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先生に一問一答
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Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？
新規性が求められる研究を進める上で必要なことだと
考えて意識しています。自らの興味から始まる探究や
挑戦の結果、世界を前に進めたり、価値観を変える可
能性があるという点では、研究は、芸術などと並ぶ創
造活動だと思います。僕の研究も物理学の分野では異
質ですが、それを突き進めることで新しい手法や対象

MyBestWord

とする研究領域を広げていきたいです。

人と違うことを恐れずに
好奇心から常に新しいものを生み出す
Ⓠ
A

先生はどのような研究をされているのですか？

宇宙起源の放射線である宇宙線を使って、原子炉やピ
ラミッドなどの内部を非破壊で可視化する技術「宇宙
線イメージング」の研究をしています。宇宙線は、絶
えず地表に降り注ぎ、最大で数 km 級の物体を透過す
るため、X 線レントゲン写真のように巨大な物体の
内部を可視化できます。この技術を開発してさまざ
まな対象に適用する分野横断的な研究を進めていま
す。2015 年には福島第一原発の事故炉である 2 号機
内部で起きた炉心溶融の確認に初めて成功しました。
2017 年には ScanPyramids という国際共同研究で、
4500 年前にエジプトに建造されたクフ王のピラミッ

もりしま くにひろ
略歴・趣味
1998 年私立滝高等学校卒業。2002 年名古屋大学理学部卒業。
2010 年名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士（理
学）。名古屋大学 YLC 特任助教、JST さきがけ研究者（兼務）を
経て、2019 年より現職。専門は、素粒子宇宙物理学、検出器開発。
趣味：写真、アート、サッカー観戦

ドの内部に未知の巨大な空間を発見しました。

©ScanPyramids

ScanPyramids メンバーでピラミッドの解析結果を議論している様子
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先生の研究を
表す写真！

©ScanPyramids

クフ王のピラミッド内部に発見した空間（白い点の集合で表現）の想像図

Ⓠ
A

研究が面白い！
と思った瞬間はどんな時ですか？
世界初めて新しい事実を知ることが出来た、と確
信した時です。原子炉の時もピラミッドの時も、

©ScanPyramids

屈折ピラミッドの内部で宇宙線を観測する装置（原子核乾板）を設置している様子

Ⓠ
A

その瞬間が一番エキサイティングでした。

今だから言える、ここだけの話を聞かせて
ください。
エジプトで最初に調査をした屈折ピラミッドは、
当時は一般公開されておらず、内部は真っ暗で大
量のコウモリが住み着いていました。現地の人
は、あのコウモリに噛まれると命が危ない、と言

Ⓠ
A

死ぬほど暑くて大変でした。その後、エジプトの
偉い人と一緒に中に入る機会があったのですが、
彼らは革靴にスーツという服装で入って来たの
で、結局、本当に危険なタイプのコウモリだった
のか分からずじまいです。こういうことがエジプ
トではたまに起こります。

記者会見が開かれたのですが、当日の内容を何も
知らされずに出席したら、ものすごい数の報道陣
な学術研究ではなく、メディアも巻き込んでいる
ことや観光産業という観点からも注目されるプロ
ジェクトだということに気付かされました。この
ような異業種との協働プロジェクトは良い経験に
なっています。未知の空間の発見を公表した時の
世界中からの反響は想像以上に大きなものでした。

A

ですが、エジプトの夏にその格好で作業するのは

ピラミッド調査を始める時に ScanPyramids の

が来ていて驚きました。このプロジェクトは純粋

Ⓠ

うので感染症対策の防護服を着ることになったの

先生は、宇宙線観測によりクフ王のピラミッド
中心部に未知の巨大空間を発見するなど、多く
の人から注目される様々な研究成果を発表して
いらっしゃいます。現在は、エジプトだけでな
く国内外に活躍の場を広げていらっしゃいます
が、印象的な出来事を教えてください。

くじけそうになった時は？
ストレス解消法を教えてください。
ストレス解消法の一つはサッカーを観戦すること
ですが、名古屋グランパスの調子が悪い時は逆に
ストレスが溜まります（笑）

Ⓠ
A

今後の目標や意気込みを教えてください。
クフ王のピラミッド内部に発見した空間を自分の
目で見たいと思っています。そのためにはピラ
ミッドに穴を開ける必要があるのですが、許可を
得るためには、さらに精度を上げた分析結果が必
要なので、今も技術開発と調査を続けています。
今後は、この技術を世界中の考古遺跡の調査にも
展開する計画です。この他にも、社会インフラの
老朽化検査や火山の観測、資源探査など多くの分
野に活用できる可能性があるので、スタートアッ
プの立ち上げも視野に入れて社会に役に立つ技術
にしていきたいです。このような分野にとらわれ
ない新しい研究に興味がある学生にはぜひ研究室
に来てもらいたいです。一緒に研究しましょう！
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Message to

クローズアップ

卒業生への祝福メッセージ

3 月 25 日
（水）に予定していた卒業式及び
学部・研究科における学位授与式は、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止のため、残
念ながら中止となりましたが、卒業生・修
了生に向けて、松尾総長からのことばをは
じめ、豊田
天野

章一郎全学同窓会長より祝辞、

浩未来材料・システム研究所教授より

祝福メッセージが寄せられ、本学ホームペー
ジに掲載しています。
ここでは総長、各学部・研究科からの祝福
メッセージポスターを紹介します。

4

Graduating Students

2019 年度名古屋大学卒業式について（祝福メッセージ）
：
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/2019_4.html

アクセスはこちらから
NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.323
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故牧

誠 様からの遺贈寄附に紺綬褒章を伝達
2018 年 12 月に株式会社メルコホー

の伝達を行いました。伝達後の懇談で

の 遺 贈 寄 附 と し て、 配 偶 者 で あ る

は、生前の誠様の社会にかける創業者

牧

としての志から、挑戦を続けて駆け抜

牧 廣美 様への紺綬褒章伝達式（ 故 牧  誠 様 胸像前にて）

故

牧

廣美様から、高額な有価証券を名

古屋大学基金にご寄附いただきまし

けた生き方までが話題に上りました。

た。この寄附は、公益のために私財を

今回のご支援を基に設置した工学系若

寄附した方に授与される「紺綬褒章」

手研究者への研究助成事業の報告とと

の対象となり、内閣府で閣議決定さ

もに、誠様の志を引き継ぎ、本学も

れ、公布されました。

益々社会に必要な大学となるよう、挑

これを受け、牧様宅隣接の記念館
において、松尾総長から、木村理事、

2

水谷工学研究科長同席のもと紺綬褒章

誠様から

ルディング創業者

戦を続けていくことをご遺族に誓う機
会となりました。

9 SGH多文化共生のための防災訓練 －滝川学区消防団・名大留学生・附属学校生徒－
■教育学部附属学校

附属学校生徒が企画した SGH（スー

防災訓練に参加する附属学校生徒

期待されます。今回の防災訓練では、

パーグローバルハイスクール）多文化

「防災クイズ」と「炊き出し訓練」を

共生のための防災訓練を、名古屋大学

担当し、英語で留学生と防災について

インターナショナルレジデンス山手サ

話し合いました。滝川消防団は水消火

ウス・ノースで、滝川消防団や昭和消

器、煙道体験を担当し、昭和消防署は

防署と連携して実施しました。

AED 指導を実施しました。この取り

留学生が多く居住する本学周辺エリ

組みは附属学校生徒、留学生、滝川消

アでは、災害が発生した際、多くの留

防団、昭和消防署、大学事務局が連携

学生が附属学校に避難してくることが

して実践し、次年度も継続して行う予

想定され、附属学校生徒には避難場所

定です。

運営の一員として役割を果たすことが

12 第67回経営協議会を開催

2

第 67 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（NIC）
大会議室で開催しました。
会議では、松尾総長からの挨拶の後、
2019 年人事院勧告に対する対応方針
と、職員給与規程等及び役員給与規程
の改正について、担当理事から説明を
行い、審議の結果、了承されました。
次 い で、2019 年 度 資 金 運 用、2020
経営協議会の様子

年度予算案、中期目標・中期計画の変
更、2018 年度実績に関する評価結果

6

及び国立大学法人東海国立大学機構の
審議体制等について報告しました。

Meidai News
18 オープンセミナー「大学だからこそ可能な国際連携による過疎と農業離れ問題への挑戦－実践型地域研究の試み－」を開催

2

■農学国際教育研究センター（ICREA）

2019 年度第 3 回オープンセミナーを
農学部第 5 講義室で開催しました。

ことに繋がるということをミャンマー
やブータンでの研究事例を引き合いに

安藤和雄京都大学東南アジア地域研

出して説明されたほか、米国の「生き

究研究所教授を招いた今回の講演で

るための力」を教えるべきという考え

は、大学の教員や学生が過疎問題の現

方による、実社会を学びの場とする実

状を知り、地域の問題を解決したいと

践的な教育研究活動の最前線につい

いう当事者意識を共有することが理論

て、コーネル大学やミシガン大学で

（常識）の壁を打ち破る、との考えが

行った視察を基に報告されました。

示されました。また、直接的に農業の
安藤教授による講演

普及や農村の開発におけるアプローチ
に関わることが、当事者意識を広げる

19 CFRP における最新技術動向セミナーを開催

2

■ナショナルコンポジットセンター（NCC）

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）

術開発動向の紹介や、自動車・航空機・

関 連 技 術 の 最 新 動 向 に 焦 点 を 当 て、

ロボットに対する CFRP の適用事例と

「CFRP に お け る 最 新 技 術 動 向 セ ミ

技術課題の報告、さらには、CFRP の

ナー」を理学南館坂田・平田ホールで

リサイクルに関する最新技術などにつ

開催しました。

いての基調講演を実施するとともに、

本イベントは、「NCC 次世代複合材
研究会」の活動の一環として開催され

交流会では、活発な議論や意見交換を
行いました。

たもので、会員団体間の情報交換と技
術交流、CFRP に関わる研究開発技術
セミナー会場の様子

のさらなる発展を目的としています。
今回は、国内外における CFRP の技

23 第64回地球教室「鉱物をさがそう！」を開催

2

■博物館

2 月 22 日
（土）
、23 日
（日）
の両日、第

りながら、自ら鉱物の採集を行いまし

64 回フィールドセミナー「地球教室」

た。また、蒲郡市生命の海科学館へ移

を開催しました。約 150 名の応募者か

動後、採集したザクロ石や電気石など

ら抽選で選ばれた小学 3 年生から高校

を顕微鏡で観察し、さらにそれらを用

1 年生の学生と保護者ら計 31 名が参加

いて簡単なオブジェを作りました。参

しました。

加者は、自らが発見した小さな自然美

初日は、共催の名古屋市科学館にお

西尾市の採掘場でハンマーを使い鉱物をさがす参加者

を丁寧に観察していました。

いて鉱物標本を観察し、結晶形や硬

この事業は、愛知大学名古屋一般教

度、磁性などの属性を調べて特徴を学

育研究室と協力して実施しています。

ぶ体験をしました。2 日目は、西尾市
の採石場において岩石をハンマーで割

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.323
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25 英語で学ぶアントレプレナーシップを開催

2

■学術研究・産学官連携推進本部

ゲームの指示を翻訳しながら、選択肢を話し合う参加者

「英語で学ぶアントレプレナーシッ

タートアップ企業の多くが失敗するの

プ」を、ナショナルイノベーションコン

か」について説明を受けた後、5 つの

プレックス（NIC）1 階 Idea Stoa で開催

チームに分かれ、
『スタートアップビ

しました。これは起業家育成プロジェ

ジネス・シミュレーションゲーム』に

クト Tongali の一環で、本学の協定校

取り組みました。このゲームは、ス

であるノースカロライナ州立大学（米

タートアップ企業にとって不可避な

国）から講師を招き行われたものです。

「ビジネスの不確実性」を、チームの

ワークショップには、本学だけでな

適切な意思決定でコントロールするこ

く他大学の学生、教職員、愛知県の職

とを体験するもので、参加者は、年齢

員等約 30 名の参加者が集まりました。

や立場に関係なく、ゲームに熱中して

参加者は初めに、講師から「なぜス

いる様子でした。

27 令和2年度個別学力検査（前期日程試験）を実施

2

2月25日
（火）
から27日
（木）
の3日間、
令和 2 年度名古屋大学個別学力検査

と配付用のマスクを配置する等、新型

（前期日程試験）を、東山キャンパス、

コロナウイルス感染症対策が取られる

大幸キャンパス及び鶴舞キャンパスに

中での試験となりました。1 日目及び

設置された各試験場において実施しま

2 日目の両日は、午前 10 時からの筆記

した。

試験を、3 日目は、医学部医学科の受

志願倍率は、募集人員 1,734 名に対
し、志願者数 4,422 名の 2.6 倍となりま
した。今年度は、事前にホームページ
試験に臨む受験者

呼びかけ、会場にはアルコール消毒液

上で受験生に対し、十分に体調管理を

験生に対する面接試験を実施し、全て
の日程を無事終了しました。
なお、合格発表は、3 月 7 日
（土）
16
時に行われました。

することと、試験当日はマスク着用を

ブレイクタイム

英語ディベート北東アジア大会での優勝 ！！
2019 年 11 月 23 日（土）から 25 日（月）に

英語ディベートとは、ある論題に対し肯

かけて台湾で開催された英語ディベートの

定・否定のチームに分かれて、議論の説得力

北東アジア大会（Taipei Northeast Asian

を競い合う競技です。この競技では、論題発

Open 2019）で、英会話サークル E.S.S. の

表後 15 分で準備し、7 分のスピーチを交互

今井幸司さん（工学研究科情報・通信工学専

に行います。論題は政治や経済、フェミニズ

攻博士後期課程 2 年）とチュー マン・フン

ム、国際関係など幅広い分野を含み、英語力

さん（同研究科電気工学専攻博士前期課程 2

と論理的思考力で競います。

年）が、外国語としての英語話者部門で優勝

8

北東アジア大会には、日本、韓国、台湾、

しました。今井さんは決勝戦の最優秀選手賞

香港から計 72 チームが参加しました。本学

も受賞しました。E.S.S. は国内外の大会にも

から参加した 2 名は培ってきた英語力を生か

積極的に参加していますが、海外大会での優

して、対戦した他国の選手と交流を深め、国

勝は本学初の快挙となります。

境を越えた友情を育んでいました。

優勝した 2 人

学生の元気

サ ークル活動紹介

名古屋大学 水彩部
北島

雅也（きたじま まさや）さん

理学部数理学科 2 年

は、全学教育棟のギャラリー「clas」で開催し、

楽しく水彩画を描く場所

あまり水彩画に興味のなかった方々もたくさん

名古屋大学 水彩部は、毎週水曜、金曜（ま

訪れました。

たは土曜）の 4 限明けに全学教育棟の教室で活

自然の景色から、美味しそうなパフェに至る

動をしています。部員は 20 人ほどで、活動日

まで、様々なものを対象にした水彩画を展示し

ごとに決められたテーマに沿って水彩画を描

ますので、お気軽に立ち寄っていただけたら幸

き、活動終了前に部員同士で見せ合い、意識し

いです。

て描いた点や他の人の絵の感想などについて語
り合います。
楽しい話をしつつ、ゆったりとした空間で絵
を描く時間はとても心が安らぎます。

名大祭立て看板の伝統
名大祭では、豊田講堂での水彩画展示に加え
て、部員で共同製作した立て看板を山手グリー

描かれた水彩画は、Twitter（名古屋大学水

ンロードに展示します。昨年も、デザイン作成、

彩部｜ @newwatercolor）にてご覧ください。

看板組み立て、下書き、色塗りの過程をたどり、
部員一丸となって力を合わせ製作しました。完

名大祭と四季の展示

成の際は、とても達成感に満ち、清々しい気持

さらに、水彩部では年に 5 回ほど、水彩画の

ちで名大祭に参加できたことが良い思い出です。

展示を行っています。名大祭では豊田講堂のア

看板展示は水彩部の毎年恒例の伝統行事で

トリウム、季節ごとの展示では名古屋市市政

す。次回、
（第 61 回）名大祭での作品にもご

資料館をよく利用していますが、前回の冬展

期待ください！

「懐柔」
冬展（ギャラリー「clas」
）
「君とみた海」 名大祭展（豊田講堂）

ギャラリー「clas」での冬展の様子

立て看板の製作
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祝

受賞

堀 勝 低温プラズマ科学研究センター長が国立清華大学（台湾）
より、Honorary Chair Professor の称号を授与される
堀

勝 低温プラズマ科学研究センター長が、国立清華大学（台湾）の工学院から、

Honorary Chair Professor の称号を授与されました。
この称号は、今回、工学院が初めて設定したもので、顕著な業績を挙げた研究者の
一人に授与されるものです。
堀センター長は「今後は、台湾を基軸に名大とアジアの懸け橋になれるよう貢献し
たい」と意気込みを述べました。

堀

勝低温プラズマ科学研究センター長

川口由紀 工学研究科准教授が
第1回米沢富美子記念賞を受賞
川口由紀工学研究科准教授が、第 1 回（2020 年）米沢富美子記念賞を受賞しまし
た。この賞は日本物理学会が女性会員の物理学分野における活動を称え、奨励するこ
とを目的に設立したものです。

受賞理由となった業績

「内部自由度を持った原子気体ボース・アインシュタイン凝縮体の理論研究」
川口由紀准教授

経済学研究科 塚本高浩さんが
第10回日本学術振興会育志賞を受賞
経済学研究科博士後期課程 2 年の塚本高浩さんが、第 10 回（令和元年度）日本学
術振興会育志賞を受賞しました。この賞は、将来、我が国の学術研究の発展に寄与す
ることが期待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰することを目的として、平成
22 年度に創設されたものです。
なお、今回は、175 名の推薦者の中から 18 名が受賞しました。

受賞対象となった研究テーマ

塚本高浩さん

「空間自己回帰確率フロンティアモデルの拡張による産業集積の効果と
生産性スピルオーバーの波及経路に関する研究」

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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た
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名古屋大学発ベンチャー

これまでの製造業の時間軸の常識を変える

アイクリスタル株式会社
優れた性能を有する物質やデバイスが発見されても、実
際に我々の生活に実装されるまでには多くの時間がかかり
ます。
アイクリスタルは、モノづくりのプロセス開発に特化し
た AI スタートアップ企業です。弊社は、コンピュータ上でモノを創り、検証を行う『モデルベース開発』をあ
らゆるものづくりで実現することを目指し、様々な物理現象をより速く、より正確にコンピュータ上で再現す
る AI の技術開発・実証を行っています。
弊社では、コアとなる AI 技術を製造業分野のあらゆる問題に展開する『プロセスインフォマティクス事業』
と次世代半導体材料の炭化ケイ素（SiC）の研究開発・製造・販売を行う『SiC 事業』を展開しています。2 つの
事業を並行することで、製造プロセスのモデルベース開発のフレームワークを社内で開発すると同時に、様々
なプロセスに適用することで、次世代の素材やデバイスをこれまでにない時間軸で社会実装することを目指し
ます。

URL

https://aixtal.com

名古屋大学発ベンチャー

すべてのヒトに優しいモビリティ社会をめざして

一般社団法人モビリティと人のデータラボ（通称：モヒートラボ）
我々は、すべての人々が自らの意思で自由に移動することで活き活き暮らせるモビリティ社会の実現に向け
た研究開発に資する活動をしています。
事業の柱の一つとして、本学 COI で構築中の高齢ドライバ人間－運転特性データベース「DAHLIA」の維持・
管理・拡充、データを利用した研究開発の支援を行っています。これまでに収集した 50 代から 90 代の同一ドラ
イバ約 400 名、2000 項目、5 年分の認知・視覚・身体機能
などの人間特性と、自家用車やドライビングシミュレー
ターなどの運転特性 180 万 km 以上のデータを、他の研究
機関や企業に有償で提供する事で、DAHLIA の有効活用
と、その持続的な発展を目指しています。これにより既
に、高齢ドライバに多いアクセルとブレーキの踏み間違
い事故の削減を目指した加速を抑制する後付けシステム
の研究開発に利用され、2018 年より実用化されています。
研究機関・研究者・企業・研究参加者など、モビリティ
と人の研究に関わる人々を繋ぐことで、より良いモビリ
ティ社会の実現に貢献します。

高齢ドライバ人間－運転特性データベース「DAHLIA」とその仕組み
URL

http://mohitolab.org
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発生期の脳に地球と同じ「ちから・流れ」の
原理を発見
Point

皮膚バリアの形成に必須なセラミドの
結合メカニズムを解明

先天性魚鱗癬の治療薬の新規開発に期待！

Point

〇運 動や感覚など色々な機能を担うために、大脳

○SDR9C7 が皮膚バリアの形成に必要なセラミド

皮質は胎生期に「広く作られる」必要があるが、

の結合過程で重要な働きをしていることを解明

そのしくみについて力学的な理解は今までな

○SDR9C7 をコードする SDR9C7 遺伝子変異に

かった
○
「大脳皮質広げ」には、地球上で観測される物理現象（川の流れで土砂が
運ばれ土地が広がる、風が立ち木を曲げる等）に似た、「流れ」（早期誕生
ニューロンの動き）が深く関わっていると発見
○
「他力（たりき）活用」の普及の様子、病態など、一層の発生学的理解が

より生じる先天性魚鱗癬が、皮膚バリアを形成
する過程での異常によって引き起こされることが明らかになった
○本研究の成果により、難病である先天性魚鱗癬のみならず、皮膚バリアの
障害によって起きるアトピー性皮膚炎や他のアレルギー疾患の病態の解明
と、SDR9C7 を標的とした新規治療法の開発が期待される

期待される
関係する本学の教員等

大学院医学系研究科

関係する本学の教員等

宮田卓樹教授

齋藤加奈子特任助教

太陽放射線被ばく警報システム（WASAVIES）
の開発に成功

－ICAOグローバル宇宙天気センターの一員としてデータ提供開始－

Point

関係する本学の教員等

－太陽活動を反映した藻の繁殖量の変化が鍵－

Point

イルカ・クジラの摂食行動を解明
－首の関節の動きから－

〇クジラ類は世界中の海や河川などの水域を生息場所と
し、多様な摂食行動を獲得しているが、イルカ・クジ
ラの仲間（クジラ類）がそれぞれに適した摂食行動を、
進化の過程のどの段階で獲得したかは不明であった
〇ク ジラ類の歯や舌骨の形と摂食行動の関係の研究は
あったが、形の特徴だけでは摂食行動の違いを完全には説明できていない
〇現生のクジラ類たちの頭骨と頚椎をむすぶ後頭部の関節を調べてみると、
その可動角度の大小が摂食行動の違いに反映していることがわかった。ク
ジラ類において、後頭部の関節の可動性が、その種の摂食行動を推定する
1 つの指標になることを示している
理学部

岡村太路学部生

博物館

藤原慎一講師

大マゼラン雲における大質量星形成をとらえた

－アルマ望遠鏡の見た「2 羽の孔雀」分子雲が物語る
2 億年の宇宙史－

Point

〇湖の地層でできたチャート層（硬いガラス
の層）には、藻類が繁殖したことを示す有
機物が多量に含まれることを発見した
〇藻類の有機物が湖底で腐植して周囲が酸性になり、高アルカリな湖水に溶
け込んでいたガラス質（ケイ素）の成分が急速に沈殿し、チャート層が形
成された
〇太陽活動の周期的変動が藻の繁殖量を変化させ、それが周期的なチャート
層の形成を引き起こしたことが明らかになった

関係する本学の教員等

12

秋山真志教授

関係する本学の教員等

三好由純教授

湖底でガラスの層が急速にできるメカニズムを
解明

大学院環境学研究科

武市拓也講師

Point

〇太陽フレアに伴う放射線被ばく線量の増加を
リアルタイムに推定できるシステムを開発
〇地 球 上 の あ ら ゆ る 場 所 の 地 表 面 か ら 高 度
100km までの宇宙放射線被ばく線量推定が
可能
〇世界中の航空機乗務員等の宇宙放射線被ばく管理、運航管理に必須の情報
として ICAO へ提供

宇宙地球環境研究所

大学院医学系研究科

〇長年の課題であった巨大星形成の理解が大きく
進んだ
〇大マゼラン雲の中で、いくつもの細く伸びた高
密度なガスが扇型に広がる姿を観測、その要
（かなめ）の位置で巨大星が誕生していた
〇ガス雲同士が超音速で衝突した結果と考えられ、ガス雲衝突の理論計算に
よる予想とよく一致する
〇 2 億年前の大・小マゼラン雲の近接遭遇が、その起源であることを示す新
たな証拠である
関係する本学の教員等

隈 隆成大学院生

大学院理学研究科

福井康雄特任教授

植物のユニークな細胞分裂の仕組みを解明
－農産物増産に期待－

Point

睡眠障害に朗報！

－新規治療薬の開発に期待－

Point

〇植物細胞が細胞板を形成して細胞質を仕切ること
により分裂する仕組みには未解明の部分が数多く
残されている

○オレキシン神経特異的に光遺伝学を適用でき
る orexin-Arch マウスを作成した
○オレキシン神経細胞の長期抑制により睡眠を

〇細 胞 板 を 作 り 出 す 装 置 に 含 ま れ る タ ン パ ク 質
「CORD4」を見出し、CORD4 が細胞板の成分を
運ぶレールである微小管を効率よく配置すること

誘導できた
○同マウスは 2 型ナルコレプシーのモデルマウスとして有用であることがわ
かった

により、細胞板をより短時間で作り出していることを突き止めた
〇この成果は植物の細胞分裂の仕組みとその仕組みの進化の過程の解明に繋
がる貴重な手がかりであり、この仕組みを利用することで、農作物の生育
を早める新しい技術に繋がる可能性も期待される
関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

トランスフォーマティブ生命分子研究所
八木慎宜博士研究員 中村匡良特任講師

環境医学研究所

人の動きから発電するシートを開発！

－自己給電型ウェアラブルデバイスへの応用に期待－

Point

副甲状腺を同定する簡便で確実かつ安価な
方法を開発！

－甲状腺手術後の副甲状腺機能低下症の発生率低下に期待－

Point

〇透明で伸縮可能な摩擦帯電型発電シートを実現
〇発光ダイオードを用いた自己給電型光通信デバ
イスの実現
〇手袋型発光デバイスの実現
〇自己給電型ウェアラブルデバイスへの応用に期待

関係する本学の教員等

未来材料・システム研究所

山中章弘教授

○甲状腺手術後の副甲状腺機能低下症を来さな
いようにするには、偶発的に摘出された副甲
状腺を確実に体内に戻す必要があり、摘出さ
れた副甲状腺を同定するために病理医による
診断が必要、しかし病理医不足は深刻である
○手術中に摘出された副甲状腺を確実に同定する新たな生化学的方法を開発
した
○簡便、安価に副甲状腺を同定することが術中に可能となった
○常勤病理医不在の医療機関でもこの方法により、甲状腺手術後の副甲状腺
機能低下症の発生率低下が期待される
関係する本学の教員等

松永正広助教

大野雄高教授

肝細胞癌の発生を防ぐ！

－がん発生リスクの高い肝硬変患者への応用に期待－

Point

菊森豊根講師

新しい化学反応の開拓へ！

－アルミニウムが強塩基となる分子を発見－

Point

○肝 細胞癌は肝臓に発生する悪性腫瘍で、肝硬変
の患者によく発生する。肝細胞癌を完治するに
は手術による切除が唯一の治療法だが、肝機能
が悪い場合には手術不可能な場合もある
○今回の研究により、胃粘膜から分泌されるタンパク質である TFF1 には肝
細胞癌の発生を防ぐ作用があることが判明した
○TFF1 を有効に活用すれば、肝硬変から癌が発生する事を防ぎ、手術が不
要になる可能性がある

関係する本学の教員等

大学院医学系研究科 梛野正人教授
医学部附属病院 山口淳平助教

医学部附属病院

○電気的に陽性な元素であるアルミニ
ウムが負電荷を持つ化合物を合成
した
○得られたアルミニウムアニオンが強塩基性を示すことを明らかにした

関係する本学の教員等

落合洋介大学院生

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

大学院工学研究科

車田怜史大学院生

山下 誠教授

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html
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定年退職された教授 の

ことば

名古屋大学での 28 年間

天と地と人に恵まれて

金山

和田

弥平

大学院人文学研究科

壽弘

大学院人文学研究科

「二人して共に行けば一方が先に気づく。一人

1987 年に文学部印度哲学史講座助手として

で気づくなら、共に確かめる人を探して歩きま

赴任して以来 33 年間名古屋大学にお世話になり

わる」
（プラトン『プロタゴラス』
）
、及び「人間

ました。1973 年に名古屋大学に入学したので、

は生まれつきポリス的な（＝共に生きる）動物

途中でインド留学が 3 年程ありましたが、半世

である」
（アリストテレス『政治学』
）
、
「人間は

紀近くこの東山地区に関わったことになります。

生まれつき知ることを求める」
（同『形而上学』）

学生時代は、インド留学時代も含めて師に恵ま

は、人生のほぼ半分にわたり、学生・教員・事

を過ごしたことも忘れられません。研究室（現インド哲学分野・専門）

大学での生活を表すに相応しい言葉ではないかと思います。3 月 21 日

の運営では同僚の方々の力の大きさを感じました。学生にも恵まれまし

に予定していた最終講義「ソクラテス、プラトン、古代懐疑主義」は、

た。旧文学研究科長・文学部長を務めた時には数多の同僚や事務の方々

新型コロナウィルスの影響で中止のやむなきに至りましたが、しかしそ

に支えられました。これらのことは懐かしく思い出されますが、今と

こには「これらの主題についての探求は終わっていない。無知の自覚に

なってはすべて前々前世の出来事です。次の目標に向かって前進しま

立って探求を継続せよ」というソクラテスからの時を超えた呼びかけが

す。名古屋大学で青春時代を過ごし、勉学と教育研究に勤しむことがで

あるようにも感じています。

きたことは誇りとする所です。

名古屋大学との出会いと別れ

名古屋大学を去るにあたって

石井

市橋

三記

大学院法学研究科

克哉

大学院法学研究科

名古屋大学に着任したのは 1999 年 4 月であ

助手に就いた 1983 年から 37 年間、研究・教

るが、前の前の大学教員時代に非常勤の集中講

育に従事した。1973 年に入学、学部と大学院

義を行ったのが最初の出会いとなる。30 年も前

でも学んだことから、それを加えると 47 年間を

のことである。その頃は学部に黒塗りの公用車

名古屋大学で過ごした。

があり、市内の宿泊先まで毎朝迎えにきていた

この長い歳月、わたし自身も、法学部・法学

だいたのだから、隔世の感というか夢でも見て

研究科も、そして、名古屋大学も、40 年前は想

いたのかという思いがする。着任した頃に公用

像できなかった研究・教育のテーマや運営に係

車はなく公用電動自転車に変わり、山の上の会議に行くときなどさんざ

る問題に、否が応でも、次々と取り組まざるをえなかった。その試行錯

ん利用させてもらった。定年が近づき激務から解放された 2 年前から、

誤は、わたしにとっては、たくさんの失敗とわずかの成功という、振り

暇を見つけては、このキャンパスを歩き回るようにした。自転車では気

返れば、省察を深めその教訓を次のプロセスへと批判的に繋げなければ

づかなかった草花や野鳥のさえずり、建築のデザインなど、半時間ほど

ならないものばかりだった。

の散策がこれほど楽しいものとは思わなかった。いや、「楽しい」とい

去るにあたり、変化のなかで、教育・研究にあってもそれを支える組

うより「愛しい」が適切だろうか。別れは世のならい、しかし Ph. フォ

織にあっても、「自己から分離しえない差異＝ identity」を瞳のように

レストの題を借用して言いたい。「さりながら」と。

大切にして、みなさんが活躍されることを願っている。

半世紀の反省の記

退職しても引き続き名古屋大学に貢献したい

神保

薛

文夫

大学院法学研究科

進軍

大学院経済学研究科・附属国際政策研究センター

昭和 48 年法学部に入学して以来 47 年間、人

一橋大学准教授、大分大学教授を経て 2007

生の実に 7 割余を名古屋大学で過ごしてきまし

年より名古屋大学教授になり、13 年間奉職しま

た。物換わり星移る幾度の秋ぞ、若い頃には気

した。名大では、日本語・英語で授業を行い、

持ちを想像するだけだったこんな古人の言葉が、

多数の博士・修士・学士を育成しました。ともに、

今は実感として心に沁みます。この間大学や社

文科省の科学研究助成金（基盤研究 A）をはじ

会に対してどれほど貢献することができたのか、

め多数の研究プロジェクト、1 億円以上の外部

定年退職の日を迎え省みてはなはだ忸怩たる思

資金を獲得し、研究成果を Science、Nature

い ― この言葉もまた、多分に謙遜の表現なのだろうとこれまでは思っ

などの国際誌に発表しました。また、多くの国から 20 数人の外国人客

ていましたが、私の場合は文字通りの意味に使うしかありません。馬齢

員研究員、百人以上の外国人研究者を招き、共同研究および国際会議を

を重ねるとはこういうことかと（たまたま午年生まれですが）今頃反省

通して、名大発の研究成果を世界に発信しました。さらに、ジェトロ・

しても手遅れですよという声が聞こえてくる気がします。名大での半世

アジア経済研究所・国連・世界銀行などの機関と連携して、10 数回の

紀近く、良き師に導かれ、先輩同僚をはじめ多くの方々に助けられ、常

国際会議を主催し、名大の国際影響力の向上に微小な貢献をしました。

に支えられてきたことを今更ながらありがたく思い、感謝の念で一杯で
す。本当にありがとうございました。

14

れて幸運でした。先輩や後輩、友人と楽しい時

務の皆様に支えられながら、教育・研究活動に携わってきた私の名古屋

世界トップレベルの大学の一員として、私は、名古屋大学を誇り、こ
れから退職しても、引き続き名古屋大学に貢献したいと思います。

（原文のまま掲載しています）

退職にあたって

研究者の途に進んだ人生の選択

長尾

山田

伸一

大学院経済学研究科

基成

大学院経済学研究科

私は地元出身ですが、大学生活を京都で送り、

1977 年に 18 歳で経済学部に入学し、65 歳

関西、中国の大学で勤務してきましたので、春

の今日までこのキャンパスで過ごしてきました

夏秋冬に景色を変える琵琶湖と伊吹山を見なが

が、今になってみれば「光陰矢の如し」です。

ら、何度も新幹線で東西を往復してきました。

「大学院に進学してみないか」との学部ゼミの先

それは地盤沈下する関西と、発展する名古屋の

生の誘いに、一年の半分は休日である学生生活

対照的な姿を目撃することでもありました。着

を継続できるのなら、それも悪くはないかとの

任後は教員、職員の同僚の皆様に恵まれて過ご
しましたが、その間に名古屋は日本経済の大拠点となり、大学も全国的、

安易な考えで、大学院への進学を決めましたが、
この判断は結果オーライではあるものの、間違ってはいませんでした。

国際的な存在感を高めました。大学と都市との共存共栄関係を感じる

私が専攻した分野は経営学、中でも製造業のマネジメント問題です

日々でした。現在社会科学者として、名古屋をはじめ、世界と日本の将

が、トヨタ自動車を筆頭にものづくりに強みを持つ当地域で、この研究

来に難題が山積しているのを痛感しています。
「知は力なり」という哲

を行えたことは大変に幸せでした。しかし、今や時代は大きな曲がり角

学史上の格言がありますが、今後本学が、知識の力で問題を解決し、未

を迎え、IoT や AI などの新たな技術が、産業や企業のあり方を猛烈なス

来を切り拓く先頭に立っていかれることを願います。私も OB として、

ピードで変えつつあります。今後は、こうした分野の研究を続けたいと

陰ながら応援させていただくつもりです。

考えています。長い間、ありがとうございました。

2 番目のパンドラの箱

振返れば美しく楽しい想い出の10 年間でした

杉山

山本

雄規

大学院情報学研究科

修一郎

私は素粒子理論を研究していた頃、ベルン大

大学院情報学研究科

2009 年 12 月に企業の研究開発部門から母校

学の理論物理学研究所に一年近く滞在し、ジュ

である名古屋大学に赴任して以来、情報戦略室、

ネーブの CERN（欧州高エネルギー加速器機構）

情報科学研究科、情報学研究科と 10 年間在職さ

をしばしば訪れました。当時、素粒子実験の膨

せていただきました。この間、自由な環境で研

大なデータを国際的に共有するために、CERN

究ができたことは大変幸せでした。情報戦略室

の研究者が開発したコンピュータネットワーク

では名古屋大学情報基盤サービスの信頼性評価

が利用され始め、その黎明期を目の当たりにし

指標の構築に取り組みました。その後、IT サー

ました。その後、このシステムが一般利用に開放され、現在の Web シ

ビスの高信頼化の研究を進め、エンタープライズアーキテクチャ、デジ

ステムが世界を席巻したわけです。当時から仲間内では、「パンドラの

タルビジネスなど、最近はデジタル変革について研究しています。退職

箱を開けた」と囁かれました。物理学者が開けた 1 番目の箱は、言うま

間際になって始めたデジタル変革の研究でこれからもまたしばらく忙し

でもなく“核エネルギー”です。私は教授として情報学研究科に赴任し

くなりそうです。また、在職中には研究会や国際会議を主催できたこと

ましたが、期せずしてこの両方に関わったことになります。パンドラの

や、多くの大学院生や社会人博士を指導できたことに感謝しています。

箱には、
「希望」だけが残ったといいます。“情報”というパンドラの箱

研究科の皆さんにはこれまで大変お世話になり、無事定年まで勤めるこ

に残った「希望」とは何でしょうか？

とができました。どうもありがとうございました。

ホヤの受精研究から動植物融合領域研究へ

病原細菌と対峙して 36 年

澤田

荒川

均

大学院理学研究科

宜親

大学院医学系研究科

2002 年 10 月に理学研究科附属臨海実験所に

私が、病原細菌の研究を開始し既に 36 年が

赴任して 17 年半になります。海水を自由に使

経過しました。当時は細菌感染症に有効な薬剤

える環境で、海洋脊索動物ホヤ類の遺伝学や生

が相次いで開発・実用化されていた抗菌薬開発

化学実験ができて幸せでした。ホヤの自家不和

の“黄金時代”で“細菌感染症は過去の病気”

合性（雌雄同体のホヤが自家受精しないしくみ）

との錯覚が持たれた時代でした。しかし現在、

に関わる分子は、抗体等の獲得免疫系の祖先分

世界中に各種の多剤耐性菌が広がり、薬剤耐性

子ではないかと考えられてきましたが、少なく

（AMR）問題は国際的な緊急課題に浮上してい

ともカタユウレイボヤでは被子植物の自家不和合性機構に酷似した機構

ます。細菌は非常に高い変異能力と増殖力を有し、地球の誕生以来、数

であることがわかりました。この発見が元となり、科研費・新学術領域

度の巨大隕石落下や地球全球凍結などによる危機的環境も乗り越えて生

研究「動植物に共通するアロ認証機構の解明」が発足する運びとなりま

き延びてきたタフな生命体です。ガンや慢性疾患などの治療が大きく進

した。動物と植物の生殖学者が一堂に会して研究交流を深めることがで

歩した中で、誤嚥性肺炎を含む肺炎が死因別死亡率の 3 位となり、また

き、生殖生物学の発展にも貢献できたのではないかと考えています。今

最近の新型コロナ感染症などを含めた各種の感染症が、人々の健康を脅

まで多くのご支援を頂いた名古屋大学と理学研究科に感謝申し上げま

かし、今後も繰り返し人類に襲いかかってくるのは自明であり、病原微

す。ありがとうございました。

生物学の研究の再興が強く求められています。

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.323

15

始めは整形外科医から

この目にひかりを

石黒

寺﨑

直樹

大学院医学系研究科

浩子

大学院医学系研究科

名古屋大学に初めて勤務したのは卒業後 2 年

医学研究科を修了後、関連病院で研鑽をつみ、

目でした。その時は研修医という身分でした。

教員として附属病院にもどって眼球破裂や未熟

その後、一般病院勤務を経て、名古屋大学病院

児網膜症、当時は薬物治療のなかった加齢黄斑

に再び戻って、以来 30 年以上が経過しました。

変性、重症糖尿病網膜症や網膜剥離の再手術な

好きなこと、やりたいことをさせて頂いた名古

ど、大学病院でなければ担えない眼の手術治療

屋大学には感謝しかありません。大学病院の魅

とチーム医療を確立すべく邁進し、気が付いた

力とはこの自由度に尽きると思います。これが

ら教員生活も 30 年が過ぎていました。仕事が

失われたら、大学病院では無くなります。臨床医として患者を救うこと

終わったときにはいつも病院の駐車場に車が 1 台ぽつんと待っていまし

は当然です。先端的な医療を率先して行うことは大学病院の使命です。

た。この間、いろいろな方々のご協力は計り知れません。厚くお礼申し

私が病院長を務めた時に最も注力した課題は、高度な医療を安全に提供

上げます。医学部教授として 20 年、眼科科長（併任）として 15 年を

することです。研究の自由度も必要ですが、ヒトに用いるには監督する

過ごしましたので、研究成果を海外にも多数発信し、網膜治療の分野で

組織体制も必要です。医療が高度化すればするほど社会の期待は高まり

本学の海外での地位を確固たるものにしたと思います。ご指導いただき

ます。今後も先端医療を安全に提供できる病院を目指して頂くことを

ました多くの先生方に深謝いたしますとともに、若い皆様には世界で活

願っています。

躍されることを祈ります。人生100年時代、お目を大切にしてください。

名古屋大学に感謝・感謝・感謝

退官のご挨拶

梛野

若林

正人

大学院医学系研究科

俊彦

学生時代の 6 年を含め通算 38 年もの間、名古
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大学院医学系研究科

大学在職中の数々の“記憶に残る”場面として、

屋大学でお世話になった。教授としての 13 年間

夥しい情景や多くの人々との会話を全て鮮明に

を振り返ると大好きな手術を思う存分すること

想い出すことができる。長年に亘り、多くの苦

ができ大変満足している。目標としていた肝門

楽を教室員及び同門一同が、一体となって様々

部胆管癌の切除 1000 例を達成できたのも、ま

な改革に真摯に携わってくれた。日本脳神経外

た、多くの超高難度手術に挑戦できたのも全て

科学会の第 1 回〜第 3 回会長を名古屋大学の齋

大学病院ならではの総合力の賜物であり、いく

藤眞教授が務めてから 70 年余の歴史と伝統を引

ら感謝してもしきれるものではない。後を託せる優秀な外科医を育てる

き継ぎ、多くの医局員が、世界最高度の質の医療の実践、優秀な学生の

事もでき、退職するにあたり後顧の憂いはない。ただ、多くの時間を興

親身な教育指導、国際的評価に引けを取らない最高難度の研究活動を、

味ある胆道癌の外科治療に関する事ばかりに費やしてきたので、他の勉

今後もさらに発展させてくれることを見守っていきたい。最後に、名古

強をほとんどしなかった事を反省している。
“これからはゲノム医療の

屋大学、特に医学部に関係する多くのメンバーに、今後も名古屋大学の

時代だ！”という言葉を聞く度に、そちらの方面の知識が全くない私は

確実な歴史と伝統の構築及び同窓会員との強固な連携を、さらに大きく

肩身の狭い思いをしてきた。やや時代遅れの外科医が退職するにはちょ

進化できるように各位の変わらぬご支援・ご鞭撻のほどを改めてお願い

うど良い時期だと思う。名古屋大学有難う！

して引退のご挨拶に代えたい。

名古屋大学への御礼

看護職養成における名古屋大学の役割

池田

太田

充

大学院医学系研究科

勝正

大学院医学系研究科

43 年前に好運に恵まれて名古屋大学への入学

2004 年 3 月、まだ国立大学であった時に前

を許可されて以来、学部生・大学院生・教員と

任校の長野県看護大学から赴任しました。当時

して、名古屋大学から離れることなく定年退職

まだ国内に数少ない看護学の博士課程を設立す

まで名古屋大学でずっとお世話になることがで

るためでした。その後、それなりの人数の博士

きました。多くの関係者の皆様にお世話になり

学生を送り出すとともに、多くの学部生の教育

ましたことも含めまして、紙面をお借りして厚

にも携わりました。看護学専攻の学部生は、他

く御礼申し上げます。この間、医学と工学の学

大学と比べて高い基礎学力を有し、卒業後には

際的なことを中心にやってまいりましたが、名古屋大学ならではの充実

医学部附属病院をはじめ、多くの医療機関で質の高い看護を提供してく

した環境と自由な校風がなければできなかったことばかりです。また、

れています。さて、大学には進化、改革が求められ、保健学科も改組を

保健学科では、若い学生達と一緒に学ぶことができました。私にとって、

行いました。しかし、ここで敢えて学部レベルの教育の重要性を強調し

実に幸せなことでした。名古屋大学への恩返しと言えるような成果をあ

たいと思います。論文数を増やすことも大切ですが、本学には T 大、K

げることができなかったことが心残りではありますが、これからも努力

大とは違い、優秀な看護専門職を広く世に送り出す役割があると信じて

は続けていきたいと思っています。末筆になりましたが、名古屋大学の

います。さて、改組後の学部教育がどうなるのか。本学を去ったあとも

ますますのご発展をお祈り申し上げます。

しばらく見守っていきたいと思っております。

定年退職された教授 の

「明日は明日の風が吹く」の 24 年
井口

哲夫

大学院工学研究科

ことば

計算だけの実験をしない化学の展開
岡崎

進

大学院工学研究科

名古屋大学に奉職してから 24 年、3 つの専攻

分子研から名古屋大学に赴任して早くも 10 年

を渡り歩いて定年を迎えることとなった。「原子

以上が過ぎ、ついに退職を迎えることになりま

力」という何となく巨大で複雑な技術体系に魅

した。この間、専門の計算科学、分子シミュレー

せられて志したが、優柔不断な性格から何とな

ションによる物理化学研究に勤しんできました

くつぶしの利きそうな放射線計測という分野を

が、おそらく名大の工学部化学系では実験をし

選んだ。この「何となく」という人生観は、大

ない初めての研究室だったと思います。その意

学人として信念を持った教育研究に携わるべき

味では、私の赴任自体が工学部の化学系にとっ

という観点から問題があると常々思ってきたが、居直って「明日は明日

ては一つの「実験」だったのかもしれません。幸いにも時代の流れもあ

の風が吹く」という信条を貫き通させていただいた。名古屋大学の売り

り、今や計算は化学の実験の先生方も普通に用いる研究手法として定着

文句である「勇気ある知識人」の意味は未だ理解できていない気がする

しつつあるように思います。この点、ほんのわずかな貢献でしかありま

が、自由闊達な学風は私の信条を大いに後押ししていただいたと信じ

せんが、少しは世の中のお役に立てたのかなと、ほっとしています。新

る。後悔・反省も少なくないながら、充実した本学教員生活を満喫させ

年度からは富岳プロジェクトが開始され、計算科学も新たな段階を迎え

ていただいたことに、お付き合いいただいた数多くの諸先生方、事務の

ますが、名古屋大学の若い世代の先生方の大きな発展をお祈りしてい

方々、学生諸氏に心からお礼を申し上げたい。

ます。

量子ビーム・放射光とともに

定年退職を迎えて

曽田

古橋

一雄

大学院工学研究科

武

大学院工学研究科

1982 年、名古屋大学を修了し、物性研究所

1988 年に本学工学部に助手として赴任して

軌道放射物性部門の放射光利用専用電子蓄積リ

以来、中断を挟んで、29 年間を過ごさせていた

ング SOR-RING で放射光の共同利用と研究に従

だきました。その間、ファジィ・データ解析の

事、縁あって 1994 年名古屋大学に着任しまし

分野で教育・研究に注力してまいりました。産

た。着任時、名古屋大学に小型放射光施設をと

業界でのデータサイエンティストの需要の高ま

のことでしたが、あいちシンクロトロン光セン

りの中で、当研究室の卒業生が活躍しているこ

ター創設に形を変えて取り組めたことは幸せで

とに、うれしさと頼もしさを感じています。学

した。着任以来、SOR-RING をはじめ、UVSOR、Photon Factory、

部生向けの講義では、学生に電気電子回路作りの楽しさを体験させよ

HiSOR、SPring-8、TIARA、W-MAST そして Aichi-SR と、学外加速

うと製作演習付きの講義を模索してきました。前半 45 分を座学、後半

器施設で学生さんたちと徹夜で得た成果を積み上げながら、楽しく自由

45 分を学生一人一人が毎週 1 回路を設計・製作する演習としました。

に研究でき、名古屋大学の原子核工学科と結晶材料工学専攻で培われた

先例のない演習では試行錯誤が尽きませんでしたが、学生からは「新鮮

知識と技能を量子ビーム・放射光科学の教育と研究に役立てられたこと

だった。楽しかった。大変だったけれど動いたときは感動した。座学の

に感謝しています。家族を含め、私のわがままを支えてくださった多く

内容を深く理解できた。」との声が聞かれました。彼らの活躍を祈りつ

の方々にお礼を申し上げるとともに、皆様のご活躍を期待しています。

つ、今後はこの成果を発信していく所存です。

少年易老学難成を生身で感じて

これからの大学に期待すること

松下

小俣

裕秀

大学院工学研究科

達男

大学院生命農学研究科

私は 1973 年に名古屋大学に入学し、学生・

1992 年の秋に赴任して以来、早くも 27 年半

院生として 9 年間学んだ後、1982 年に工学部

が経ちました。理学部出身で当初は基礎研究に

合成化学科の助手に採用されました。一度転出

しか興味がなかった私にとって、基礎と応用の

して 40 歳前後の約 5 年間を他大学で過ごした経

距離が近い農学部は新鮮で、ついには自分でも

験を経て、1999 年に自分が育った研究室に戻

バイオ燃料の生産を目指した応用的研究に没入

りました。それ以来、自ら学んだ専門科目を学

することになりました。最近は工学的視点の重

生に教え、それに寄った学問分野を生業として

要性を痛感し、あらためて学問の世界の広がり

きましたので、概して言えば幸せな教員生活でしたが、年年歳歳「少年

と奥深さを感じています。現在、人類の存続のため、エネルギー、食糧、

易老学難成

環境、経済問題の総合的解決が求められていますが、これはいくつかの

一寸光陰不可軽」（朱熹）の思いを強くしています。一方、

私は人とのコミュニケーションを楽しむ質で、主に教育現場を通しての

技術革新によって達成できるというものではありません。社会的、思想

出会いや触れ合いが多く心に残っております。名古屋大学は、過去半世

的な側面も含めて問題に立ち向かい、解決法を提案できるのは、多様な

紀近くの間に、何段階にもわたり変貌を遂げました。今後も保つべき大

視点と発想を包含している大学だけだと私は考えています。近視眼的に

学の基軸は堅持し、見直すべきは迅速に改めることで、弛まない発展を

なりがちな「役に立つイノベーション」ではなく超長期的な視野にたっ

続けられることを祈念いたします。

た研究の展開を期待しています。
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名古屋大学ならではの体験に感謝

名古屋大学 40 年

松田

奥宮

洋一

大学院生命農学研究科

正哉

大学院環境学研究科

名古屋大学では教員として 14 年間、学生時代

名古屋大学に 1974 年に入学し本年定年退官

を含め 20 年間お世話になりました。この間いく

を迎えますので、途中に中部大学にお世話に

つかの研究機関で遺伝学研究に取り組んできま

なっていた期間を除きますと 40 年になります。

したが、最後に母校で定年退職を迎えられるこ

大学に入学してすぐ硬式野球部に入部し先輩を

とを大変光栄に思います。着任した鳥類バイオ

見て、大学生って大人だなと思いました。そし

サイエンス研究センターでは、文部科学省のナ

てそんな先輩に少しでも近づきたいと思ったも

ショナルバイオリソースプロジェクトを立ち上

のです。そして大学院に進んでからは建築の空

げ、多くの方々から多大な協力と支援をいただきながら、家禽（ニワト

気調和や地域冷暖房に関して、太陽エネルギーやその他のエネルギー利

リ・ウズラ）リソース事業の中核的機関として生命科学研究の発展に貢

用を含めて研究そして実装してきました。その中で先生方のご指導をい

献する仕事に携わることができました。また、カセサート大学（タイ）

ただき、企業の方々、海外の方々との交流をさせていただき非常に充実

とのジョイントディグリーやアジアサテライトキャンパス学院（カンボ

した研究者生活でした。また、研究が進んだのは学生さんたちの柔軟な

ジア）での国際連携教育プログラムにも参加させていただき、とても充

発想のおかげです。私との交流の中で、若い人たちが広い視野で広い分

実した教育・研究生活を送ることができました。改めて厚く御礼申し上

野において楽しく活躍できるために少しでも貢献できたのであれば幸い

げます。長い間、ありがとうございました。

です。本当にありがとうございました。

建築デザインの教育・研究

山あり谷あり

片木

勅使川原

篤

大学院環境学研究科

正臣

大学院環境学研究科

私は 1989 年 4 月に名古屋大学に赴任、2020

2004 年に環境学研究科都市環境学専攻に教

年 3 月に定年退職した。平成年間あるいは「失

授として赴任して以来、16 年間名古屋大学にお

われた 30 年」にほぼ匹敵する長きにわたって、

世話になりました。名古屋大学に赴任する前は

名古屋大学及び全ての構成員にお世話になった。

国土交通省建築研究所に 21 年間所属していまし

まずはそのことに感謝致したい。

たが、両機関を通じた 37 年間は、一貫して鉄筋

大学とは、若者を「知」の消費者から、「知」

コンクリート構造建物の変形制御型耐震設計法

の生産者に転身させる教育・研究機関である。

の開発に関する研究を行ってきました。名古屋

新たな「知」を生産するには、思考しなければならず、思考するには道

大学在職中には、幸い、同僚や学生にも恵まれ、研究者・教育者として

具としての
「言語」
が必要になる。私の専門分野、建築デザインで言うと、

充実した 16 年間（建築研究所の期間を合わせると 37 年間）を送らせ

建築形態も「言語」の 1 つに数えられる。建築デザイン研究とは、建築

て頂いたことを非常に感謝しています。

言語を統辞と意味の両面から分析すること、建築デザイン教育とは、建

東海国立大学機構の設立や、基礎研究予算の縮小、建築構造分野を希

築言語を習得させ、それを用いて新たな建築デザインを創造し得る若者

望する学生の減少など今後の建築構造分野の研究を取りまく環境は決し

を育成することに他ならない。そうした私の名古屋大学での仕事は、卒

てバラ色ではありませんが、予算額や周りの動向に振り回されることな

業生・修了生の今後の活躍によって評価されることになろう。

く、自身の好きなことをやり遂げられることを願っています。

磁性研究の 38 年

教育研究に携わった 41 年

岩田

興戸

聡

未来材料・システム研究所

正純

未来材料・システム研究所

電子材料分野でたまたま枠に余裕があった内

長年に亘り、名古屋大学には大変お世話にな

山晋先生の研究室にお世話になって以来、43 年

りました。人生の大半を大過なく勤めることが

間も磁性研究に関わることになりました。予算

でき、深く感謝いたします。

の制約からなかなか先端的な装置を導入できず、

材料表面技術の研究を行い、金属系生体材料の

返ると、最近の研究設備の充実ぶりには、隔世

表面改質の研究にも取り組むことができました。

の感があります｡ その一方、研究室内で教授を
囲んでの雑談、テニス、もちろん研究についての議論など、ゆったり流

18

水溶液中における化学反応を駆使した多くの

装置を手作りしていた昔の研究室のことを振り

幸い研究スタッフの斬新なアイデアのおかげで、
これまで研究・教育活動を行うことができました。

れていた時間がすっかり失われていることにも時代の変化が感じられま

1995 年に新設された理工科学総合研究センターで 7 年、工学研究科

す｡ 助教としての採用以来、長年お世話になった工学研究科電気教室に

10 年の後、また研究所のお世話になりました。多様な学問分野の研究

は、自由に研究をさせていただいたことに深く感謝いたします。また、

者を擁している研究所では、刺激を貰えて楽しく過ごすことができまし

最後の 4 年間、未来材料・システム研究所の副所長／所長として組織の

た。また、研究所の改組・拡充の時期に運営にも関わり、新たに共同利用・

運営に関わったことも大変貴重な体験でした｡ ご協力いただいた皆様に

共同研究拠点に認定されたことも思い出深いです。名古屋大学の益々の

感謝いたします｡

発展を願っております。

定年退職された教授 の

ことば

自由に研究を楽しんだ 31 年間でした

留学生交流・国際交流に 30 年近く携わって

杉田

野水

護

遺伝子実験施設

勉

国際教育交流センター

平成元年 4 月に北大理学部から本学遺伝子実

1984 年に工学部助手に採用されて以来 35 年

験施設に赴任し、令和元年度に定年を迎えるこ

の歳月を名古屋大学で過ごす結果となりました。

とになりました。同施設に 9 年半、人間情報学

分析電子顕微鏡、プラズマ分光／質量分析など

研究科（現情報学研究科）に 2 年、再び施設に戻っ

の研究を行いながら工業分析化学分野の研究・

て 19 年余り名大にお世話になりました。この間

教育を担っておりましたが、1991 年に工学部

大半は小さな施設にいましたので自由気ままに

留学生専門教育教員・講師を担当して以来、留

学生や共同研究者らと研究を楽しむことができ

学生交流・国際交流に深く関わる形となりまし

ました。私自身は葉緑体とミトコンドリアの遺伝子発現制御の分子メカ

た。賛否両論の中、1996 年に立ち上げた短期交換留学受入プログラム

ニズムの解明を目指して研究を行ってまいりました。文化功労者 2 氏を

（NUPACE）は当初年間 40 名の受入規模でしたが、現在年間 200 名を

輩出し植物ゲノム研究の先駆けとなった同施設で研究できたことを誇り

超え、半分は世界ランキング 200 位以内の大学の学生です。2006-09

に思います。研究では小さな植物（苔）を扱ってきましたが、退職後は

年の間、国際学術コンソーシアム（AC21）の事務局長を担うなど、大

大きな植物（樹木）の間伐ボランテイア活動などを通して少しでも社会

学の国際交流に様々に貢献できました。英語力の十分でない教員を支え

に貢献できればと考えております。名大でのハード・ソフト両面からの

てくれた周囲の関係者の支援と、全部局の教職員のご協力に深く感謝申

多大なご支援に心より感謝いたします。

し上げます。

発 売 開 始！
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
つじ あ つ こ
「名大ウォッチ」。
辻 篤子 特任教授
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、
2018 年 8 月に書店やインターネット上で販売を開始し、多くの方に購入いただきました。
今月、いよいよ待望の第 2 弾を発売！
附属病院での「カイゼン」とは？ 「台風の目に飛び込む」ってどういうこと？
今、話題の「はやぶさ 2」に関わる名大の教員とは？ そして、名古屋にある大学だからこそ学べ
る「クルマ」のこと…… 研究そのものはもちろん、研究に携わる人々の人柄にまで触れることの
できる一冊に仕上がりました。
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。
「名大ウォッチ」ウェブ版

インターネット販売
アマゾン

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp

No.323
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。

2020年4月

2020 年 4 月 15 日発行
編集・発行／名古屋大学管理部総務課広報室
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。

名古屋大学

チアーズ

http://jukensei.jimu.nagoya-u.ac.jp/index.html
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学年暦の変遷
名古屋大学通則が定める名大の学年暦は、4 月1日に

曜日が休業日になりました。翌 94 年度には、第 2 学期

始まって 3 月 31 日に終わり、これは新制大学になった

の開始が現在と同じ 10 月 1 日になり、夏季休業は 7 月

1949
（ 昭和 24）年度以来変わっていません。ただ、そ

24 日から 9 月 14 日（1995 年度以降 9 月 7 日）と、時期

の内容は、さまざまな変遷を経て現在に至っています。

が遅くなるとともに短縮されました。

1949 年度は、第 1 学期が 4 月 1 日から 10 月 31 日、第

そして、名大が国立大学法人になった 2004（ 平成

2 学期が 11 月 1 日から 3 月 31 日とされていました。現

16）年度から、学年暦も大きく改編されて現在のよう

在と大きく異なるのは、夏季休業がかなり早く 7 月 1

になりました。最も変わったのは、第 1 学期の講義が

日から 8 月 31 日で、第 1 学期の講義が夏季休業後も続

期末試験を含めて夏季休業前に終了するようになった

くことと、第 2 学期の開始日から 1 週間の「秋季休業」

ことです。夏季休業は 8 月 8 日から 9 月 30 日と、さら

があったことです。春季休業は4月1日から7日とされ、

に遅くなるとともに長くなりましたが、これに伴い秋

入学式は 4 月 8 日が原則でした。また、土曜日が休業日

季休業は廃止されました。その他、春季休業が 4 月 1

ではなく、午前には講義が行われました。その他の休

日から4日、入学式が原則4月5日となりました。また、

業日として、5 月1日の名古屋大学記念日がありました。

名古屋大学記念日が休業日ではなくなったのもこの時
からです。

1952 年度から、第 2 学期の開始が 10 月 16 日になり
ました。その後、通則に定める学年暦は全く変わらな

2017 年度からは、1949 年度以来変わっていなかっ

い状況が 40 年ほど続き、久しぶりに変更されたのが

た 学 期 の 正 式 名 称 を、 春 学 期 と 秋 学 期 に 変 更 し ま

1993
（ 平成 5）年度です。週休 2 日制の導入により、土

した。

BRIEF HISTORY OF NAGOYA UNIVERSITY

1 名
 古屋帝国大学の学
生たち。旧制時代
（名
帝大および旧制名古
屋大学）の学年暦は
3
3 学期制であった。
2 教養部の講義風景（1960 年代後半か）。教養部は、夏季休業の期
間を正規の学年暦よりやや遅く、秋季休業の期間をやや早く設定
していた。
3 1983 年の入学記念写真。第 1 学期の講義が始まって間もなくの撮
影か。なお、第 1 学期のことを前期と言う呼び方は、通則には明記
されていなかった。
4 初めて 4 月 5 日に挙行された 2004 年度入学式にて。2004 年度か
ら、入学式より前に新入生ガイダンス等を行うようになり、講義の
開始が 6 日になった。ただ、2006 年度以降は再び入学式より後に
行うようになり、講義の開始も 10 日前後に戻っている。

2

1

4

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。

特定基金

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

創薬

PhD 登龍門

理学

医学未来人材 アジア法律家

教育 70 周年

博物館

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。
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プロジェクト

病院

女性リーダー

図書館

経済100周年

修学支援

ジェンダー

農学

減災館

文学 75 周年

数理科学

医学 150周年

エジプト

漕艇部

博士課程人材育成支援

■ 詳しくはホームページをご覧ください。
名古屋大学基金

保健医療リーダー

アクセスはこちらから︎

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

ITbM

附属学校

