学研究科　東 俊一教授 大学院環境学研究科　桂木洋光准教授

大学院医学系研究科　宮田卓樹教授　服部祐季研究員 大学院工学研究科　石原一彰教授　波多野 学准教授

大学院工学研究科　東 俊一教授 大学院環境学研究科
　中川書子准教授　角皆 潤教授　小幡祐介大学院生　安藤健太大学院生
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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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手軽な運動でも糖尿病の危険因子である 
筋内脂肪を減らせることを解明！

肥満を抑制する遺伝子を同定！
－肥満を克服するためのゲノム医療への応用に期待－

地球と火星の球状鉄コンクリ－ションの成因と 
太古の火星環境の謎を解明！

AIを搭載した内視鏡診断支援プログラムが 
薬機法承認
－医師の診断補助に活用へ－

解毒酵素に鍵をかけて細胞の抗がん剤耐性を 
抑える新たな薬の開発に成功！

○ 高齢者が自宅で10週間のウォーキング
と自身の体重を負荷にしたレジスタンス
トレーニングを行い、糖尿病の危険因子
である筋肉内に蓄積する脂肪（筋内脂肪）
と運動機能について検討した

○ トレーニング後の筋内脂肪は、ウォーキング群とウォーキング＋レジスタ
ンス群の両群で減少したが、後者の群でより大きな効果が認められた

○ 両群での腹筋の機能が向上し、太ももでは筋肉量が増えた人ほど筋内脂肪
が減少していた可能性が示された

○ 肥満に関わる遺伝子としてLy75 （lymphocyte 
antigen 75）を世界で初めて同定した

○ Ly75の遺伝子型が変化してLy75のmRNA発現
量が高くなると白色脂肪組織の重量が減少する（す
なわち、肥満を抑制する）ことを明らかにした

○ 肥満生物学に新しい知見を提供するとともに、ヒ
トでは万病の元である肥満を克服するためのゲノム医療への応用へ、家畜
では健康改善と畜産物の生産性向上のためのゲノム育種への応用が期待さ
れる

○ 地球の球状鉄コンクリーション
は、炭酸カルシウム（カルサイ
ト：CaCO3）の球状コンクリー
ションがもととなって酸性の地下水との中和反応によって形成されたこと
を解明した

○ この地球の鉄コンクリーションの成因は、火星に見られる鉄コンクリー
ション（ブルーベリー）の成因にも適用でき、そのもとは炭酸塩コンクリー
ションである可能性が高いこと、そして、現在の火星になぜ炭酸塩岩が多
く見られないかの理由についても明らかにすることができた

○ 大腸の早期がんや前がん病
変である腫瘍性ポリープを
内視鏡をつかって早期発見・
早期治療することは、大腸がん死亡の抑制効果があるとされている

○ ポリープの中には切除する必要のある腫瘍性ポリープと、切除する必要が
ない腫瘍ではないポリープ（非腫瘍性ポリープ）があり、医師は検査中に
両者を的確に判別する必要がある

○ 内視鏡画像を機械学習で解析することで、その画像が腫瘍であるか非腫瘍
であるかを推測し、その可能性とともに提示するソフトウェアを開発し、
2018年12月6日に医薬品医療機器等法に基づく承認を取得した

○ 剤耐性に関わる酵素GSTと共有結合を形成し
て、その酵素活性を阻害する阻害剤CNBSF
の開発に成功した

○ 開発した阻害剤は膜透過性を持つため、細胞
内のGSTを阻害することが可能である

総合保健体育科学センター
　秋間 広教授　小池晃彦教授　田中憲子准教授
大学院医学系研究科　吉子彰人大学院生（当時）

大学院生命農学研究科　石川 明准教授　牧野圭汰大学院生（当時）

博物館　吉田英一教授

大学院情報学研究科　森 健策教授

大学院理学研究科　宍戸裕子研究員　藤川遥加技術補佐員　阿部 洋教授
トランスフォーマティブ生命分子研究所　桑田啓子特任助教
物質科学国際研究センター　友池史明助教

名古屋大学　チアーズ

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

受験生のための名古屋大学発見サイト「NU Cheers!」では、名大
生が講義やサークル等の大学生活や、受験勉強法等の受験生必見の
情報を紹介しています。その他、学生レポーターが取材した式典・
講演会等のイベントの様子も掲載しており、アカデミックなトピッ
クスも数多く紹介しています。
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他の表敬訪問、学術交流協定、研修はホームページをご覧ください。 名大トピックス309 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no309.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　米国のノースカロライナ州立大学 デュアン・ラリック副学長が
総長を表敬訪問しました。同大学は、本学と大学間協定を締結し
ており、国際コンソーシアムAC21の加盟校でもあります。ラリッ
ク副学長は、今回が2度目の訪問で、現在進行中の両大学の協力
関係をより強固なものにするための情報収集を主目的とした懇談
を行いました。また、同大学で行われた「登龍門NC Ambition 
Camp」及び「留学Academy」に参加した学生による研修報告
会も行われ、和やかな雰囲気の意見交換となりました。

来訪日：平成31年1月4日

　ホンジュラス国立人類学歴史学研究所は、世界遺産「コパンの
マヤ遺跡」をはじめ、先史時代から現代までの同国内に存在する
文化遺産の保護と保存を目的とする、日本でいう独立行政法人の
ような組織です。本学は、考古学遺跡内部を非破壊で可視化する
新しい技術「宇宙線イメージング」を世界に先駆けて開発してき
ました。このたび、宇宙線イメージングによるコパンのマヤ遺跡
の内部調査研究を推進するにあたり、協定を締結しました。今後、
本協定を軸に連携を深め、学生及び教員の教育研究活動を通じて、
理工学と人文学の異分野融合研究発展も期待されます。

締結日：平成30年12月3日

　教務学生事務の実務を担当する職員の資質向上を目指し、
教育・学生支援に関する業務の円滑な処理に必要な知識を習
得させることで事務能力の向上を図る目的で開催し、57名
が参加しました。

実施日： 12月4日（火）

名大を表敬訪問された方々を紹介します

新たに締結した学術交流協定を紹介します

構成員を対象とした研修を紹介します

米国ノースカロライナ州立大学 ラリック副学長が来訪

第20回教務学生事務担当者実務研修

高等研究院がホンジュラス国立人類学歴史学研究所と部局間学術交流協定を締結

表敬訪問録遠路はるばる！

学術交流協定へのMIRAI

コパン遺跡考古学公園
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No.309 2019年2月

所　属 教授氏名 日　時 場　所 講義題目 問い合わせ先
理事・副総長 財満　鎭明 実施しない ― ― ―

理事・副総長 渡辺　芳人 3月12日（火） 
16:30～18:00

野依記念物質科学 
研究館2階講演室 金属蛋白質と係わって40年 理学部化学事務室 

052-789-2961

副総長 前島　正義 2月15日（金） 
15:10～15:50

野依記念学術交流館 
2階カンファレンスホール 生体膜で輝く分子を探求する旅路 農学部庶務係 

052-789-5266

副総長 和田　　肇 2月16日（土） 
15:30～16:30

アジア法交流館2階 
アジアコミュニティ
フォーラム（202）

労働法のレーゾンデートルを求めて 法学研究科矢野研究室 
052-789-2301

人文学研究科

阿部　泰郎 3月7日（木） 
15:00～16:30 文学部237講義室 宗教文化遺産テクスト学の創成  

－ 国際学術共同体の構築へ
近本謙介准教授　 
052-789-2288

藤村　逸子 3月27日（水） 
10:30～12:00

国際開発研究科棟 
6階第1講義室 大規模な言語使用データと言語研究 奥田智樹准教授 

052-789-5459

松澤　和宏 3月4日（月） 
14:00～15:30 文学部127講義室 フローベールの「写実主義」の形而上 

学的宗教的次元について
小栗栖 等教授 
052-789-5351

教育発達科学 
研究科

植田　健男 実施しない ― ― ―

大谷　　尚 2月21日（木） 
13:00～16:15

教育学部2階 
大講義室 教育、テクノロジー、質的研究方法論 坂本將暢准教授 

052-789-2621

法学研究科 後　　房雄 3月2日（土） 
15:30～17:30 法学部第3講義室 政治学者と現実政治 荒見玲子准教授 

rarami@law.nagoya-u.ac.jp
定形　　衛 実施しない ― ― ―

経済学研究科 佐野　良雄 実施しない ― ― ―

情報学研究科 川口　　潤 3月2日（土） 
14:30～16:00

全学教育棟南棟2階 
S2Y講義室 

記憶の科学：または私は如何にして心配するの
をやめてサイエンスを愛するようになったか

北神慎司准教授 
kitagami@cc.nagoya-u.ac.jp

理学研究科 篠原　久典 実施しない ― ― ―

医学系研究科

藤本　豊士 3月22日（金） 
15:00～16:30

鶴舞キャンパス基礎
研究棟（講義棟） 
4階第4講義室

茫々41年―細胞膜と脂肪滴と電顕と― 大崎雄樹准教授 052-744-2003  
yohsaki@med.nagoya-u.ac.jp

横井　香平 3月14日（木） 
16:00～17:00

鶴舞キャンパス基礎
研究棟（講義棟） 
3階第1講義室

行き当たりばったりのわが呼吸器外科 
診療

医学部・医学系研究科呼吸器外科医局 
052-744-2375

小嶋　哲人 3月15日（金） 
15:00～16:15

大幸キャンパス東館 
4階大講義室 大幸キャンパスでの教育研究生活20年 田村彰吾助教 

052-719-1340

榊原　久孝 3月8日（金） 
15:00～16:15

大幸キャンパス東館 
4階大講義室

公衆衛生学の教育・研究の教員生活 
三十年を振り返って

林 登志雄教授 西谷直子教授 
052-719-1924 052-719-1569

前川　厚子 3月5日（火） 
15:00～16:15

大幸キャンパス東館 
4階大講義室 とことん追求、排泄ケアの深化と開発 林 登志雄教授 西谷直子教授 

052-719-1924 052-719-1569

工学研究科 入谷　英司 実施しない ― ― ―
佐藤　健一 実施しない ― ― ―

生命農学研究科

太田　岳史 実施しない ― ― ―

下村　吉治 2月15日（金） 
14:25～15:05

野依記念学術交流館 
2階カンファレンスホール

分岐鎖アミノ酸（BCAA）研究と現代の
栄養学

農学部庶務係 
052-789-5266

牧　　正敏 2月15日（金） 
13:40～14:20

野依記念学術交流館 
2階カンファレンスホール

カルシウム結合蛋白質の構造と機能を 
探る

農学部庶務係 
052-789-5266

環境学研究科

久野　　覚 3月16日（土） 
14:30～16:00

IB電子情報館2階 
大講義室 積極的快適性と消極的快適性 齋藤輝幸准教授　052-789-5240 

saito@davinci.nuac.nagoya-u.ac.jp
柴田　　隆 実施しない ― ― ―
竹内　恒夫 実施しない ― ― ―
西村　浩一 実施しない ― ― ―

村田　静昭 3月1日（金） 
15:00～16:30

全学教育棟 
A館3階A31講義室

化学におけるもの作り　 
―もの作りから始まった、もの作りで 
終わりたい―

富田賢吾教授　 
環境安全支援課安全衛生係 
an-eisei@adm.nagoya-u.ac.jp

宇宙地球環境 
研究所 榎並　正樹 3月16日（土） 

15:00～16:30
ES総合館1階 
ESホール

変成岩　 
—地球深部からの贈り物と出会って—

加藤丈典准教授 
65enami@nendai.nagoya-u.ac.jp

未来材料・システム
研究所 長谷川達也 実施しない ― ― ―

生物機能開発利用 
研究センター 北野　英己 2月15日（金） 

15:55～16:35
野依記念学術交流館 
2階カンファレンスホール

イネから貰った宝物 
―教員人生を振り返って―

農学部庶務係 
052-789-5266

総合保健体育 
科学センター 小川　豊昭 3月12日（火） 

16:30～17:30
総合保健体育科学センター 
本館2F会議室 運命の反復と悪夢 古橋忠晃准教授 

tfuru@htc.nagoya-u.ac.jp
未来社会創造機構 元廣　友美 実施しない ― ― ―

平成30年度 定年退職教授等の最終講義
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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 150 医学150周年教育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▶︎

大型計算機センター（現情報基盤センター）の設置
　昨年6月から、ES総合館の南にあり、保健管理室
と隣接する情報基盤センター棟の耐震改修工事が行わ
れており、来月、完成する予定です。この建物が大型
計算機センター棟として新築されたのは、1971（昭和
46）年のことです。
　大型計算機センターの設置は、1963年及び1965年
の日本学術会議の政府への勧告で提言された、今後の
学術研究の進展に不可欠である大型高速電子計算機を
旧帝大の七大学に置き、これらを全国の大学等の研究
者に共同利用させるという構想が具体化したもので
す。これに伴い、1965年に東京大学、1969年に東北・
京都・大阪・九州大学、1970年に北海道大学に大型
計算機センターが設置されました。
　名大では、1970 年度概算要求が認められると、
1970年2月にセンターの設置準備委員会が正式に発足
しました。検討事項が多岐に渡るため、その下に機種
選定・建物・運営方式・広報の4つの小委員会を置き

ました。また、同年3月には、東海地区の利用者にア
ンケートを実施しています。そして、翌1971年4月、
名大に全国共同利用施設として大型計算機センターが
設置されました。センター長の下、研究開発部（1971
年10月現在スタッフ7名）と事務部（同20名）が置
かれました。
　センター棟（延べ面積3,460m2）は、1970年9月に
着工し1971年5月に竣工、9月に開所式が挙行されま
した。これが、耐震改修工事前の情報基盤センター棟
の東側部分（本館）です。
　その後、計算機システムの更新増強により、程なく
建物が手狭になりました。増築要求はなかなか認めら
れませんでしたが、関係者の尽力がようやく実を結
び、1985年9月に新館（延べ面積770m2）が竣工して、
耐震改修工事前の姿になりました。
　この時、新館が建てられた場所にあった警務員詰所
が、現在の総合案内所の位置に移動しています。

1　�設置当時の大型計算機センター。
2　�センター設置時に導入されたシステムⅠ
（FACOM230-60計算機システム）の
中央処理装置。そのほかシステムⅡ
（FACOM230-35）もあった。

3　�システムⅠのコンソール。
4　�新館完成後の大型計算機センター
（1989年撮影）。

5　�耐震改修工事中の情報基盤センター
棟（2019年1月11日撮影）。

1
2
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