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クローズアップ

起業家育成教育プログラム「Tongali プロジェクト」の活動報告

T
トンガリ

ongaliプロジェクトとは
　学術研究・産学官連携推進本部では、東海地方の未来の起業
家を育成するTongaliプロジェクト（文部科学省「次世代アン
トレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」に採択）を実施して
います。同プロジェクトでは、東海地方のすべての学部生・大
学院生、ポストドクター、教員、スタッフ及び卒業生を対象に、
次世代の起業家を育成・支援するための様々なプログラムを提
供しています。プログラムの内容は、起業に関する知識やスキ
ルを身に付けるためのスクールやメンタリングの実施、コワー
キングスペースの提供、資金面での支援やイベントの開催など
多岐にわたります。同プロジェクトを通じて、東海地方の産業
活性化と雇用創出に貢献し、グローバルなスタートアップエコ
システム構築に貢献することを目指しています。

令和2年度の活動のオンライン化
　Tongaliプロジェクトの令和2年度の活動は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大を受けて、対面からオンライン中心に
なりました。5月からライブ配信番組「Tongaliイノベーター

ズチャンネル（略称：Tチャン）」を月2回実施し、憧れの起
業家の話を聞いたり、各方面の専門家から起業に必要な知識と
スキルを学んだりする番組を提供しています。対面で実施して
いた時と比べると、東海地方以外のスピーカーを呼ぶことがで
きたり、視聴者数が増加したりと、オンライン化でより充実し
た内容を提供できるようになりました。
　このほか、長野県にある根羽村の地域創生を考える「ソー
シャルアントレプレナー研修」や、シンガポールのスタート
アップ企業が実施する「EntreCamp Virtual Edition」をフル
オンラインで実施しました。令和3年2月には、オンラインツー
ルを活用した海外武者修行プログラム「Tongali Overseas 
Entre Camp」の開催を予定しています。

ビジネスプランコンテストを開催
　例年6月に実施していたビジネスプランコンテストは、10
月10日に延期し、名古屋市栄のナゴヤイノベーターズガレー
ジで開催しました。
　コロナ禍にもかかわらず、昨年度の約1.5倍の30チームの
応募があり、予選を勝ち抜いた14チームが発表する本選では、
会場に70名、オンラインで140名と、合わせて200名を超
える視聴者が集まりました。
　今年度の最優秀賞は、大学院情報学研究科複雑系科学専攻修
士課程の渡邉智基さんの「自然言語処理を使った専門用語学習
アプリ」に決まりました。
　上位5チームのTongali賞受賞チームには、活動支援金のほ
か、事業化支援プログラムやメンタリング、コワーキングス
ペースの提供を行い、来年のDEMO DAYでブラッシュアップ
したビジネスプランを披露してもらう予定です。
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コロナ禍で5月に開始したライブ配信番組「Tチャン」

ビジネスプランコンテスト最優秀賞の
渡邉さんの発表

フルオンラインで実施したシンガポール式起業研修



Tongali起業家育成教育プログラム「Tongali プロジェクト」の活動報告

アイデアピッチコンテストを開催
　11月15日には、起業や社会貢献に関するクリエイティブ
な学生の考えを披露するアイデアピッチコンテストを、なごの
キャンパス（名古屋市西区にある起業家やベンチャーの育成拠
点）で開催しました。
　５回目の開催となる今年は40チームの応募があり、このう
ち15チームが本選に進みました。本選は、急遽オンラインで
の発表となり、準備が大変でしたが、学生や協賛企業審査員の
ご協力で、無事開催できました。
　上位5チームのTongali賞は、地元企業と共同開発したキャ
ンプ製品や、愛知県西尾市の抹茶を使った製品、旅のしおり作
成サービス、オーディオブックの改良アイデアや研究室で育て
たカサノリの活用案など、多様なアイデアが披露され、審査員
やオンラインで参加している視聴者を沸かせました。

今後の活動
　平成28年度に5大学で始まった同プロジェクトは、現在11
大学が参加するようになりました。今後も、東海地方の起業家
育成教育の裾野を広げるために、Tongaliプロジェクト参加大
学の拡大を進めていきます。
　また、活動内容も、起業家育成教育だけでなく、さらに踏み
込み、起業支援のための資金と人的資本の提供まで広げていく
予定です。
　Tongaliプロジェクトの浸透と拡大によって、東海地方から
若い起業家を次々と輩出し、イノベーションを促進していきま
す。
　詳細は、ホームページ（https://tongali.net/）をご覧ください。
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ビジネスプランコンテストの集合写真

アイデアピッチコンテストは急遽オンライン発表に変更

アイデアピッチコンテストの参加者ら



Q &A
先生に一問一答

さとう　よしたか
2004年名古屋大学工学部化学生物工学科卒業後、愛知県がんセン
ター研究所、神戸大学医学部医学科を経て、2013年名古屋大学大
学院医学系研究科医学博士課程短縮修了、博士（医学）。初期研修
後に、2015年より名古屋大学大学院医学系研究科にてウイルス研
究を再開。2019年科学技術振興機構（JST）さきがけ研究員（兼
任）。2020年より現職。名古屋大学医学部附属病院中央感染制御
部医師（兼務）。
趣味：茶道（裏千家）、ランニング、街歩き

あんたのやりたいようにやったら、
ええんだわ。

MyBestWord

佐
藤 

好
隆

大学院生の時、指導教官からもらった一言です。基本
的に小心かつ優柔不断な性格なので、常に迷いがあり
ます。そのため、この言葉を思い出し、研究は自分の
興味や考えの赴くままに自由に進めていけばよいと自
分を鼓舞しています。一方で、自由には同時に責任も
伴うので、堂々と自分の研究を語れるように気を引き
締め直し、研究をしています。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？

大
学
院
医
学
系
研
究
科 

講
師

ウイルス感染細胞の運命がどのように規定されていく
のかを明らかにしたいと考えています。細胞（宿主）
にウイルスが侵入しても、感染が成立するものと成立
しないものが出現します。さらに、病気の原因になる
ものもあります。これらの表現型が出る違いは何か？
ということをウイルスと宿主の両方向から研究してい
ます。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

指導教官と交流があった著名な海外の大学教授の前
でプレゼンする機会に恵まれました。その後、「分野
はなんでもいいから、絶対に研究を続けたほうがい
い！」と言ってもらい、その気になって研究の道に進
みました。

A
Ⓠ 研究の道に進んだきっかけは？

気軽に家族旅行に行ける世の中が戻るように願っています
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「感染症を防ぐこと」と「差別」とは決して同義
ではありません。研修医のときに、感染症の患者
さんを担当することがありました。その患者さん
は、医療者からの断片的な情報を受け入れられ
ず、誤解され、ご家族とともに大変つらい思いを
されていました。このような悲劇がなくなるよう
に、学部教育では正しい知識の発信を心掛けてい
ます。特に、情報に踊らされることなく、情報の
真偽を見極めて、正しく感染症を恐れることが大
事だと考えています。

A

Ⓠ 先生はウイルスの研究をされていますが、
コロナ禍の今、ウイルスの正しい知識とし
て知ってほしいことがあれば、教えてくだ
さい。

1年間くらいポジティブな結果が出ないことも
あったのですが、ほんの些細なきっかけで共同研
究先が見つかり、一気に研究が進み、競合相手に
先んじて成果を発表することができました。壁を
越えるには自分の努力だけでなく、他社との協力
が必要です。なので、人との出会いや縁を大事に
しています。

A
Ⓠ 研究をしている中で、印象に残ってい

ることを教えてください。

コロナ禍に直面し、ウイルス研究でまだやらなけ
ればならない課題がよりクリアに見えてきました。
従来のウイルス研究者だけでなく、異分野の研究
者が協力して、この課題に取り組む必要がありま
す。是非、お力をお貸し下さい。ウイルス感染症
で困る人がいない世の中の実現のために、頑張り
ます。

A
Ⓠ 今後の目標や意気込みを教えてください。

整った道を歩きたいのですが、自分の前にあるの
は荒れた道ばかりで、無傷ではいられません。ど
こもかしこも傷だらけです。人様にお話し出来る
ほど癒えてない傷ばかりで、ここで言えそうなこ
とは、まだないです。すみません。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせて 

ください。

ピペットマンでウイルス検出試薬を調整している様子

Epstein-Barrウイルス感染細胞（緑）の一部のみが、あるウイルス
遺伝子を発現しており（赤）、ウイルス感染細胞集団は不均一な集団で
あることがわかる

先生の研究を
表す写真！

まだ誰も見たことない現象を初めて観察出来る点
は研究の面白いところだと思います。自分の考え
た通りの結果が出た時の爽快感はやみつきになり
ます。どちらも、めったに出会うことがない瞬間
ですけど、待っているとたまに出会えます。

A
Ⓠ 研究が面白い！

と思った瞬間はどんな時ですか？

大学病院での感染症診療でも
顕微鏡を使用
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名古屋キワニスクラブより「キワニスワンデー学生支援寄付」の寄附

「日本数学コンクール」をオンライン開催

全学一斉地震防災訓練を実施

　名古屋キワニスクラブから、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響で困
窮する学生を支援したいとの趣旨で、

「キワニスワンデー学生支援寄付」と
して100万円の寄附がありました。
　キワニスクラブは、米国で1915（大
正4）年に設立され広く世界中で活動
する民間の奉仕団体です。名古屋キ
ワニスクラブは昭和41年に設立され、
以来社会奉仕団体として、様々な寄附
や表彰事業を行っています。

　贈呈式は、名古屋市内のホテルで
行われ、徳岡重信同クラブ会長から
木村彰吾副総長に目録が手渡されまし
た。木村副総長は「コロナ禍で困窮し
ている学生の支援に使わせていただき
たい」と謝意を述べました。

　日本数学コンクールを、オンライン
で開催しました。
　このコンクールは、科学・技術の基
盤を担う夢とロマンを秘めた若者の才
能の発掘・育成のため、平成2年から
高校生向けに始まり、平成9年からは
小中学生向けの「日本ジュニア数学コ
ンクール」と合わせて、開催してきま
した。
　日本数学オリンピックや数学甲子園と
いった類似のイベントが中止するなか、

同コンクールは、創立当初より、「数学
的な実在」に試行錯誤を通して触れ、
思考のプロセスを問う問題を出題してい
ること、昨年度より参加者のインターネッ
ト閲覧を許容したこと等から、オンライ
ンでの開催が実現しました。
　数学の魅力に心惹かれた若者たちの
柔軟な思考を試す機会となり、全国に
募集した結果、個人戦部門としては昨
年を大きく上回る参加申し込みがあり
ました。

　今年度の全学一斉地震防災訓練を、
名古屋大学全域で実施しました。今年
度は新型コロナウイルス感染症拡大の
影響による制約のあるなか、将来につ
ながる新たな試みも行われました。大
規模地震の発生を想定した緊急地震速
報の非常一斉放送に続き、それぞれの
立場での安全確保行動、安否確認シス
テムの訓練を実施しました。ブロッ
ク・部局では、被害状況把握・連絡・
報告体制と資機材の確認、全学災害対

策本部では、本部長と限定メンバーで
臨時本部を構成し、オンラインによる
被害状況報告や対応指示の訓練が、岐
阜大学と連携して行われました。
　自宅学習やテレワーク対応、災害時
の安全確保とその後の復旧活動、東海
国立大学機構としての対応など、新た
な課題に継続して取り組み、今後の訓
練に反映させて、防災力向上につなげ
ていきます。

贈呈式の様子

全学災害対策本部の様子

■Development  Office（DO室）

■研究協力部社会連携課

コンクールのポスター
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新しい世界に触れる！名大いこまいセミナーを開催

松尾総長が「東南アジア地域農学高等教育研究センター国際フォーラム」で基調講演

「出張！名大博物館 in 名古屋市科学館」を開催

　第6回名大いこまいセミナーを、オ
ンラインで開催しました。
　このセミナーは、日常生活では味わ
うことのできない新しい世界に触れて
もらうことを目的として、本学及び岐
阜大学の学生・教職員を対象に令和元
年度から開催しています。第6回目は、
平石賢二大学院教育発達科学研究科教
授を迎えて、「生涯発達－新たな自己
との出会い」というテーマで開催しま
した。

　前半は、平石教授が体験談を交えな
がら、自己は他者と切り離されるもの
ではなく、私たちは他者との出会いを
通して新たな自己に出会い、生涯にわ
たって変化し続けていくのだというこ
とについて講演しました。後半では、
参加者との活発な意見交換が行われま
した。
　今後も月に1回のペースでセミナー
を開催し、様々な世界に触れられる機
会を提供していく予定です。

　東南アジア教育大臣機構農学高等教
育研究地域センター（SEARCA）が
主催する国際フォーラムが開催され、
松尾総長が基調講演を行いました。
　総長は、約200名の参加者に対し、
アジア諸国において、自国を離れずに
博士学位が取得でき、本学6研究科が
参画している国家中枢人材養成プログ
ラムの実施のためにサテライトキャン
パスを6ヶ国に設置していることや、
学際的な国際共同研究・教育プログラ

ムを展開するためのプラットホームで
ある国際熱帯農学ステーションについ
て説明しました。また、国際的研究者
養成を目指した海外の大学との共同学
位（ジョイント・ディグリー）プログ
ラムについても言及し、本学が取り組
むアジア展開の方向性の具体的な事例
を示しました。

　「出張！名大博物館」を、名古屋市
科学館で開催しました。令和元年のイ
オン（ナゴヤドーム前店）での開催か
ら今回で2回目になります。6～8名の
学生スタッフが「名大博物館のイチオ
シ標本」を会場に持ち出し、見どころ
などを対話式に説明することで、来場
者に知的好奇心を育んでもらうきっか
けづくりを提供しています。
　今回は、名古屋市科学館との連携協
定のもと、8つのテーマ（ウミユリ・バー

ジェス動物群・球状コンクリーション・放
散虫・縞状鉄鉱層・クジラ・ウマ・カニ）
で実施しました。コロナ禍での工夫とし
て、当日は、約300名の来場者がありま
したが、展示場所を分散することで密を
避けることができました。一方、分散する
展示に一体感を出すため、専用アプリを
展示案内ツールとしました。
　来場者からは「学生の皆さんが愛を
込めて説明してくれたので、興味を持
ちました」との感想が寄せられました。

講演する平石教授

ウェビナー形式で行われた松尾総長の基調講演

マッコウクジラの椎骨（背骨）標本が出張！

■学生支援センター

■アジアサテライトキャンパス学院

■博物館
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ノーベル賞特別講演会2020「ブラックホールとゲノム編集」をオンライン開催

スーパーコンピュータ「不老」披露式を挙行

「第160回防災アカデミー」をオンライン開催

　今年のノーベル物理学賞と化学賞に
ついて解説する講演会を、オンライン
で開催しました。
　物理学賞では、「ブラックホールの

“発見”～Penroseの業績～」と題し、
白水徹也大学院多元数理科学研究科／
素粒子宇宙起源研究所教授が、受賞
者の一人ロジャー・ペンローズ氏のブラッ
クホールの理論研究における功績につ
いて講演しました。
　化学賞では、「生命科学とその技術

を根底から変えるゲノム編集」と題し、
東山哲也トランスフォーマティブ生命分子
研究所教授がゲノム編集技術の有用性と
応用の可能性について講演しました。
　幅広い年齢層から90名を超える参
加があり、沢山の質問が出され、活発
な講演会となりました。参加者から

「気軽にオンラインで講演を聴く事が
できて大変良かった」、「物理学と生物
学のふたつの世界を一度に知れて楽し
めた」との感想が寄せられました。

　スーパーコンピュータ（以下、スパ
コン）「不老」披露式をオンラインで
開催しました。このスパコンは、理化
学研究所計算科学研究センターのスパ
コン「富岳」型のTypeⅠサブシステ
ムなどから構成され、最新のGPUを
884基搭載した演算性能世界36位・国
内 5 位（※）（TOP500、Type Ⅰサブシ
ステム）の東海地区最大のスパコンで
す。※令和2年7月1日運用開始時点
　披露式では橋爪　淳文部科学省研究

振興局参事官（情報担当）より祝辞が
あり、森　健策情報基盤センター長
が、「不老」の命名者である名古屋市
内の高校生落合緒里さんに感謝状を贈
呈しました。
　講演会では、田浦健次朗東京大学情
報基盤センター長、新庄直樹富士通株
式会社理事より特別講演を賜りまし
た。今後とも全国の大学、研究機関、
民間企業の研究力強化に寄与できるよ
う、取り組んでいきます。

　新型コロナウイルス感染症の影響で
長らく休止していた防災アカデミーが
10月から再開し、第160回目の同セミ
ナーをオンラインで開催しました。
　このセミナーでは、堀 高峰海洋研
究開発機構地震津波予測研究開発セン
ター長が「南海トラフの巨大地震とそ
の準備過程：現状把握と推移予測に向
けた取り組み」と題した講演を行いま
した。発生が懸念される南海トラフ地
震の話題は関心が高く、168名の参加

がありました。
　講演では、地震予測に関する研究の
現状と社会の認識との間のずれについ
て述べた後、観測に基づく震源域の評
価や推移予測に関する最先端の研究を
紹介しました。大地震の発生の実用的
な予測は不可能ですが、観測結果に対
する現状評価を迅速かつ的確に行える
よう、複数のシナリオを今後5～10年
をかけて整備していくという方向性を
示しました。

表彰式の様子
（左から森センター長、落合さん、松尾総長、武田副総長）

■素粒子宇宙起源研究所（KMI）・トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）

■情報基盤センター

■減災連携研究センター

オンラインで講演する堀氏

講演会のポスター
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Meidai News

15
11 「新型コロナウイルス感染症に関する県内4大学と愛知県との連携と協力に関する協定」を締結

　県内において医学部および病院を有
する3大学（公立大学法人名古屋市立
大学、学校法人藤田学園（藤田医科大
学）及び学校法人愛知医科大学）及び
愛知県と、新型コロナウイルス感染症
に関する連携と協力に関する協定を締
結し、愛知県公館で、協定締結式が挙
行されました。
　大村秀章愛知県知事からは、各大学
において重症患者の受け入れや、PCR
検査の拡充等、日頃の尽力への感謝が

述べられ、第3波が来た厳しい状況の
中、4大学の力を借りてオール愛知で
乗り切りたい、との挨拶がありまし
た。
　また、松尾総長は、「大学病院を中
心に、専門家による助言や調査研究活
動に積極的に協力し、克服に向けて力
を合わせていきたい」と述べました。

集合写真

ブレイクタイム

東海国立大学機構が「WIPO GREEN」のパートナーに国立大学法人で初の参加表明

　11月13日、澤井智毅世界知的所有権機構（以下、WIPO）日本事務所長が
本学を訪問し、東海国立大学機構の松尾機構長、森脇大学総括理事・副機構長、
佐宗章弘機構長補佐及び神原信志岐阜大学教授と会談しました。
　会談では、持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けたイノベーションの果た
す役割等の意見交換を行い、松尾機構長は、機構の「WIPO GREEN」（WIPO
が運営する環境技術の技術移転を促すためのプラットフォーム）のパートナー参
加を表明しました。

　WIPO GREENは、低炭素な未来への移行を支援する環境に優しいテクノロジー

の採用と利用を拡大するために、そのテクノロジーのイノベーションと移転を促進

かつ加速させることを目指して、2013年に設立された官民パートナーシップです。

WIPO GREENへの、国立大学法人としての参加は今回が初めてです。
記念撮影

本学発ベンチャー、「CNB ベンチャー大賞2020」で各賞を受賞

　11月17日、中部ニュービジネス協議会が主催する「CNBベンチャー大賞
2020」の最終選考において、本学発ベンチャーが、各賞を受賞しました。
　CNBベンチャー大賞は、中部地区においてニュービジネスを実践している企
業を公募し、事業の成長性や社会への貢献度を評価して表彰するもので、本学発
ベンチャーとしては平成27年以降、6年連続10社目の受賞となりました。
　受賞した賞名は、以下のとおりです。

■株式会社Acompany：高橋亮祐代表取締役CEO（工学部卒業生）
　中部経済産業局長賞・NICT賞・なごのキャンパス賞
■株式会社iCorNet研究所：秋田利明代表取締役　（附属病院特任教授）
　優秀賞・なごのキャンパス賞 中部経済産業局長賞：株式会社Acompany
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世界初、巨大太陽フレア爆発を正確に予測する 
物理モデルの開発に成功

世界初！岩石風化の‘年輪’判読に成功
～岩石の風化・劣化速度推定に応用可能～

時計タンパク質はどのようにして「1日」を記憶するか？
～周期を0.6日から6.6日まで調節する時計 
タンパク質のアミノ酸の場所を発見～

成人T細胞白血病リンパ腫の抗がん剤抵抗性 
リンパ節病変の形成メカニズムを解明
～腫瘍細胞の発現するHGF遺伝子のエピゲノム制御機構とその治療薬の有用性評価～

琵琶湖の謎のメタン濃集水塊の 
形成メカニズムを解明

認知症の一群（FTLD類縁疾患）に共通の 
発症メカニズムを発見

〇 巨大太陽フレア爆発は、地球環境や
様々な社会基盤にも影響を与えるた
め現代社会にとって潜在的なリスク
だが、その発生機構は未だ十分に解
明されていない

〇 本研究では新たな不安定性理論に基づきフレア発生の条件を導くことで、
巨大フレアを少数の例外を除いてその発生位置まで正確に予測できる物理
モデルの開発に世界で初めて成功

〇 本研究の成果は、今後の宇宙天気予報の精度向上と宇宙で起きる爆発現象
の理解に大きな貢献をすることが期待

〇 岩石中の「年輪状縞模様」の成因を
解き明かすことに成功した

〇 そのメカニズムを、時間を含む簡略
化した数式で一般化できることを示
し、時間の判読が可能となった

〇 これまで、非常に遅い（数万年程度はかかる）と考えられていた「年輪状
縞模様」の形成速度は、これまでの概念を覆し、1本の‘年輪’（鉄バンド）
が1年〜数年という非常に速い速度で形成されることを示した

〇 シアノバクテリアの生物時計タンパク質
KaiCの402番目のアミノ酸を変えるだけ
で、試験管内の生物時計の周期（通常は24
時間）が最長1週間から最短0.6日まで大
幅に変化することを発見した

〇 周期が変化した原因は、KaiCの402番目のアミノ酸の大きさによって
KaiCの酵素活性（ATP分解活性）が変化することだった

〇 KaiCの402番目のアミノ酸は生物時計の周期を決める重要な部位であり、
この発見はタンパク質による周期決定メカニズムの解明に向けた大きな発
見であるとともに、タンパク質の驚異的な調節能力を示す

〇 成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）
はモガムリズマブにより治療成績が
改善したものの、いまだ多くのATL
はリンパ節病変などの腫瘤病変を形
成し再発する

〇 今回、腫瘤病変の形成因子としてHepatocyte Growth Factor (HGF)を
同定した

〇 HGFはエピジェネティックに発現調節を受けており、エピゲノム作用薬
であるブロモドメイン阻害剤がモガムリズマブ抵抗性のATLに対して有望
な候補治療薬となる可能性を示した

〇 世界の多くの湖沼で、夏季になると、亜表
層にメタンを濃集した水塊が出現する。そ
のメカニズムは明らかになっていなかった

〇 同位体含有率の比較から、この濃集水塊の
中のメタンの大部分は、沿岸域に広がる堆積物中で生成したものであるこ
とが明らかになった。水深の浅い堆積物中で生成し、直上の湖水中に放出
されることで形成されたメタンに富む水が水平に広がったことで、亜表層
に濃集したように見えていた

〇 深層水中ではメタンはきわめて不安定であり、すみやかに酸化分解される
ことも、同位体含有率から明らかになった

〇 広義FTLD疾患スペクトラム（FTLD、
ALS、CBD、PSP）の神経細胞の核内
においてFUSとSFPQの微小局在と結
合が障害されていることを見出した

〇 同時にFUSとSFPQが制御するタウアイソフォームのバランスが広義
FTLD疾患スペクトラムにおいては崩れ、4R-タウが増加することを見出
した

〇 こうした変化はアルツハイマー病やピック病では存在しないため、ALS、
FTLD、PSP、CBDといった広義FTLD疾患スペクトラム共通のメカニズ
ムであることが示唆された

宇宙地球環境研究所　草野完也教授 名古屋大学博物館　吉田英一教授
大学院環境学研究科　城野信一准教授

大学院理学研究科、高等研究院　伊藤（三輪）久美子招へい教員
　近藤孝男特別教授

大学院医学系研究科　近藤 豊教授　新城恵子講師　鈴木美穂助教
　石田高司特任教授

大学院環境学研究科　角皆潤教授　中川書子准教授 大学院医学系研究科　石垣診祐特任准教授　祖父江 元特任教授
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本年3月まで国際機構に在籍していた辻 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。

現在、第2弾を発売中。

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。

 発売中！

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
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植物の接木が成立するメカニズムを解明 
タバコ植物はいろいろな種の植物と接木できる

寄生植物が宿主植物に寄生する時に 
働く遺伝子を発見
～植物の接木成立と共通するメカニズム～

星の卵の「国勢調査」 
アルマ望遠鏡が追う星のヒナ誕生までの10万年

SNAP-tagタンパク質を利用した 
植物生細胞イメージングの新手法

〇 これまで不可能と考えられてきた遠縁の植物
の接木がベンサミアナタバコをはじめとする
タバコ属植物では可能であることを発見

〇 タバコ属植物の接木時に発現が上昇する遺伝
子を同定

〇 β-1,4-グルカナーゼのうち細胞外に分泌され
る特定の遺伝子が細胞壁の再構成を促し、組
織の癒合をもたらす

〇 β-1,4-グルカナーゼを過剰に発現させると、組織の癒合が促進される

〇 タバコ属植物で可能である遠縁の植物との接
木が寄生植物でも可能であることを発見

〇 寄生時と接木時に発現が上昇する遺伝子を同
定

〇 タバコ属植物の接木時に機能する細胞外に分
泌されるβ-1,4-グルカナーゼが寄生時にも発
現している

〇 β-1,4-グルカナーゼの発現を抑制すると寄生が成立しなくなる

〇 おうし座方向で、星(恒星)を作る材料が高密
度に集まった「分子雲コア(星の卵)」を、ア
ルマ望遠鏡で多数する「国勢調査」を行った

〇 分子雲コアの中心部が徐々に濃くなり、ある
密度（100万個／cc）を超えると、自身の重力によって星へと急成長す
る様子を世界で初めて精密に測定することに成功した

〇 そのうちの1つが、星のヒナが誕生した瞬間の姿に相当する可能性が高い
ことも分かった

〇 これらは分子雲コアが10万年以上の時を経て星へと至る瞬間までを克明
に記録した成果である

〇 SNAP-tagと合成蛍光プローブを利用
した手法により、植物の生細胞におけ
る微小管動態と細胞膜タンパク質のエ
ンドサイトーシスの可視化に成功した

〇 本知見は、植物細胞における、新たなタンパク質の蛍光標識技術を提供する
ものであり、植物細胞生物学研究を推し進める上で重要な発見であると言える

〇 今後、極めて高い光安定性をもつ合成色素を用いた超解像イメージングへ
の応用、特定の時間や特定の場所でのpHやCa2+を測定する技術への応
用が期待される

生物機能開発利用研究センター　野田口理孝准教授 生物機能開発利用研究センター　黒谷賢一特任講師　野田口理孝准教授

大学院理学研究科　立原研悟准教授
トランスフォーマティブ生命分子研究所　岩立 竜博士　吉成 晃博士
　八木慎宜博士　Wolf Frommer客員教授　中村匡良特任講師
　多喜正泰特任准教授　山口茂弘教授
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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 https://kikin.nagoya-u.ac.jp/

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

1960年代から80年代の理学部物理学科卒業アルバム
　大学文書資料室では、1960年代から80年代にかけて
の理学部物理学科の卒業アルバムを16冊所蔵していま
す。名大全体のアルバムが製作されるようになったの
は、1980年代後半に入ってからです。アルバムが残っ
ていない学部もあり、この年代のものは特に貴重です。
　学科単位のものとなると、ほとんど所蔵していません。
学科のアルバムは、学生生活を濃密に過ごした学科内
の雰囲気を知ることができるという点で、大学や学部の
それとはまた違った歴史資料としての価値があります。
　これらの物理学科のアルバムですが、独自の装丁で

写真も文字も印刷で作られるようになったのは1980年
代に入ってからです。60年代は、市販のアルバムを少
し加工して、写真を貼っていました。キャプションも、
全くないか、紙に書いて貼るくらいでした。70年代に
入っても、やはり装丁は市販のものを加工しただけで、
手作り感が濃厚です。ただ、キャプションなどの文字
の部分は手書きながら印刷になり、ある程度の部数が
作られたことが分かります。
　こういったアルバムをお持ちでしたら、情報だけで
もぜひ大学文書資料室にお寄せください。

1　Ｈ研（宇宙線研究室）の学生たち（1966年度卒業アルバムより）。
2　�E研（素粒子論研究室）の記念写真（1969年度卒業アルバムより）。�
益川敏英特別教授（一番左）、小林　誠特別教授（中央）も写っている。

3　飛騨数河スキー旅行にて（1970年度卒業アルバムより）。

1

3

5

2 4 6

4　1974年度卒業アルバムの1ページ。
5　1985年度卒業アルバムの1ページ。
6　�大学文書資料室が所蔵する理学部物理学科のアルバム�
（1965～87年度、写真は左から右へ年代順）。
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