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新型コロナウイルス感染拡大に伴う
名古屋大学の対応について

　名古屋大学では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今春予定されていた卒業式、入学式を中止したほか、公開

施設の臨時休館、全ての課外活動の中止、緊急時連絡体制の整備、ウェブ会議の活用等さまざまな対策を講じてきました。

　また、4月1日に示された政府の「新型コロナウイルス感染症専門家会議」の状況分析・提言や社会情勢等を踏まえ、2020

年度春学期の授業について、原則として教育学習支援システム（NUCT：Nagoya University Collaboration and course 

Tools）などのICTを活用した遠隔授業を中心に行うことを決定し、4月3日、名古屋大学ホームページ上で告知しました。

　さらに、4月10日午後、愛知県独自の緊急事態宣言が発出されたことを受け、同じくホームページで「新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）における名古屋大学の活動指針」を発表しました。これは、時々刻々と変わる状況下において、大学全体の

危機対応状況を総括的に示す「現在の警戒カテゴリー」と、具体的な活動種別（①教育、②教員（研究活動）、③事務業務、④

会議、⑤学生の入構制限、⑥課外活動、⑦出張・旅行）ごとの具体的な活動指針をレベル別に示すものに分かれています。構成

員が状況に応じて、適切かつ柔軟に活動する目安を示すための参考資料であり、各部署での自律的な行動を求めています。

　4月17日からは、愛知県の休業要請に従い、上記の警戒カテゴリを「Ｃ：緊急事態」に引き上げ、構成員により一層の注意を

促しているところです。最新情報は常に名古屋大学ホームページで発信しますので、随時確認をお願いいたします。

○ 2020年度春学期の授業形態
　NUCTなどのICTを活用した遠隔授業のみを実施し、対面による授業は当面の間実施しません。学生の登校は禁止

です。ただし、活動指針のレベルが下がった場合、実験や実習などについては、1回の参加人数を一定人数以下にし

た上で、以下の「感染防止の考え方」を徹底するなど、様々な対策を講じて行っていく予定です。

Q.

A.

教育学習支援システム（NUCT）とは？

　 e-Learningシステムの1つで、通信ネットワークを使った授業のホームページを運用するためのWebアプリケーション。

Webブラウザがインストールされたパソコン、タブレット端末、スマートフォンとネット環境があれば、使用可能。学生は

名古屋大学IDでログインし、個人ごとに設定された「マイワークスペース」から登録した授業の受講、資料のダウンロード、

課題提出、テスト受験等ができる。

　今回導入するオンライン形式の遠隔授業は、教員の授業を動画で配信するのではなく、文書や図、画像などの表示と、解

説の音声を中心とすることで、学生の通信環境や通信料負担に配慮している。学生は、好きな時に教材をパソコン等にダウ

ンロードして学習し、教員への質問などはメールで行う。毎回の課題提出で出席と習熟度を確認することとしている。

　今後は、東海国立大学機構として、岐阜大学とも電子教材の蓄積・共有を行い、来年のサーバーのシステム改修後には、

両大学の学生が所属と異なる大学の教材を使えるようになる予定。

◆		発熱等の風邪症状がある場合は、大学に登校せず自宅等で静養する。
 次の症状がある場合は、名古屋大学保健管理室に相談
 ・風邪症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合
 ・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合

◆			隣の人との距離の確保（食堂等での飲食時も含む）
 ・1つおきに着席　　　・マスク着用

◆		密室等で長時間を過ごす環境の排除
 ・30～40分を目安に休憩をとり、換気を実施
 ・休憩時間には手洗い※

〈感染防止の考え方〉※は学生、教職員に推奨する事項　

2



新型コロナウイルス感染拡大に伴う
名古屋大学の対応について

○ 教員の研究活動、事務業務について
　４月８日付で、教育・研究活動に支障がない範囲内で、５月６日までの暫定措置として、各学部・研究科長の判断

を下に、教員の在宅での勤務を認める旨通知しました。なお、各学部・研究科での対応状況については、各学部・

研究科長から新型コロナウイルス感染症リスク管理対策本部まで、定期的に（週１回）報告することを求めています。

また、事務業務（事務職員、URA等）についても、在宅勤務の部分実施や時差出勤制度の活用等により、必要最低

限の人員のみが出勤する態勢を整えました（4月17日以降、教員は原則、在宅での研究活動、事務は大学機能の維

持のために必要な職員のみ出勤）。

○ 総長からのメッセージについて
　松尾総長は、学生及び構成員に対し、「ピンチをチャンスに変え」、また、「勇気ある知識人として」、この困難な状

況を乗り切ろうと力強いメッセージを送りました。

　併せて、経済的苦難に直面している学生支援に係る財政を下支えするために、名古屋大学にコロナ感染症緊急対策

基金を設置しました。みなさまの温かいご支援をお待ちしております。

【 参　考 】
■	名古屋大学ホームページ
　	 ▼ 	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における名古屋大学の活動指針		
　	 http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200409_covid19.html 

　	 ▼ 	2020年度の授業・各種ガイダンス等について		
	  http://www.nagoya-u.ac.jp/academics/reminder/2020guidance/	

　	 ▼ 	総長からのメッセージ（学生向け）		
  http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200508_jimu.html 

　	 ▼ 	新型コロナウイルス感染症対策緊急学生支援基金ご支援のお願い		
  http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200428_kikin.html#single-title 

▲名古屋大学ホームページ上での情報発信
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クローズアップ

国立大学法人東海国立大学機構発足

は、「この地域を発射台として世界へ飛躍する大学機構を

作り上げることをミッションと心がけ、一法人複数大学

であれば、限界を打ち破ることができると示したい。」と

語りました。

　挨拶後には、参加した記者から、今後の展望にかかる

質問等が数多く寄せられ、松尾機構長、森脇大学総括理

事ともに、その一つひとつに「ファーストペンギンとして、

積極的に情報発信をし、各大学の特長を活かしながらビッ

グな国立大学法人にしたい」、「未来をつくり、支える人

材育成がキーだ」と丁寧に答えていました。

　記者会見後は、本部1号館玄関前に場所を移し、 看板

除幕式を挙行しました。あいにくの雨ではありましたが、

役員皆が写真撮影に笑顔で応じ、華やかな門出となりま

した。

　なお、同日、国立大学法人東海国立大学機構のホーム

ページを立ち上げました。活動の深化に伴い、機構直轄

の研究拠点情報等を発信していきます。

URL：https://www.thers.ac.jp/

　4月1日（水）、国立大学法人岐阜大学と国立大学法人

名古屋大学が法人統合し、国立大学法人東海国立大学機

構が発足しました。

　これを受け、同日、名古屋大学東山キャンパスにおいて、

初代機構長である松尾清一名古屋大学総長と、松尾機構

長が任命した大学総括理事・副機構長の森脇久隆岐阜大

学長両名の就任記者会見及び看板除幕式を挙行しました。

　多数の報道陣が集まる中、広報プラザで行われた会見

に臨んだ松尾機構長は、東海国立大学機構の役員を紹介

したのち、「次世代を創り支える人材育成のために、地域

の中核を担う国立大学の変革は必須。国際競争力と地域

創生への貢献力を同時に高め、世界有数の大学群にする

ことが、本機構のミッションである」と語りました。また、

「大学と地域が一体となって東海地域の好循環モデルを形

成し、日本全国の地域変革の起爆剤となるよう教職員一

丸となってチャレンジを続けてゆきたい。」と抱負を述べ

ました。

　また、松尾機構長から辞令を受けた森脇大学総括理事

松尾機構長（右）から森脇大学総括理事（左）への辞令交付 本部1号館玄関前で行われた役員による看板除幕式
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国立大学法人東海国立大学機構発足

東海国立大学機構設立までのあゆみ

2018年4月 岐阜大学・名古屋大学が法人統合に向けた初協議

2018年12月 東海国立大学機構設立に向けた基本合意締結

2019年5月 「学校教育法等の一部を改正する法律」の成立 

2019年6月 パンフレット「国立大学法人東海国立大学機構　START！」を作成

2019年9月 合同機構長選考会議が松尾総長を初代機構長候補者として選考

2019年9月 「東海国立大学機構スタートアップビジョン」の策定

2019年10月 松尾総長が文部科学大臣より機構長に指名

2020年4月 東海国立大学機構設立

設立に向けた基本合意締結（2018年12月） 設立準備会議の様子（2020年3月）
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Q &A
先生に一問一答

ささはら　かずとし
略歴・趣味
2005年東京大学大学院総合文化研究科博士課程終了。博士（学
術）。理化学研究所BSI研究員、日本学術振興会特別研究員PD等
を経て現職。学外では、UCLA訪問研究員（2009年）、インディ
アナ大学訪問研究員（2016年）、JSTさきがけ（2016〜2020
年）、神戸大学計算社会科学研究センターリサーチフェロー（現在）
を務める。趣味はカフェ巡り。

出所進退、悠々たること
MyBestWord

笹
原 

和
俊

吉川英治の三国志で、大志を抱きつつも放浪の身であ
ることを嘆く主君の劉備に、義弟の関羽が喝を入れる
場面があります。「得意な時にも得意に驕らず、絶望
の淵にのぞんでも滅失に墜ちいらず、そこに動ぜず溺
れず、出所進退、悠々たることが、難しいのではござ
いますまいか。」この言葉を体現する人になりたいと
思っています。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？

大
学
院
情
報
学
研
究
科 

講
師

私は、ビッグデータや計算モデルを駆使して人間行動
と社会現象を理解する「計算社会科学」という新しい
学際領域を研究しています。特に、現在深刻な社会問
題となっているフェイクニュースやその温床となるエ
コーチェンバーの研究、多様なつながりが促進される
ような情報技術の開発に取り組んでいます。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

在外研究でお世話になったインディアナ大学Filippo Menczer教授の研究室の皆さん

フェイクニュースの問題に取り組むきっかけになった
のは、2016年のインディアナ大学での在外研究です。
米国が分断され、フェイクニュースの嵐が吹き荒れる
中から、トランプ大統領が誕生する現場に居合わせま
した。社会的分断が起きる仕組みを科学的に解明し、
虚偽情報の拡散を緩和する技術が作れないか、そう考
えたのがきっかけでした。

A
Ⓠ 研究を始めたきっかけは？
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池上彰緊急スペシャルのフェイクニュース特集に
出演した際、お笑い芸人の土田晃之さんや落語家
の立川志らくさんと共演しました。池上さんの問
いかけに対して、アドリブでテンポよく適切なコ
メントをする様子を見て、さすがプロだなと感心
しました。そして、自分はテレビ向きではないこ
とを悟った瞬間でもありました。

A

Ⓠ 先生は『フェイクニュースを科学する』という
著書を発表されたほか、メディアへの出演やコメ
ント掲出経験も多数お持ちです。ご活躍される
中で、印象的な出来事があれば教えてください。

自分が立てた仮説の妥当性が計算モデルやデータ
で支持された時、何ものにも変え難い喜びを覚え
ます。また、計算社会科学は複数人からなるプロ
ジェクトで研究を進めることが多いので、多様な
観点からの議論から、自分一人では思いつかない
ような「尖った」アイデアが出てきた時は興奮し
ます。私が「研究が面白い！」と思うのはこうい
う瞬間です。

A
Ⓠ 研究が面白い！

と思った瞬間はどんな時ですか？

私は繊細な一面もあるので、しばしばくじけそ
うになります。そんな時は、B’zの「兵、走る」
を聞いて、「ゴールはここじゃない　まだ終わり
じゃない」と自分を鼓舞します。ストレスを解消
したいときは、お気に入りの曲を聴きながらジョ
ギングに出かけたり、珈琲が好きなので、カフェ
に行ってぼーっとしたりします。

A
Ⓠ 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。

計算社会科学で世界トップレベルの研究者になれ
るように、ますます研究に邁進したいと思いま
す。また、これからはアカデミアだけでなく、企
業とのコラボレーションも視野に入れ、基礎研究
の成果をイノベーションにつなげるような試みに
も挑戦したいと思っています。

A
Ⓠ 今後の目標や意気込みを教えてください。

『フェイクニュースを科学する』を執筆していて、
2回目の原稿催促が来たとき、出版社の担当者に
は「ほぼ書けたのだけど、もう少し時間を下さい」
と言って、締め切りを延長してもらいました。本
当は、1章も書けていませんでした…。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせて 

ください。

米大統領選2016の時のTwitter上の情報の流れ（点はユーザ、線はリツイート）。
左側（青）はリベラル、右側（赤）は保守系のユーザの集団。政治的イデオロギー
の分断が生じ、エコーチェンバーが生じていることがわかる。
 （出典：笹原和俊『フェイクニュースを科学する』（2018））

第2回NTTデータ-Twitter Innovation Contestで笹原研究室が 
最優秀賞と日立製作所特別賞をダブル受賞

先生の研究を
表す写真！
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キャンパスクローズアップ

名古屋において、工作機械に関する基礎研究を強化し、グローバ
ルに活躍できる人材を育成することを目的に、講義、学会や国際
会議等、多目的に利用可能なホール・講義室等を有する「工作機
械工学を世界へ情報発信」するための建物を整備しました。オー
クマ株式会社と名古屋大学、自然環境と人工環境、最先端技術と
熟練技術の「創造と融合」を意味する「Green & Metal」をコン
セプトとして、延床面積1,486m2、地下1階、地上2階の「工作
機械工学の教育研究と発信」に相応しい施設となりました。

■敷地特性
　本施設は市道山手グリーンロードに面した場所に位置します。
また、名古屋市営地下鉄出入口にも隣接しており、本学関係者
のみならず近隣の方々の集まりが期待されます。道路からの視
認性、集いやすさ（ヒューマンスケール）、高層棟に囲まれた中
での開けた空間を考慮し、低層構成として平面的にボリューム
のある建物計画としました。また、南北で約3mの高低差のあ
る台形の敷地のため、敷地の特性に合わせた計画を立てました。

オークマ工作機械工学館

南東側外観：山手グリーンロードより

■建設の目的・コンセプト
　2017年4月、オークマ株式会社から、モノづくりの礎とな
る工作機械工学に関する教育・研究の振興のため、名古屋大学
内に「オークマ工作機械工学館（仮称）」を設置することに関
し寄附申出があり、本学と合意しました。
　本合意に基づき、2015年 4月、既に設置されていたオークマ
寄附講座の充実と共に、世界的なものづくりの中枢エリアである

▲オークマホール
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■平面・階構成
　オークマホールは180席あり、敷地の高低差に合わせ1階
から地下1階にかけて階段式に計画するとともに台形敷地を
活かした多角形の形状とし、ステージへ自然と意識を向かわ
せ、音を聞き取りやすい反響となるように計画しました。実験
室は、オークマ株式会社、株式会社ミツトヨ及び株式会社ソ
ディックの各社より寄附いただいた重量がある工作機械等を設
置できるよう、通常より厚い70cmのコンクリート製の床と
し、機器や材料の搬入出のために必要なクレーンを配置しまし
た。また、一般の施設利用者が実験室を見通せるように、1階
ギャラリーに見学窓を設置しました。
　メインエントランスは、1階の南東面とし、地下鉄入口と山
手グリーンロードから分かりやすい位置に配置しました。ま
た、並列して軒下通路（半外部空間）を設けることで、自然と
建築が融合し、人が入りやすい空間となるよう工夫するととも
に、ギャラリー等で工作機械に関する展示や実際の工作機械の
見学ができるようにするなど、人の集まる賑わいのスペースを

計画しました。
　2階東面の屋上部分には「ルーフガーデン」を配置すること
で、周辺の緑と連続性を保つとともに、外から直接訪れて利用
できるようにし、イベントなどであらゆる人が集うことのでき
る空間を演出しました。講義室は約120席、オープンクラス
は約50席分の広さを確保しています。また、オープンクラス
は、ギャラリーとの間に大きな引き戸を設けることにより一体
利用が可能で、フレキシブルな活動を行うことができるように
しました。また、ギャラリーを通して、将来計画している新工
学部7号館との接続と、空間や景観の連続性を確保しています。

■省エネルギー・環境負荷低減
　省エネルギー及び環境負荷低減に資する方策を建築・設備の
連携のもと、統合的デザインとなるよう設計し、環境保全性評
価CASBEE名古屋Aクラス相当の性能を有する建物となって
います。

▲実験室

▲1階ギャラリー：実験室・会議室を見通すことができる

▲エントランス

▲ルーフガーデン ▲2階ギャラリー：右側がオープンクラス
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JDP による国内初の博士学位授与について

オークマ工作機械工学館完成

　名古屋大学・アデレード大学国際連
携総合医学専攻の初の博士学位が3月
9日付けで授与され、学位記授与式を
翌3月10日に挙行しました。
　国内第1号となるジョイント・ディ
グリー・プログラム（JDP）による博
士学位は、同専攻の吉原雅人氏に授与
されました。
　医学系研究科では、海外の大学と共
同で博士課程プログラムを運営し単一
の学位を授与するJDPを2015年10月

に本邦で初めて開設し、今般、学位の
授与に至ったものです。
　本プログラムでは、4年間の標準修
業年限のうち12ヵ月程度を海外の連
携大学で過ごし、現地で授業や研究指
導を受けた後、両大学の合同学位審査
を経て両大学学長の連名による単一の
学位が授与されます。

　東山キャンパス内に「オークマ工作
機械工学館」が完成し、3月30日、同
館のテープカット式を行いました。
　世界的なものづくりの中枢エリアで
ある名古屋において、オープンイノ
ベーションを加速し、工作機械に関
する基礎研究の強化、寄附講座の充
実、グローバルに活躍できる人材育成
を促進し、世界に先駆けて永続的に革
新的な成果を得ることを目的に、オー
クマ株式会社から名古屋大学基金への

建設費の全額寄附（総額7億円）によ
り、2018年度に着工、4月1日から供
用開始となりました。建物面積は約
1,500m2で、レーザを用いた金属3次
元積層造形や焼入れが可能な5軸制御
加工機などの最新鋭機を複数台配備
し、大型クレーンを装備した6mの天
井高の実験室、180名収容で国際会議
も開催可能なホール（オークマホール）
や講義室、研究室、会議室等で構成し
ています。

門松医学系研究科長（左）から学位記を授与された 
吉原雅人氏（右）

左から　オークマ（株）：千田取締役、家城社長、花木会長
名古屋大学：松尾総長、木村理事、水谷工学研究科長

■大学院医学系研究科

■大学院工学研究科

※詳細はP. 8、 9をご覧ください。

　新型コロナウイルスの感染拡大でマスクの品薄が社会問題となる中、本学

卒業生を通じて、中国のNPO組織である国際生態経済協会（IEEPA）より

マスク1,000枚の寄附がありました。

　卒業生は、「中国での感染拡大の際、日本から中国へたくさんの温かい声援

やマスクの寄附をいただき、大変感謝している。」、「卒業式・入学式の中止な

ど大学へも様々な影響が及んでいると知り、母校を支援したいという思いで、

名古屋大学への寄附の後押しをさせてもらった。」と寄附に至る思いを述べて

くださいました。

　名古屋大学基金は、こうした現金以外の寄附も受け付けており、今回の寄

附も名古屋大学基金で受け入れました。

　卒業生の思いをきっかけとする温かい励ましに心より感謝し、いただいた

マスクは、学生や教職員の健康を守るため、学生・図書館等の窓口業務担当

部署など優先度の高いところを中心に大切に活用させていただく予定です。

「母校を支援したい」卒業生を通じて
中国の NPO 組織より名古屋大学へマスク1,000枚の寄附

ブレイクタイム

寄附された1000枚の 
マスク

窓口での学生対応の様子
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祝 受賞

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324 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no324.html

　令和元年度赤﨑賞受賞者が、赤﨑特別顕彰審査委員会での厳正な審査の結果、以下の2名に決定しました。本賞は本
学在籍の35歳以下の学生及び研究者のうち、学術・科学技術分野で将来的な発展や可能性が期待でき、本学の学術・
科学技術水準の高さを内外に知らしめることができる研究者に対する顕彰制度です。

氏名 所属・職名 受賞対象となった研究テーマ

久志本　真希 工学研究科 助教 極微小深紫外半導体レーザーダイオードの実現

赤井　直紀 情報学研究科 特任助教
自動運転におけるフェールセーフ機能の実現を目指した 
運転知能の出力に対する信頼度の定量的オンライン推定

　3月19日（木）、第4回宇宙開発利用大賞受賞者が発表され、
大学院理学研究科の森島 邦博特任助教が文部科学大臣賞を受
賞しました。
　宇宙開発利用大賞は、宇宙開発利用の推進において大きな
成果を収める先導的な取り組みを行う等、宇宙開発利用の推
進に多大な貢献をした優れた成功事例に対し、その功績をた
たえ、宇宙開発利用のさらなる進展や、宇宙開発利用に対す
る国民の認識と理解の醸成に寄与することを目的としたもの
で、中でも文部科学大臣賞は、科学技術・学術の振興等の視
点から特に顕著な功績があったと認められる事例に贈られま
す。

受賞対象となった研究業績

宇宙線を活用した巨大物体の内部イメージング

令和元年度赤﨑賞受賞者が決まる

森島邦博	理学研究科特任助教が	
第4回宇宙開発利用大賞文部科学大臣賞を受賞

森島特任助教
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Point
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毛むくじゃらの人工細胞を創ることに成功！
－人工細胞触媒への応用に期待－

オーロラを発生させる高エネルギー電子が 
大気圏に降り注ぐ仕組みを解明

カスタマイズ商品に高額を支払うのはどんな人？
－コントロール欲求の個人差が支払意思額に影響－

薬物依存症等の精神・神経疾患の 
新規治療薬開発への鍵
－報酬記憶制御の分子メカニズムを解明－

平面分子を窒素で曲げる
－曲面π共役分子の新設計指針の確立を目指して－

脳の働きによる効果的な謝罪方法
－コストがかかっているほど誠意を感じる－

○ 接着性ナノファイバー蛋白質AtaAの細胞外部
位（NhNs-AtaA, 分子量280 kDa）をSNAP
タグ（分子量20 kDa）融合蛋白質として大
腸菌細胞質内で生産

○ NhNs-AtaA-SNAPを含む大腸菌の細胞破砕液をベンジルグアニン修飾さ
れたリポソーム（人工細胞）と混ぜるだけの簡便な方法で、リポソームの
表層にAtaAファイバーを植毛することに成功

○ AtaAファイバーを植毛したリポソームは、AtaAの宿主細菌であるTol 5
株と類似の細胞表層構造を有し、異なる性質を持つ固体表面に強固に接着
することが可能

○ ジオスペース探査衛星「あらせ」と南極、北極
に設置された大型大気レーダーにより大気の電
離を同時観測した結果、「あらせ」が宇宙空間で
電磁波を観測した同時刻に、南北両極では大気
レーダーが上空55〜80kmからの強い反射エコーを捉えた

○ これは宇宙空間で生じた電磁波がオーロラを光らせる電子だけでなく、よ
り高いエネルギーの電子を南極、北極の上空まで降り込ませたことを示す

○ 成層圏のオゾンの破壊を誘発すると考えられている高エネルギー電子がど
のように極域大気に降り込んでくるのか、その仕組みの解明を一歩進めた
成果である

○ コントロール欲求の高い人は、低い人に比べ
て、カスタマイズ商品に支払ってもよい金額
が高くなる

○ コントロール欲求の個人差が、カスタマイズ
商品に対する支払意思額に影響を及ぼすことを明らかにした初めての研究
である

○ 急速に拡大しているカスタマイズ商品市場でのマーケティング戦略におい
て、コントロール欲求の個人差によるセグメンテーション（市場細分化）
の重要性を示唆

○ Npas4と呼ばれるタンパク質が報酬（快感）関
連行動・記憶を制御する分子メカニズムを発見

○ 薬物依存症等の脳内報酬系回路が関与する精神・
神経疾患の病態解明や治療法の開発に繋がるこ
とに期待

○ 「ヘテロ元素の挿入」という独自の
設計により、ペリレンビスイミドと
いう平面π共役分子に対して窒素原
子を挿入した曲面π共役分子を新た
に創り出した

○ 得られた物質に外部から電場をかけたり、光学活性な化合物を添加したり
すると鋭敏に応答することを明らかにした

○ 今後は、この設計指針に基づく多彩な曲面π共役分子の創出が期待される

○ どのような謝罪がより誠意あるとみなされる
のか、という研究はこれまでなかった

○ 研究グループは過去の研究で、友人間や同僚
間で行われる謝罪には、コストがかかってい
るほど誠意が感じられる（脳の意図処理ネットワークが活性化する）こと
を明らかにした

○ 今回の研究で、組織・集団からの謝罪でも同じようにコストがかかってい
るほど誠意を感じることが明らかになった

大学院工学研究科　堀 克敏教授　石川聖人助教 宇宙地球環境研究所　三好由純教授　塩川和夫教授

大学院情報学研究科　井関紗代大学院生　北神慎司准教授 大学院医学系研究科
  貝淵弘三教授　船橋靖広助教　山田清文教授　永井 拓准教授

大学院工学研究科　早川咲穂大学院生　福井識人助教　忍久保 洋教授 大学院情報学研究科　大平英樹教授

人工細胞の表層の様子
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一滴のしずくから5ボルトを発電
－雨滴などの流体からIoTの発電技術を開発－

地球温暖化が中部日本山岳地域の豪雪をより強く
－将来の寒波がより強い豪雪を引き起こす可能性を	
明らかに－

精神・神経変性疾患の治療に朗報！
－脳内の免疫細胞であるミクログリアが	
血液脳関門の機能を制御することを発見－

愛の獲得には、継続的な求愛が必要
－世界初、拒否と受容の行動切替メカニズムを解明！－

複数のプローブを同時に画像化する 
「MI-IP」を開発
－ベータ線とガンマ線の同時計測が鍵－

ヒトiPS細胞から機能的な視床下部-下垂体 
ユニットを作製
－再生医療や疾患研究に貢献－

○ 1層の二硫化モリブデンをプ
ラスチックフィルム上に大面
積に成膜する技術を開発

○ 一滴の水滴から5ボルト以上
の高い電圧を発電

○ 流体の存在する環境における自己給電型IoTデバイスへの応用に期待

○ スーパーコンピュータで大規模
な温暖化予測を実施し、産業革
命から2度／4度昇温時の極端
な降雪現象である「豪雪」を詳
細に解析した

○ 温暖化によって、日本海側の中部日本山岳地域では豪雪がより強まる
○ 現在よりも強い豪雪が起こる成因は、相対的に寒波が強まること

○ ミクログリアは炎症によって血管の周囲に
集積し、炎症の早期には血液脳関門の機能
低下を抑制するが、炎症の後期には機能を
低下させる作用を持つことが明らかとなっ
た

○ ミクログリアの活性化を抑えることで、血液脳関門の機能を改善し、血液
脳関門の機能を制御するメカニズムも明らかとなった

○ 今回の発見は、血液脳関門の機能が障害されている神経変性疾患に対する
治療法に繋がる可能性がある

○ 多くの動物と同様、ショウジョウバエも交尾成立
の前に、オスの求愛は何度もメスに拒否される

○ この「交尾前のメスの拒否行動」は、脳内の「交
尾判断回路」がコントロールする

○交尾判断回路は「拒否ニューロン」と「受容ニューロン」で構成される
○ ドーパミンが交尾判断回路全体を活性化し、GABAが拒否ニューロンを抑

制する
○一酸化窒素（NO）シグナルが拒否ニューロンの抑制を促進する
○ 継続的な拒否ニューロンの活動が受容ニューロンの働きを高めて交尾を促

進する

〇 これまで単一のプローブしか解析できなかっ
たベータ線イメージング装置にガンマ線を捉
える検出器を組み込むことで、複数のプロー
ブを同時に解析できる新装置「MI-IP（Multi-
Isotope Imaging Plate）」を開発した

〇 高感度で定量性に優れたベータ線イメージングの応用範囲を広げ、創薬を
含むライフサイエンスや植物生理学、工学等の分野で複数のプローブを解
析できることにより、研究をより高度にすると期待できる

○ ヒトiPS細胞から下垂体細胞への分化法を確立
○ 下垂体細胞のホルモン分泌能力が飛躍的に向上
○視床下部と下垂体との機能的連携を試験管内で再現
○ 下垂体機能低下症への再生医療や、視床下部-下垂体の

疾患研究への貢献が期待される

未来材料・システム研究所　アジ・アドハ・スクマ研究員　大野雄高教授 宇宙地球環境研究所　菅野湧貴日本学術振興会特別研究員

大学院医学系研究科　和氣弘明教授

大学院理学研究科　上川内あづさ教授　石元広志特任講師

大学院医学系研究科　山本誠一教授

大学院医学系研究科
　笠井貴敏客員研究員　須賀英隆准教授　有馬 寛教授

13NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.324



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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餌生物から酵素を盗み利用する生物を発見
－キンメモドキは食べたウミホタルの酵素を	
そのまま使って発光する－

「好き」が「嫌い」に変わる仕組みを解明
－神経細胞から「好き・嫌い」の脳の働きを探る－

SDGs－6番目の目標に貢献！
－安全できれいな水を世界各地に－

紀元前660年頃の宇宙線増加の詳細を解明
－複数の超巨大太陽面爆発の連続発生を示唆－

「やる気」の回復を促す脳内分子を発見
－ポリシアル酸は海馬のセロトニンシグナル伝達を	
増強する－

再生可能エネルギーを利用したアンモニア合成に期待！
－エネルギー問題、食糧問題の解決に寄与する	
高活性触媒を開発－

○ 発光魚キンメモドキは、餌であるウミホタル
から発光酵素を獲得して利用していることを
明らかにした

○ これは、餌由来のタンパク質を消化せず特定
の器官の細胞内に取り込み、本来の機能を保ったまま利用することを示し
た世界で初めての例であり、この現象を「盗タンパク質」と命名

○ 「盗タンパク質」の進化プロセスとそれに関わる遺伝子メカニズムの研究
をはじめ、盗タンパク質現象が普遍的に生物界に存在するのか等、今後の
研究の展開が予想されるほか、医学分野への貢献等も期待される

○ 線虫が温度刺激に対する「好き・嫌い」を決
める仕組みを解明した

○ 「好き・嫌い」の決定には、神経細胞の柔軟
な情報伝達が関与することを示した

○神経細胞の柔軟な情報伝達を調節する遺伝子を明らかにした
○AIや新たな学習アルゴリズムへの応用も期待される

○ 溶液の中の冷たいプラズマを用いることに
より、重金属を高効率に回収できるカーボ
ンの開発に成功

○ 鳥海神代杉年輪の炭素14を超高精度分析する
ことにより、紀元前660年頃の宇宙線増加イ
ベントの詳細を解明した

○ 得られた炭素14データの炭素循環モデリング
から、数年にわたり複数の超巨大太陽面爆発が発生していた可能性を示し
た

○ 現代社会の大きな脅威となり得る超巨大太陽面爆発が、立て続けに起き得
ることを世界で初めて示した

○ 海馬のポリシアル酸が気分の調節や「やる気」
に関わるセロトニンシグナル伝達と抗うつ薬
の作用発現に重要な役割を果たしていることを世界に先駆けて発見しま
した

〇 ポリシアル酸を発現している海馬のGABAニューロンは、不安の制御に関
わる神経ペプチドであるコレシストキニン陽性であり、セロトニンシグナ
ルを伝達するシナプスの入力が多いことが示されました

〇 うつ状態のマウスの海馬からポリシアル酸を除去すると、抗うつ薬の作用
が失われ、うつ状態が改善しないことも分かりました

○ 再生可能エネルギーで実現が可能な条件の下、
高い活性を示す触媒（工業化に適した調製方
法で容易にハンドリングが可能）を開発した

○ 従来の触媒よりも、重量あたりで5倍のアン
モニア生成速度を達成した

○ 高いアンモニア生成活性の原因である特殊な表面構造の形成メカニズムと
その作用を解明した

大学院生命農学研究科　山本直之教授 大学院理学研究科　森 郁恵教授、中野俊詩助教

未来社会創造機構　齋藤永宏教授 宇宙地球環境研究所　三宅芙沙准教授

大学院生命農学研究科　佐藤ちひろ教授 大学院工学研究科　佐藤勝俊招へい教員　宮原伸一郎派遣職員
　小倉優太博士研究員　永岡勝俊教授
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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324 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no324.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　昨年12月18日に来訪したシャフカット・ミルジヨーエフ ウズ
ベキスタン共和国大統領と松尾総長の会談のフォローアップとし
て、ファジロフ・ガイラト駐日ウズベキスタン共和国大使ほか
2名が来訪し、杉山理事、中東副総長と本学・ウズベキスタンと
の連携分野について懇談しました。

　全学技術センターでは、災害時において緊急対応を行う可能性
のある技術職員のリスク回避のため、全技術職員に対し、数年に
一度、外部講師による特別講習の受講を要請しています。
今回は「機械（装置等）のリスクアセスメント」を企画・実施し、
10名が参加しました。

来訪日：1月17日

実施日： 2月21日

　昨年5月、東南アジア地域農業研究センター（SEARCA)の所
長に就任したグレン・B･グレゴリオ博士が松尾総長を表敬訪問し
ました。松尾総長からは、SEARCA奨学金のお礼やアジアサテラ
イトキャンパスの状況説明を、グレゴリオ所長からは、SEARCA
の5ヶ年計画プロジェクト紹介があったほか、本学へのさらなる
協力についてお話がありました。

締結日：2月12日

名大を表敬訪問された方々を紹介します

構成員を対象とした研修を紹介します

駐日ウズベキスタン共和国大使館関係者らが来訪

リスクアセスメント研修

グレン・B・グレゴリオSEARCA所長が松尾総長を表敬訪問

表敬訪問録遠路はるばる！

総長応接室での懇談の様子

関係者集合写真

学術交流協定へのMIRAI
対象期間（2020年1月16日〜2020年4月15日）に締結した協定なし

新たに締結した学術交流協定を紹介します

15NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.324



新名誉教授の ことば

　名大には2014年春まで19年間お世話になっ
た。所属した組織は情報文化学部／人間情報学
研究科と文学研究科に出来た新しい講座で、絶
えず新分野の創成創発を求められてきたが、そ
れは教員だけで担えるものではなく、間違いな
く学生の皆さんと一緒に築き上げてきたもの
だった。名大で教えるまでは学問というのは（と

りわけ僕のような人文学の分野では）所詮一匹狼たちの一代限りの個人
芸だろうと考えていたが、いざ学生たちと〈対話劇〉の世界に入り込む
と、その魅力にやみつきになり、それがその後の僕の〈学問〉のスタイ
ルを決定づけたと思う。目下Covid-19の席捲によって未来が不透明化
する状勢の中にあるが、私たちの学問が未来のための学問、あるいは未
来の学問のために何ができるか、いましばらくはその対話劇を続けてい
きたいと思う。

　2000年4月から2012年3月まで、経済学
研究科に奉職しました。関西出身の私がそれま
で全くご縁のなかった名古屋大学に移籍しまし
て、最初は当惑しましたが、周囲のみなさまの
温かいご支援により、12年間、楽しい研究・教
育生活を過ごさせていただきました。そして、
この度、名誉教授の称号を授与していただき、

大変光栄に思っています。
　名古屋大学での思い出としては、研究面では学術書を出版したこと、
教育面では授業評価が高かったこと、行政面では副研究科長を務めたこ
とです。あっと言う間に過ぎた楽しく充実した12年間でした。
　私が名古屋大学に在職していましたころから国立大学運営の難しい時
代が続いていますが、名古屋大学がそれを乗り越えて、益々発展するこ
とを心から祈念しています。長い間、本当にありがとうございました。

　平成2年4月に医学部助手として名古屋大学
に赴任し、30年間大学教員として過ごさせてい
ただきました。最後の8年間は医学系研究科長
として5年、理事・副総長として3年間大学運
営にも携わることになり、多くの部局の先生方
と交流でき、大学人として充実した生活をおく
ることができました。研究に関しては若いころ

より自由な環境でがんの発生メカニズムの研究に力を注ぎ、新規がん遺
伝子の発見により、がんの新たな診断・治療法の開発に貢献することが
できました。退職にあたって思うことは、現在大学が置かれている競争
的環境がさらに進むことにより、本来大学が持っていた懐の深さが失わ
れ、人材育成にゆがみがでるのではないかという危惧です。名古屋大学
には中部地区のアカデミアの拠点としての姿を模索し、大学とはこうで
なくてはという魅力の発信を期待しています。

　「勇気ある知識人」は、名古屋大学の教育研究
目標を集約的に表す概念として、名古屋大学学
術憲章に採用された言葉だ。学術憲章は2000
年2月に全学的議論を経て制定されたが、当時
はこの言葉に異論も出されたと記憶する。私自
身は、真理に対する謙虚な態度、あらゆる権力
に対する自律性、そして既成観念を乗り越え自

己を拡張し続ける勇気を意味するものと捉えてきた。学術憲章は、国立
大学が法人化されれば文部科学大臣から中期目標を指示されることにな
るから、教育研究の自主性・自律性を確保するために、あらかじめ学術
の教育研究に関する考えを主体的に定めておこうという考えに立って制
定されたものだ。今日でも「勇気ある知識人」はいろいろな場面で引用
されているが、重要なことはこの精神を生かし発展させる努力を積み重
ねることにあると思う。

　2006年に就任した約14年間の教授時代を含
めて28年間、名古屋大学医学部そして附属病院
で診療・研究・教育に従事させていただきました。
乗り越えなければならない多くの苦難はありま
したが、いま思えば楽しく至福の時間を過ごす
ことができたと思います。医療の実践は目の前
の患者さんを癒し、診断・治療の新しい方法や

技術の開発は世界の患者さんを癒し、基礎医学研究は未来の患者さんを
癒します。そして、さらに重要なことは、若手を育てることです。先輩
の診療・研究を継承し、発展させ、後輩を育ててそれを伝えていく。こ
のたゆみない努力と歩みにより、継承と発展が繰り返され、社会に貢献
することができます。教授退任後は、JCHO中京病院の院長として医
療の実践の場に身を置き、継承と発展の基盤の上に、地域医療への貢献
に力を尽くしたいと思います。

　人生は大きく3期に分けることができる。誕
生した時点から両親の保護の元、教育を受けて
いる第1期。就職して自立してからが第2期。
そして、退職後が第3期である。一般的には第
2期は結婚や子育てなど大変な時期である。こ
の第2期を名古屋大学を本籍として過ごした期
間は39年である。下宿していた大学生の時期を

加えれば45年であり、人生の大半を名古屋大学と共に歩んできた。医
療は劇的に進歩してきたし、ハード面も外来棟、病棟、研究棟と全て新
築された。一番大きく変化したのはガイドラインやマニュアルの登場で
ある。医療に関しては窮屈になってしまった。残された自由は研究であ
る。研究職の構成員にはせめて自由な発想で大学の本来の目的である、
研究に打ち込んで頂きたいと切に望んでおります。私は自由気ままに第
3期の人生を楽しもうと思う。

未来の学問のために
坪井　秀人　大学院人文学研究科・国際日本文化研究センター

名古屋大学への感謝の気持ち
山本　達司　大学院経済学研究科

退任にあたって
髙橋　雅英　大学院医学系研究科

名古屋大学の背骨
中嶋　哲彦　大学院教育発達科学研究科

継承と発展
後藤　百万　大学院医学系研究科

第3の人生
吉川　史隆　大学院医学系研究科
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（原文のまま掲載しています）

　私の研究テーマの一つは画像認知です。いま
やAIを活用した医学研究がトレンドですが、い
かなる医療行為も最終的な責任は機械ではなく
人間が負うべきものです。残念なことに、画像
診断は人間の視覚特性やさまざまな心理学的要
因に影響を受けてしまいます。観察条件によら
ず100%再現性のある判断をすることは困難で

す。しかし、昨日と今日で簡単に診断が覆ってしまうような医師では、
安心して医療を受けられません。AIによる診断支援が普及したとして、
懸念されるのは先入観や事前情報による誤った誘導です。あなた自身
はAIの提示する判定を覆すことに心理的抵抗感がないと断言できます
か？特に臨床経験の乏しい医師は、自分自身で考えることを放棄しAI
に盲従するかもしれません。いまも、そして将来も、人間の判断に自信
と誇り、そして勇気を！

　名古屋大学を退職してから、あっという間に
2年が経ちました。昨年還暦を迎え、名誉教授
の称号を賜ることとなり、誠に光栄に存じます。
教授として着任以来16年間に渡って、教育と研
究に全力投球をする機会をいただきました。研
究者として充実した日々を送り、多くの後輩た
ちとともに過ごす豊かな時間でした。今も思い

返しても、組織としても人的面でも、あらゆる面で恵まれた自由闊達な
素晴らしい名古屋大学で過ごせたことは、本当に幸せでした。医療は治
療だけでなく、生活そのものから捉え総合的にアプローチする分野で
す。その意味でも研究科の枠を超えた名古屋大学の総合力は卓越したも
のであると思っています。大勢の先生方や同僚、事務局の方々に支えて
もらいながら教育・研究に携われたことを心より感謝申し上げます。

　農学は、農地の地力と施肥による穀物への栄
養供給能力と穀物の栽培による栄養供給能力の
低下（地力の消耗）とのバランスをとって最大
の収量を得るための実学として発展してきた。
カロリー源、タンパク質源となる麦や米などの
主食を如何に安定に生産し飢餓を克服するかと
いうことが主題であった。一方、近年の農学は

農産物の加工や栄養など収穫後の科学も含めて大きな広がりを持つよう
になった。生命科学の発展とともに、生物が食べる、すなわち外界から
カロリー源や栄養源を獲得し利用する、という行為が一つの研究対象と
なりつつある。全ての生物にとって、食べることは生育、成長と身体機
能の維持に必須であり、繁殖・増殖と並んで生命活動の根幹をなす事象
である。感染症抵抗力を弱めないためにも、心身機能の老化を速めない
ためにも、食べることは重要である。

　2019年5月から国立病院機構名古屋医療セ
ンター院長として異動しましたが、大学で感じ
ていた以上のスピードで地域が変わりつつある
ことに驚いています。現在、歴史的な感染症と
なりつつある新型コロナウイルス診療の渦中に
いますが、病院の余裕のなさを改めて感じてい
ます。社会から効率化が求められ、経営、病床

のコントロールが実施されてきた一方で、危機管理に対応する余裕がな
くなっています。大学も社会から効率化が求められる風潮があります
が、私が名古屋大学で過ごした若い時代、80〜90年代のゆっくりした
時間が懐かしく思い出されます。大学に求められるスピード・効率化の
一方で、研究自体の将来的リスクを考えるという視点で、時間と心の余
裕の必要性を立ち止まって考える時期かもしれません。

　材料分野でもAIが主役になろうとしていま
す。AIに無縁な教員が、卒業（修了）生をAI時
代の最前線で活躍できる人財として送り出せて
いたのか一抹の不安を感じています。とは言う
ものの、いつの時代でも、社会に貢献する材料
を創製するのは生身の人間で、その人間が作り
上げた実在のシステムが具現化します。その意

味で、実験で身をもって体得した感覚や感性の重要性は朽ちないはずで
す。本格AI時代の到来を迎える今こそ、新鮮な気持ちで何事にも向き
合っている学部低学年対象の実験科目の更なる充実が望まれます。実験
科目の充実は教員に大きな負担を強いることになりますが、将来の研究

（開発）者を育てる使命を担う名古屋大学にこそ、その必要性を感じて
います。最後になりましたが、この14年を大過なく迎えることができ、
感謝と御礼の気持ちで一杯です。

　名古屋大学には、1975年に文学部に入学し
て以来、2年間の東洋大学勤務を除いて、40年
以上の長きにわたりお世話になりました。充実
した学生生活・教員生活を過ごすことができ感
謝しています。また、名古屋大学交響楽団に、
最初の6年間は団員として、そして最後の6年
間は団長（顧問）として所属することができ、

たいへん幸せでした。今後の当面の目標は、私の専門である時間地理学
の重要な会議が来年スウェーデンで開催されるので、それに向けて研究
を深めること、そして2022年度から高等学校で始まる必履修科目「地
理総合」の授業が愛知県でうまくいくように応援することです。後者に
ついては、愛知県では地理を専門とする高校教員が極端に不足している
ため、歴史の先生方に頼らざるをえません。講習会の開催などを通じて、
少しでもお役に立ちたいと思っています。

最後は人間だ！
島本　佳寿広　大学院医学系研究科

名古屋大学での豊かな時間
山内　豊明　大学院医学系研究科

農学と生命科学と「食」
松田　幹　大学院生命農学研究科

効率化と余裕
長谷川　好規　大学院医学系研究科

材料屋が願う教育としての実験経験
田邊　靖博　大学院工学研究科

名古屋大学への感謝と今後の目標
岡本　耕平　大学院環境学研究科
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新名誉教授の ことば

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、
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。

4月にいよいよ待望の第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。

 発売開始！

辻
つじ

 篤
あつ こ

子 特任教授

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

　1995年1月に阪神淡路大震災を神戸大学に
て被災し、同年4月に名古屋大学に着任したの
がついこの間のように思えますが、既に25年の
月日が経過しました。その間、東日本大震災・
北海道胆振東部地震・熊本地震、さらに度重な
る集中豪雨と、多くの犠牲を伴った自然災害が
発生しました。地球を研究対象とする地球科学

者の端くれとして、つくづく無力感を味わった25年間とも言えるでしょ
うか。
　名古屋大学での研究生活を振り返ると、モンゴルは切って離すことが
できません。－30℃の極寒のウランバートルでの装置搬入や修理、今
となっては懐かしく思い出されます。今回一旦は退職しますが、今後も
微力ながら地球システムの解明に向けた化学データの提供、そしてモン
ゴル試料の分析結果の文章化をできればと夢想している今です。

　名古屋大学には2007年度から13年間お世話
になりました。10年間は国際開発研究科、3年
間はアジア共創教育研究機構の所属でした。退職
にあたり名誉教授の称号を賜り誠に光栄に存じま
す。名古屋大学赴任前は私立大学の教員でしたの
で、大学院の学生さんに接する機会が殆どありま
せんでした。自身の学生時代の思い出から、自分

も大学院の学生さんと研究の話がしたいと思うようになり名古屋大学に応募
しました。おかげさまで優秀な学生さんに恵まれ多くの知的な刺激を受まし
た。また学生さんの多くは留学生だったので自身もずいぶんと国際化した
ように思います。
　大過なく職責を全うできましたのは、先生方・事務職員の皆様方のご支
援の賜物と心より感謝しています。13年間が束の間であったようにも感じ
ますが、多くの貴重な経験もさせて頂きました。大変有難いと思っています。

阪神淡路大震災から25年
山本　鋼志　大学院環境学研究科

貴重な経験に感謝します。
藤川　清史　アジア共創教育研究機構

　P.10のNPO組織に続き、本学の学術交流協定校である大連理工大学からもマスク10,000枚が寄附されました。
　寄附申し出の手紙には、「長年の友人かつ最も緊密なパートナーとして、名古屋大学の教職員や学生を心配している」、「終息後も協力や
交流を深め、中日の友好に助力したい」などの
言葉が綴られ、マスクが入った段ボール箱に
は、「日本加油（頑張れ）！」と激励のメッセー
ジが書かれていました。
　同大とは、2016年に協定を締結して以来、
研究者や技術職員の相互訪問をはじめとする連
携が進んでいます。
　本学への温かい励ましに心より感謝し、いた
だいたマスクは医学部附属病院、大学院工学研
究科、全学技術センターで活用させていただき
ます。

大連理工大学より名古屋大学へマスク10,000枚の寄附

ブレイクタイム

小寺病院長受取 松尾総長受取
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副総長

大野 欽司
おおの　きんじ

専門分野：神経遺伝情報学

運営局長

髙橋 宏治
たかはし　こうじ

大学院経済学研究科長・経済学部長

園田 正
そのだ　ただし

専門分野：農業経済

環境医学研究所長

益谷 央豪
ますたに　ちかひで

専門分野：分子生物学、ゲノム生物学、放射線・化学物質影響科学

博物館長

吉田 英一
よしだ　ひでかず

専門分野：環境地質学

教育推進部学生支援監

鎌澤 かおり
かまざわ　かおり

文系事務部長

上野 哲也
うえの　てつや

医学部・医学系研究科事務部次長

鎌澤 幸彦
かまざわ　ゆきひこ

理学部・理学研究科事務長

堂前 弘樹
どうまえ　ひろき

環境学研究科事務長

遠藤 典子
えんどう　のりこ

副総長

武田 一哉
たけだ　かずや

専門分野：音響信号処理、音声・言語情報処理、行動信号処理

大学院法学研究科長・法学部長

増田 知子
ますだ　ともこ

専門分野：日本政治史

大学院情報学研究科長・情報学部長

枝廣 正人
えだひろ　まさと

専門分野：組込み並列システム

未来材料・システム研究所長

成瀬 一郎
なるせ　いちろう

専門分野：環境・エネルギー工学（機械システム工学専攻）

素粒子宇宙起源研究所長

久野 純治
ひさの　じゅんじ

専門分野：素粒子論

2020年5月15日発行
編集・発行／名古屋大学管理部総務課広報室
6月は休刊いたします。

〒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。
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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。

　現在、新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延しており、健康医療は言うに及ばす、
私たちの社会活動に広範かつ深刻な影響を及ぼしております。名古屋大学の学生への
影響も甚大であり、学ぶ意欲をもちながらも困窮している学生の支援や、遠隔授業等
の学習環境整備により、質の高い教育活動を維持するため、ご支援をお願いいたします。

■ 詳しくはホームページをご覧ください。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

名古屋大学基金のご案内

新型コロナウイルス感染症対策緊急学生支援基金ご支援のお願い
Webでもご寄附を受け付けております。

 https://fundexapp.jp/nagoya-u/entry.
php?purposeCode=110000

法人統合の源流？ ― 岐阜農専の越県包括構想 ―
　新制名古屋大学と新制岐阜大学は、他の新制国立大
学とともに、1949年5月31日に設置されました。実は
この時、両大学が県を越えた1つの大学になっていた
可能性がありました。
　1939年創立の名古屋帝国大学は、戦時体制下におい
て設置できたのは医・工・理の3学部だけで、農学部
は設置を許されませんでした。戦後も、農学部の創設
は難航しました。農学部には、良質で広い農場や演習
林などの附属施設が不可欠であり、相当な費用がかか
るからです。
　この問題を打開するため、当時の田

た

村
むら

春
はる

吉
きち

総長は、
岐阜農林専門学校（岐阜農専）を越県包括し、農学部
の基礎とする構想を打ち出しました。田村総長は、岐
阜農専が全国で最も多い6学科を有するなど、日本屈
指の農林専門学校であることに注目したのです。1947
年9月に田村総長から提案を受けた岐阜農専では、学
生と教職員が全校挙げての名大合流運動に乗り出し、

田村総長とともに文部省に強くはたらきかけました。
　ところが、1948年に入って、GHQの意を受けた文部
省が、一府県に一国立大学を設置し、その国立大学の
所在地を複数の府県に跨らせない方針を示しました。
岐阜県では、岐阜農専を県内に新設するべき国立大学
の母体とする気運が高まり、同年7月には、文部省が
名大の岐阜農専包括を認めないことを決定しました。
　それでも、田村総長と岐阜農専は簡単には諦めず、
その後も熱心に運動を続けました。この件は政治問題
化し、GHQの東海北陸軍政部長官が岐阜農専の主張
に理解を示し、岐阜県知事に名大合流反対声明を取り
消すよう勧告する一幕もありました。1949年1月には、
吉田　茂首相と地元の大

おお

野
の

伴
ばん

睦
ぼく

衆議院議員が、岐阜農
専を視察して関係者から事情を聴取しています。
　結局、この構想は実現せず、新制名大の発足時に農
学部は名を連ねることができなかったのです。

1　�岐阜農専全景（1926年）。1923年の創立当初の名称は岐阜高等農林学校で、1944年
に改称された。校地は稲葉郡那加町（現在の各務原市）で、愛知・岐阜の県境の近く
にあった。新制岐阜大学農学部（現在の応用生物科学部）の母体となった。

2　�田村春吉総長（写真は名帝大医学部長時代）。新制名大発足直前に亡くなり、農学部の
設置を見ることはできなかった。

3　�安城時代の名大農学部。愛知県や県内の諸団体による国への寄附金、碧海郡安城町
（現在の安城市）の誘致などにより、1951年に設置された。

4　�1980年の岐阜大学農学部。岐阜農専時代の建物がまだ残っている。1982年に現在の
柳戸キャンパスへ移転した。

1

4

2 3
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