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クローズアップ

名大祭中止に伴う代替企画「名大エキスポ」を開催

昨年 12 月に開催を予定していた第 61 回名大祭が中止とな
り、その代替企画「名大エキスポ」をオンラインで開催しまし
た。このイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響によっ
て活動に制限がありつつも、創意工夫を凝らして活動してきた
クラブ・サークルに活動発表の場を提供できるよう、名大祭に
代わり企画したものです。名大エキスポのホームページにおい
て、12 月 12 日から 2ヶ月間、クラブ・サークルの活動や作品
の紹介、写真や動画等を公開しました。
執筆者

清水翔太
第 61 回名大祭実行委員会総務局長（工学部 3 年）
Twitter での広報

開催の経緯

開催までの過程

新型コロナウイルス感染症の影響は、あらゆる課外活動に波

オンラインでの開催にはいくつか課題がありました。まず大

及しました。大会や演奏会、さらには名大祭までもが中止とな

きな課題は、これまでオンライン開催の経験がなく、初めての

ることで、活動発表の機会は失われつつありました。そこで、

取り組みだったことです。これまでの名大祭は、長年培ってき

私たち名大祭実行委員会の有志は、今年度中にクラブ・サーク

た経験と先輩からの引き継ぎで伝統的に行われてきました。そ

ルの活動発表の場を提供することが重要であると考え、対面で

こで、これまでの経験に加えて、他大学からオンライン開催の

はなくオンラインによるイベント「名大エキスポ」を開催する

取り組み状況を聞き取ることで円滑な運営・準備ができるよう

こととしました。

試みました。また、名古屋大学には、大学ホームページでの名
大エキスポの広報にご協力いただきました。
他にも、ホームページの制作における技術的な問題や、動画
編集、開催まで時間がない中での広報活動などの課題がありま
した。特に懸念していたことは、準備期間も十分とは言えない
中で、果たして動画まで公開してくれるクラブ・サークルは現
れるだろうかということです。現状、大学生の中で動画編集が
できるという人は決して多くはなく、一般的にも動画編集を
やったことがない人が多いと思います。しかし、過去の映像を
織り交ぜて自分たちで編集した紹介動画や、個々人が自宅で収
録したリモートアカペラ、クイズ形式の動画など、数多くのク
ラブ・サークルが動画を公開し、その数は 70 本に上りました。

名大エキスポポスター
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第 60 回名大祭オープニング企画の様子

Meidai Expo
名大エキスポホームページ

トップページ

名大エキスポホームページ

企画一覧 ①

企画発表について
名大エキスポには、11 月に募集を開始して 30 を超えるク
ラブ・サークルが参加しました。クラブ・サークルの紹介文だ
けでなく、写真や動画を駆使した見やすい形式で、音楽やダン
ス、展示、クイズなどの企画が数多く行われました。また、ク
ラブ・サークルの企画発表だけでなく、一部の研究室も参加し
て、専門的な研究が紹介されました。
名大エキスポのトップページのアクセス者数は、約 3,000
人で、遠方の方でも場所を選ばず楽しんでいただくことができ
ました。

今後について
名大祭の理念である「学生への還元」を元に、私たち名大祭
実行委員会の有志は、この名大エキスポを開催しました。次回
（令和 3 年 6 月開催予定）の第 62 回名大祭は、オンライン開催
で見つかった課題を改善しつつ、オンラインの要素を取り入れ
ていきたいと考えています。
名大祭は学生の活動の発信の場であり、これは第 1 回から
脈々と受け継がれてきている伝統でもあります。更なる進化を
遂げるため、実行委員会一同、力を尽くしますので、来年度の
名大祭に、是非、ご期待ください。最後に、名大祭及び名大エ
キスポに関わってくださった全ての方に、この場を借りて御礼
申し上げます。

名大エキスポホームページ
企画一覧 ②
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先生に一問一答

純

医学系研究科
総合保健学専攻 准教授
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&

Ⓠ
A

MyBestWord

不易流行

「My Best Word」を選ばれた理由は？

いつまでも変わらない本質的なものに、その時代に合わせた
新しい工夫を加えるという、松尾芭蕉が唱えていた理念です
（
「去来抄」より）
。多くの方のおかげで、これまで見出してき
た私の研究者・教育者としての存在意義・価値・使命を不易（変
わらないもの）として、時代環境やニーズに合わせた流行（変
化すべきもの）をバランスよく取り入れ、医学の発展に貢献し
たいと思っています。この言葉は私の心構えを教えてくれてい
ると思い、自分で意識して思い返すようにしています。

Ⓠ
A

Ⓠ
A

うえやま じゅん
2004 年名古屋大学大学院医学系研究科博士課程（前期）修了後、
名古屋大学医学部附属病院検査部に勤務。その後、名古屋大学医
学部保健学科助教に着任し、2009 年に金沢大学にて学位取得（博
士（医学））。2011 年より現職。2017 年日本衛生学会奨励賞。
2017 年より環境省：化学物質のヒトへの曝露量モニタリングに関
するタスクフォース委員等。
趣味：釣り

私の研究室で所有する 3 台の質量分析装置で
超高感度分析を行っています
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先生はどのような研究をされているのですか？

私は身の周りに存在する化学物質、特に殺虫剤や農薬
の低濃度でかつ長期的な曝露（吸収）が健康に影響し
ているかどうかを疫学的に評価する研究をしていま
す。特に、「どれくらいの化学物質が人体に吸収され
ているのか」を評価する方法（曝露評価法）を開発し
ています。研究室に籠りっきりではなく、検体採取の
ために農家さんに会いに行ったり、子どもの検診会場
の手伝いをしたり、時には公園に蚊を捕まえに行くこ
ともありますよ。

研究を始めたきっかけは？

「研究」のレベルを問わないのであれば、医学部保健
学科での卒業研究が始まりです。ところが実験がすぐ
始まるのではなく、名古屋大学や医学部保健学科の歴
史や現状などを教えていただき、これが研究に対する
姿勢をいろんな角度から知ることになり、それが今に
活きていると思います。高速液体クロマトグラフィー
という測定装置を使用した研究でしたが、結果が写る
感熱紙の山に埋もれていました（今は PC で処理しま
す）。目の前の課題をクリアすることで精いっぱいで
したね。

2020 年度メンバー それぞれがアイデアを出し合って研究に取り組んでいます

先生の研究を
表す写真！

国際的な外部精度管理プログラム（G-EQUAS）
の精度保証認定証
化学物質曝露指標を信頼性高く測定すること
が、私の研究の基本であり特徴です

Ⓠ
A

Ⓠ
A

居室にある保健学科の表札のもととなった書

研究が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？
少しみなさんとズレているかもしれませんが、
「自分でアプローチできる問い」を見つけたとき
です。問いには大小ありますが、意外と基礎的な
検討がされずに棚上げされている問いもあると判
明したとき、特に面白いと思いました。例えば最
近では便の中から代謝物を分析するときに、便の
どこを分析すればいいのか？その安定性は？とい
う疑問にぶつかりました。誰もが疑問に思うであ
ろう点が意外と明らかになっておらず、さらに、
多くの研究者がその情報を必要としていることが
分かりましたので、研究を開始した経験は記憶に
新しいです。実験計画や方法（論）はいくつも学
びましたが、問いの見つけ方やそのトレーニング
方法論など、非常に情報が少ないのが悩ましいで
すね。

Ⓠ
A

Ⓠ
A

先生は、農薬や家庭用殺虫剤などの曝露評価
に関する研究をされていますが、この研究の
中で印象に残っていることを教えてください。
近年の測定技術の向上によって、普通に生活して
いる人の尿からでも農薬や家庭用殺虫剤などが検
出されます。論文などで公表したこの測定値が、
思いもよらない解釈をされたときには、市民との
科学コミュニケーションの重要性を痛感しまし
た。同時に、測定値の信頼性確保の必要性を感じ、
精度保証の認定をラボで受けることができました
（写真左上）。おそらく大学研究室では国内唯一で
はないでしょうか。

Ⓠ
A

汪兆銘の梅の花
 （南館ウラ、2020 年 3 月 11 日撮影）

休日はどのように過ごされていますか？
リフレッシュ方法などあれば教えてください。
趣味や健康維持のための運動など充実した時間……
と言いたいところですが、今は仕事の遅れを取り戻
す時間に半分くらい費やしています。あとの半分は
リフレッシュも兼ねて子どもに遊んでもらっていま
す（家事も少々）。大幸キャンパスには木々が多く
良い雰囲気で、よく隙間時間に散歩します。特に南
館ウラにある「汪兆銘の梅」は毎年とてもきれいに
花をつけて目を楽しませてくれるとともに（写真右
上）
、名古屋大学の歴史も感じることができます。

今だから言える、ここだけの話を聞かせてください。
特に隠していたわけではありませんが、医学部保健
学科（筆者の所属学部であり出身学部）の表札のも
ととなった書が私の部屋にあります。第十代総長の
加藤延夫先生の書であり、私の恩師（自称加藤先生
の一番弟子）が受け継いだものです。その恩師もご
退官されて私が引き継いで部屋に掛けていますが、
いい意味で緊張感を与えてくれています。誰かに見
られているような…。

今後の目標や意気込みを教えてください。
ここ大幸キャンパスにはさまざまな保健学領域の専
門家と有機的な連携を取りやすく、さらに最近では
情報科学の知識や技術を身につけ研究できる基盤
が整いつつあります。
「不易流行」という My Best
Word を胸に、研究室の主役である学生と意欲的に
新しい取り組みを進めることで、問いの追求から生
まれる「私たちしか知らない発見のワクワク」を共
有することを続けたいです。
NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.332
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14 第20回遺伝子実験施設公開セミナーを開催

12

■遺伝子実験施設

「ウイルスと動植物の攻防・共存・

が続いていますが、ウイルスは病原体

共進化」をテーマに、20 回目となる

として恐れる存在であるだけでなく、

遺伝子実験施設公開セミナーを、オン

実は生物の進化に欠かせない存在でも

ラインで開催しました。

あります。今回はそのようなウイル

遺伝子や進化は自分自身にも密接に

宮沢孝幸京都大学准教授、武村政春東

ています。同施設では、毎年これらに

京理科大学教授及び山次康幸東京大学

関わるテーマを選び、研究者を招いて

教授が講演しました。

一般の方にも分かりやすいセミナーを
セミナーのポスター

スと動植物の不思議な関係について、

関わるため、多くの人々が興味を抱い

開催しています。
「ウイルス」
という言葉が溢れる日々

ウイルスへの関心の高まりからか、
全国から 241 名が参加し盛会となりま
した。

22 「森と地域を舞台に、フューチャー・アース」を開催

12

■フューチャー・アース研究センター

「森と地域を舞台に、フューチャー・

境問題に関わる政策研究で期待されて

アース」を、オンラインで開催しました。

いる、岐阜大学と本学のプロジェクト

環境問題の中の「森林」及び「地域」

ウェビナーの案内

の紹介をしました。

に焦点を当て、最近社会の注目を集め

様々な分野の研究者が、総合的に地

ている話題について、岐阜大学と本学

球環境問題に取り組む重要性を改めて

の研究者がフューチャー・アースの視

示すとともに、政策研究に結び付ける

点から研究紹介をするとともに、今年

ことで、社会への研究成果の還元が、

度、JST-RISTEX（科学技術振興機構

より現実性を持つことを示す機会とな

社会技術研究開発センター）の「科学

りました。

技術イノベーション政策のための科学
研究開発プログラム」に採択され、環

1

8 新城市と「連携・協力に関する協定」を締結
■大学院環境学研究科

穂積新城市長（右）と西澤環境学研究科長

愛知県新城市と連携・協力に関する

地域公共交通活性化・再生について、

協定を調印し、新城市役所において、

研究科附属持続的共発展教育研究セン

穂積亮次新城市長と西澤泰彦環境学研

ターがアンケートや直接の意見交換の

究科長が協定書に調印しました。

形で住民意識調査を行い、新たな地域

この協定は、両者の連携・協力によ

公共交通の姿とその実現方策を提言す

り、大学院環境学研究科における教

る予定です。さらに、これを契機とし

育・研究の充実、及び新城市の持続可

て新城市と研究科教員・学生との交流

能な地域づくり等に関する行政施策の

を深め、既に連携協定を締結している

立案及び推進に寄与することを目的と

大学院医学系研究科とも協力して、持

しています。

続可能な地域づくりのための様々な課

今後は、新城市の懸案の一つである

6

題の解決を推進していきます。

Meidai News
14 株式会社パロマへ紺綬褒章を伝達

1

令和元年 12 月に株式会社パロマか

小林弘明（株）パロマ代表取締役会長

ら、名古屋大学基金（経済学部・経済

と丹羽利行同秘書室長へ紺綬褒章の伝

学研究科特定基金、工学部・工学研究

達を行いました。

科特定基金）に各 1,000 万円のご寄附

伝達後の懇談では、小林会長から本

をいただいたことを受けて、同社に紺

学への期待のお言葉があり、本学から

綬褒章が授与されました。

は今回の寄附がキタンホール（旧経済

この賞は、公益のために私財（個人

（株）
パロマへの紺綬褒章伝達式
（中央左：小林会長、中央右：丹羽秘書室長）

学部カンファレンスホール）改修と、

500 万円以上、団体 1,000 万円以上）を

博士後期課程入学者（工学）への奨学

寄附した団体等に授与されるものです。

支援に大きく寄与をした旨の謝意表明

受賞に伴い、木村彰吾副総長、園田

があり、今後益々の相互協力を誓い合

正経済学研究科長及び水谷法美工学

う機会となりました。

研 究 科 長 同 席 の 下、 松 尾 総 長 か ら、

22 岐阜薬科大学と「連携・協力に関する基本協定」を締結

1

■大学院創薬科学研究科

岐阜薬科大学と、薬学・創薬分野の

係を築いてきました。それぞれ歴史や

先端的 ･ 専門的な人材養成と研究を展

ミッションには特色がありますが、こ

開するため、
「連携・協力に関する基

の基本協定の締結により、これまでに

本協定」を締結しました。

も増して相補的な協力関係を構築し、

本学で開催された協定締結式には、
稲垣隆司岐阜薬科大学長、原

研究者の交流と共同研究、研究施設・

英彰同

設備及び研究資源の相互利用等を進

大学副学長兼薬学研究科長、饗場浩文

め、学術並びに科学技術の振興に貢献

創薬科学研究科長及び廣明秀一同研究

していきます。

科副研究科長が出席しました。
協定締結式後、松尾総長を交えて記念撮影

両大学・研究科は、以前より合同で
シンポジウムを開催するなどの協力関

23 名大米国フレンズ2021年次総会を開催

1

■名古屋大学テクノロジー・パートナーシップ（NU Tech）

名大米国フレンズ（Nagoya Univer-

松尾総長、木村彰吾副総長の挨拶のほ

sity Friends in the States、 通 称 NU

か、現役学生・若手 OB によるスピー

Friends）主催の年次総会を開催しま

チ、名大トリビアクイズや抽選会を行

した。NU Friends は米国在住同窓生

い ま し た。 ま た、Breakout Room で

やその家族などの集まりで、ネット

は参加者同士が直接話をする機会を設

ワーキング活動のほか、現役学生の支

け、新しいネットワークも生まれまし

援のためのファンドレイズ活動等を米

た。アメリカ各地から 50 名近い参加

国で実施しています。

があり、大変盛況な会となりました。

これまで毎年 1 月にサンフランシス
参加者全員で記念撮影

コで開催してきた同総会を、今年はオ
ンラインで開催しました。総会では

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.332
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コロナ禍における留学生の渡日支援について
政府は、令和 2 年 8 月に、在留資格を有する外国人留学生等の再入国を許可し、その後、同年 10 月 1 日から、国際的な人の往来を再開
することを決定し、原則として全ての国・地域から外国人留学生等を含む中長期在留者の新規入国が認められることとなりました。しかし、
入国にあたっては、防疫措置（入国後の PCR 等検査、入国の翌日から 14 日間の自宅等での待機、その間の公共交通機関の不使用）を遵
守することが求められ、岐阜大学と本学では、新規渡日者に対する渡日支援プランを策定し実施することとしました。
特に、12 月 3 日には、成田空港から 3 台のバスを借り上げ、本学を経由し岐阜大学まで運行し、両大学の留学生 63 名（うち、岐阜大
学生 4 名）が乗車しました。
本学の留学生は、その後、学生寮で自宅待機をすることとなるため、消毒薬、マスク、トイレットペーパーなどの当座必要となる生活
必需品を大学が支援しました。その間の食事は、各自で準備してきた者以外は、名大生協の協力により、お弁当等の配達が利用できるよ
う大学が手配をしました。
令和 2 年 12 月以降、世界的な感染拡大の影響を受けて、入国が一時停止されるなど、留学生が渡日することも儘ならない状況となる中、
常に緊張感を持って対応することで、留学生が本学での勉学に希望をもって臨めるようこれからも支援策を講じていくこととしています。

アジアサテライトキャンパス学院卒業生がモンゴル最高裁判所判事に任命
12 月 15 日、アジアサテライトキャンパス学院が実施する ｢アジア諸国の国家中枢人材養成
プログラム｣ の第 1 期卒業生であるツォクド ツェンド氏が、モンゴル最高裁判所判事に任命さ
れました。
アジアサテライトキャンパス学院では、アジア諸国の政府幹部等が、母国にいながら職場を離
れることなく博士の学位を取得することができるプログラムを提供しています｡
ツォクド ツェンド氏は、平成 26 年 10 月に大学院法学研究科博士後期課程に入学し、在学中
はウランバートル市控訴行政裁判所判事を務めながら論文を執筆し、平成 29 年 9 月に博士号を
取得しました。卒業後、行政裁判所判事、またモンゴル国立大学教員としてモンゴル行政法の発
展に大いに貢献してきました。最高裁判所判事として、より一層の活躍が期待されます。

ツォクド ツェンド氏

岐阜大学・本学共同 「糖鎖生命コア研究所」を開設
東海国立大学機構は、令和 3 年 1 月 1 日に、岐阜大学及び本学共同で、「糖鎖
生命コア研究所」を設置しました。
この研究所は、糖鎖を中心とした研究により生命の本質を解明し、医療応用
の国際的な枠組みの中核研究機関を目指すもので、「統合生命医科学糖鎖研究セ
ンター」（本学）と「糖鎖分子科学研究センター」（岐阜大）の 2 つの研究センター
で構成され、専任教員、兼任教員併せて 53 人の教員が所属します。
両大学が有するそれぞれの強みや特色を活かしながら、生命の謎の解明と医
療応用を目指した、世界の糖鎖研究を先導する最先端の学術研究を進めていき
ます。
〇糖鎖生命コア研究拠点 HP
https://www1.gifu-u.ac.jp/~igcore/
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糖鎖生命コア研究拠点（iGCORE）

学生の元気

サ ークル活動紹介

アメリカンフットボール部 GRAMPUS
金載暁（きんちぇひょ）さん

工学部機械航空宇宙工学科 3 年

した。しかしその考えは甘く、世間の状況は良く

部活の概要

なるどころかむしろどんどん悪化し、到底部活

活動曜日：火水木土日
活動場所：山の上グラウンド

を再開できるような状況にはありませんでした。
課外活動の制限により、思うように練習を進

部 員 数：57 名

められず安全面を考慮した上で、昨季の大会の

大会実績：

参加を辞退することになりました。

平成 29 年度	東海一部リーグ 1 位
全日本選手権 2 回戦出場

コロナ禍乗り越えて

平成 30 年度 東海一部リーグ 2 位

私たちは昨年度 1 試合もできないまま新チー

令和 元 年度 東海一部リーグ 4 位

ムになりました。現在も感染症対策などによ

令和 2 年度 一回戦棄権

り、練習が制限されています。この先も様々な

今年度目標：打倒関西

突然打ち切られた練習
令和 2 年 2 月末、大学から新型コロナウイル

苦難が待ち受けていると思います。しかし、私
たちができるのは、ただコロナが収束すること
を願い、目標に向けひたすら歩みを進めること
だけです。今年度の目標として、〝打倒関西〟

ス感染症拡大の影響で練習を中止するようにと

を掲げました。これは、名古屋大学アメフト部

の通達が来ました。その時は 2 週間程度という

の歴史上どの代も成し遂げたことのない目標で

期限付きの制限であったのでフィジカルトレー

す。達成するのは難しい目標ではありますが、

ニングやミーティングをしっかり行おうというこ

さらなる高みを目指し、一致団結して精一杯努

とで、特にその後のことは気にしていませんで

力していきます。 （令和 3 年 1 月 25 日執筆）

試合中（令和元年 11 月）

試合前の円陣（令和元年 5 月）
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令和

2 年度 定年退職教授等の最終講義

所

属

教授氏名

日

時

場

所

開催形式

講義題目

問い合わせ先

教育基盤連携
夏目
本部

達也

実施しない

―

―

―

木下

徹

実施しない

―

―

―

宮原

勇

実施しない

―

―

―

井上

進

実施しない

―

―

―

藤井たぎる

実施しない

―

―

―

玉岡賀津雄

10 月 17 日（土）実施済み

オンライン

人文学
研究科

情報学
研究科

理学
研究科

3 月 16 日（火）15:00～16:30
村瀬

洋
IB 電子情報館大講義室

目から見る言語理解：
視線計測による文理解の測定

対面及び
人の視覚を支援する技術
オンライン

出口大輔准教授
ddeguchi@nagoya-u.jp

伊藤

正行

3 月 1 日（月）13:10～14:40

オンライン 核磁気共鳴と歩んだ 40 年

岡本祐幸物理学科主任
okamoto@tb.phys.nagoya-u.ac.jp

佐藤

憲昭

3 月 1 日（月）15:00～16:30

オンライン 研究の始まりは人との出会いから

岡本祐幸物理学科主任
okamoto@tb.phys.nagoya-u.ac.jp

本間

道夫

3 月 18 日（木）13:00～14:00
対面

ナトリウムイオン流で回転する細菌べ
理学部生命事務室
ん毛モーター蛋白質の発見と名古屋大
052-789-5735
学での研究

対面

卵母細胞から卵、そして胚へ： カエル 理学部生命事務室
卵無細胞系による卵細胞生物学
052-789-5735

理学南館坂田・平田ホール
3 月 18 日（木）15:00～16:00
大隅

圭太※1
理学南館坂田・平田ホール
3 月 13 日（土）13:30～15:00

対面及び
たかが細菌、されど細菌
鶴舞キャンパス基礎研究棟 オンライン
（講義棟）4 階 第 4 講義室

尾張

秘書 森範子 052-744-2106
nmori@med.nagoya-u.ac.jp

宜親※2

寺﨑

浩子※2

貝淵

弘三

3 月 19 日（金）15:00～16:30 オンライン 細胞内シグナル研究に魅せられて

天野睦紀准教授 052-744-2075
m-amano@med.nagoya-u.ac.jp

濵嶋

信之

3 月 18 日（木）15:00～17:00 オンライン 百尺竿頭に一歩を進む

山本英子准教授 052-744-2444
yamaeiko@med.nagoya-u.ac.jp

横井

毅

3 月 5 日（金）17:00～18:00

オンライン 薬物代謝と毒性学 道半ば

トキシコゲノミクス教室 052-744-2111
tyokoi@med.nagoya-u.ac.jp

対面及び
語り、私が生きた作業療法
オンライン

五十嵐 剛講師

対面及び
難治性網膜疾患の克服に挑戦して
鶴舞キャンパス基礎研究棟 オンライン
（講義棟）4 階 第 4 講義室

3 月 27 日（土）14:00～15:30
辛島千恵子
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尾張

荒川

3 月 26 日（金）17:30～19:00

医学系
研究科

日本語教育学分野・専門
（窓口：杉村 泰）sugimura.yasushi
@e.mbox.nagoya-u.ac.jp

※1

大幸キャンパス東館 4 階
大講義室

牛田宏昭眼科医局長 052-744-2275
h.ushida@med.nagoya-u.ac.jp

052-719-1374

令和 3 年 2 月 15 日現在

所

属

教授氏名

国際開発
研究科

時

場

所

3 月 8 日（月）15:00～16:30

開催形式

問い合わせ先

自然な「ながれ」に身をゆだねて：
視之不見、一乱流研究者の道程

機械システム工学専攻・統計流体
工学研究グループ
yito@nagoya-u.jp

康彦

松下

裕秀※2

竹中

千里

2 月 19 日（金）13:05～13:50 オンライン フィールド研究とジェンダー

堀尾

文彦

2 月 19 日（金）14:10～14:55 オンライン

小林

哲夫

2 月 19 日（金）15:15～16:00 オンライン 生物多様性と微生物研究

服部

束穂

実施しない

―

―

―

宇佐見晃一

実施しない

―

―

―

3 月 4 日（木）14:00～15:30

オンライン

2 月 20 日（土）13:30～15:30
工学部 IB 電子情報館
IB 大講義室

オンライン

講義題目

酒井
工学
研究科

生命農学
研究科

日

高分子複合材料設計に関する研究
交流会
kobu@chembio.nagoya-u.ac.jp

対面及び
時代遅れの教育者・研究者の呟き
オンライン

農学部・生命農学研究科庶務係
052-789-5266

農学部での 36 年間
―栄養学とともに―

農学部・生命農学研究科庶務係
052-789-5266
農学部・生命農学研究科庶務係
052-789-5266

多元数理科学
山上
研究科

滋

山口

靖

夏原

由博

3 月 15 日（月）15:00～17:00 オンライン ランドスケープの保全生物学

夏原由博教授
natuhara@nagoya-u.jp

北村

雅人

3 月 24 日（水）13:00～14:00 オンライン 名古屋大学時代の半世紀を振り返って

創薬科学研究科・細胞生理学研究
センター事務部 052-747-6586

生物機能開発利
松岡
用研究センター

信

3 月 6 日（土）14:00～15:30
環境学
研究科

創薬科学
研究科

環境総合館 1 階
レクチャーホール

実施しない

テンソル圏と対称性 ― まぼろしの講義 多元数理科学研究科教育研究支援室
を巡って
貝塚 052-789-2835

対面及び リモートセンシングによる地質マッピ 高野雅夫教授
masao@nagoya-u.jp
オンライン ングと環境モニタリング

―

―

―

※1

定年前退職者。

※2

令和元年度の定年退職者。新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い延期となった昨年度の最終講義を、今年度開催する。

MIRAI

への

学術交流協定

新たに締結した学術交流協定を紹介します

フェデリコ2 世・ナポリ大学物理学科と部局間学術交流協定を締結
フェデリコ 2 世・ナポリ大学は、1224 年にローマ皇帝によって創設された世界で最も古い公立大学です。その中で、
素粒子宇宙起源研究所（KMI）と部局間協定を締結した物理学教室は、イタリアでも最も大きな教室の一つであり、イ
タリア国内をはじめ世界各国の研究機関と共同研究を行う中で最先端の研究と博士教育を進めています。KMI のメン
バーはこれまでナポリ大学物理学教室の理論及び実験のグループと数多くの共同研究を行っており、その成果は世界的
にも高く評価されています。
本協定締結により、研究交流のより一層の促進、
学生間の交流、及び学際的、国際的環境の構築が行
われることで、学生や若手研究者により広い視野を
与えるとともに、若手研究者にとってヨーロッパに
おけるネットワーク構築の足がかりとなることが期
待されます。

締結日：令和 2 年 9 月 30 日

基礎理論研究部門において研究会を開催した際の集合写真

現象解析研究部門において共同研究の様子
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a 線を酸化チタン（TiO2）ナノ粒子に照射
することで、ラジカルが発生することを発見：
a 線核医学治療への応用などに期待
Point

血液適合性ポリマーの高靭性化と
3Dプリンティングに成功！

～医療器具の簡便な成形手法として応用に期待～

Point

○ a 線を酸化チタン（TiO2）に照射す

○柔 らかくて粘着性の PMEA に、硬いシリカを充填

ることで、ラジカルが発生すること

することで力学的に高靭性な複合エラストマーが得

を発見
○ a 線照射による TiO2 のラジカル発生は、水の発光現象と同じ発光に起因す
ると考えられる

られる
○光造形（SLA）式 3D プリンターを使用することで、
PMEA- シリカ複合エラストマーを任意の形状に加

○ TiO2 を a 線核医学内用療法に用いることで、治療効果をさらに高める可能

工することができる

性がある

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院医学系研究科総合保健学専攻

山本誠一教授

大学院工学研究科

対人関係と経済は同じ脳部位で
価値判断される

核酸医薬を用いた腹腔内治療で、難治性の
胃がん腹膜播種（ふくまくはしゅ）を治療する

～がん細胞を直接攻撃する次世代医薬の開発へ～

Point

Point

○大切な友達と言うときの「大切な」と大
切な品物と言うときの「大切な」の違い
について、脳の活動状態を検証した
○コミットメント・シグナルを受け取ると、脳の眼窩前頭皮質が活動する
○眼窩前頭皮質はこれまで経済的な価値計算にかかわる部位であることが知
られている
○関係の価値も経済価値と同じように計算されている可能性がある

関係する本学の教員等

大学院情報学研究科

竹岡敬和准教授

○予 後不良な腹膜播種を起こす胃がん組織で特
異的に高発現する synaptotagmin 13 を標的
とするアンチセンス核酸医薬を創製した
○国 立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究
所 創薬デザイン研究センターの独自技術である人工核酸を搭載すること
で、生体内安定性と標的結合親和性を高めている
○アンチセンス核酸医薬を用いた腹腔内治療によって、がんを移植したマウ
スの腹膜播種進展を止めることができた

関係する本学の教員等

大平英樹教授

大学院医学系研究科

小胞体内における異常タンパクの新たな
処理メカニズムを発見！
Point

小寺泰弘教授

神田光郎講師

生殖過程の核融合の鍵となる、
進化的に保存された核膜タンパク質を同定
Point

○小胞体へ異常タンパクが蓄積して生じる小
胞体ストレスは、糖尿病や神経変性疾患な
ど多くの病気に関係している
○小 胞体内の異常タンパクは、ユビキチン–
プロテアソーム系やオートファジーにより、小胞体から細胞質へ輸送隔離
した後に分解されることが知られている

○植 物 の 有 性 生 殖 過 程 の 細 胞 核
融合に必要な核膜タンパク質
GEX1 を同定した
○ GEX1 は生殖過程特異的に発現し、核膜融合の鍵となるタンパク質である
○有性生殖過程の核膜融合機構は進化的に保存されていることが示唆される

○小胞体内で凝集体を形成した異常タンパクを小胞体から輸送隔離せず小胞
体内部でライソソームにより分解する、新規の処理機構が示された
○このメカニズムをさらに詳しく解明していくことで、小胞体ストレスが関
わる病気に有効な薬の開発に繋がる可能性がある
関係する本学の教員等

大学院医学系研究科
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関係する本学の教員等

宮田 崇医員

萩原大輔病院講師

有馬 寛教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所（WPI-ITbM） 東山哲也教授

アントシアニンの新規生合成経路を黒豆で発見
黒大豆の枝豆は、莢から出すと1日で真っ黒になる

Point

ベッド安静中の筋力トレーニングにおいて
骨格筋と筋内に蓄積する脂肪の量的な変化は
関係する
Point

○大豆の種皮には、シアニジン 3-グルコシドと

○ベ ッド安静により、太ももの骨

いう単純な化学構造のアントシアニン（色素

格筋量と筋内脂肪量の減少がみ

配糖体）が極めて多量に含まれている

られ、皮下脂肪量は増加した

○従来、シアニジン 3-グルコシドの植物での生
合成は、酸化されて色素となってから糖（グルコース）が結合するとされ
てきたが、黒大豆種皮のアントシアニンの生合成では、糖（グルコース）
が結合した無色の前駆物質が酸化されて色素のアントシアニンになること
がわかった

関係する本学の教員等

トレーニングを行なった場合、骨格筋と筋内脂肪の量的な変化に有意な相
○本研究の結果は、蓄積部位によって脂肪の適応が異なり、筋力トレーニン
グによる骨格筋と筋内脂肪の量的な変化の相互関係が明らかになった
関係する本学の教員等

吉田久美教授

総合保健体育科学センター
大学院教育発達科学研究科

なぜ米国は外国から莫大な借金をしても維持
可能なのか？
自国通貨で外国から借金できるメリット
Point

秋間広教授
小川（矢部）まどか大学院生（当時、現日本体育大学助教）

1000 億分の1メートルの違いが物質の
性質を劇的に変える！
～正 20 面体クラスターの新機能を発見～

Point

○多額の対外債務を抱える経済であっても、自国通貨建てで海外から借り入
れ、外国通貨建てで海外に貸し出す対外ポートフォリオを構築することに
よって大規模な対外債務を維持できることを、高度な操作性を備えた国際
金融モデルによって解明
○対外ポートフォリオのショック吸収機能と対外債務安定化効果は、米国経
済をはじめ多くの市場経済で認められる
○本研究は、米国経済が膨大な対外債務を抱えてもなお維持可能な理由が、
自国通貨建てで海外から借金ができ、外国通貨建てで海外において運用で
きる機会に恵まれているからであることを明らかにした
関係する本学の教員等

大学院経済学研究科

○筋内脂肪と皮下脂肪の量的な変化に関連はみられず、ベッド安静中に筋力
関関係がみられた

○機能性を持つアントシアニンを多量に生合成する仕組みの解明につながる

大学院情報学研究科

○ベッド安静中に筋力トレーニングを行うことで太ももの骨格筋量と皮下脂
肪量が維持され、筋内脂肪量は減少した

○原 子間の距離は、物質の性質を決める重要なパラ
メータの一つ
○準 結晶（および「近似結晶」）を構成する正 20 面
体クラスターのサイズを変えながら、クラスターの
構成元素であるイッテルビウム原子の持つ性質を放
射光エックス線で観測
○正 20 面体クラスターのサイズが僅か 1000 億分の 1 メートル変わると、
準結晶（および近似結晶）の磁気的性質が 30 倍も変化することを発見
○ナノテクノロジーを用いた新素材開発のための基礎的知見
関係する本学の教員等

大学院理学研究科

齊藤 誠教授

振動発電素子の微視的な仕組みを解明
～自ら発電するデバイスが身近に～

Point

井村敬一郎助教

佐藤憲昭教授

精密測定により素粒子ニュートリノの謎の
解明を目指す NINJA 実験の物理解析が開始！
Point

○外 界の振動だけで発電する振動発電素子が注
目されているが、動作の微視的な仕組みは未
解明だった
○振動発電素子となる荷電体「エレクトレット」
が負に帯電する微視的な仕組みを量子計算に
より世界で初めて明らかにした
○性能向上への設計指針が得られ、センサーなどデバイスの自立発電や IoT
の実現へ貢献が期待される

○原 子核乾板は他の素粒子測定器と比べて空間
分解能が圧倒的に高く、マイクロメートル
（1000 分の 1 ミリメートル）の精度で素粒
子反応を測定できる。この特長を活用し、今
回、他の測定器では測定できないニュートリノと水の反応から放出され
る 0.5 GeV/c 以下の低エネルギーの陽子の測定に世界で初めて成功し、
NINJA 実験の陽子測定能力を実証した
○原子核乾板とシンチレーターを用いた測定器の複合解析によってニュート
リノ反応の精密データを取得する。今回、大型の実験装置における複合解
析によって最初のニュートリノ反応測定が成功した

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

未来材料・システム研究所
白石賢二教授 中西 徹大学院生

高等研究院・大学院理学研究科 福田 努 YLC 特任助教
大学院理学研究科 鈴木陽介大学院生

長川健太研究員

洗平昌晃助教

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.332
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ビニルポリマーの超精密合成法の開発：
モノマー配列、立体構造、分子量の多重制御
Point

植物ホルモンを使って動物細胞を操る技術

～人工オーキシンでさらにパワーアップ～

Point

○ビニルモノマーを 1 分子ずつ順番につないだ環状化

○人 工的に改変したオーキシン分子

合物を合成してから、高分子化することで、周期的

とその受容体を用いて従来よりも

なモノマー配列と高分子の長さの制御を達成した

1000 倍も高感度なオーキシンデグ

○環状化合物の立体規則性の違いに基づく溶解性の差
を利用して単離精製を行うことで、ポリマーの立体
構造制御にも成功した

ロン法を開発した
○高感度なオーキシンデグロン法がマウスやヒトの様々な細胞で機能するこ
とを示した

○性能や機能に優れた次世代ビニルポリマー材料の開発につながると期待さ
れる

○今後、様々なタンパク質を標的として速やかに分解・除去することにより、
タンパク質の機能解析や創薬での利用が期待される
関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院工学研究科 宮島雅斗博士後期課程学生 上垣外正己教授
堀部貴大特任助教
（当時） 石原一彰教授 佐藤浩太郎客員教授

多価カルボン酸を水素と反応させ多価
アルコールへと変換する触媒

～ミトコンドリア内クレブス回路を逆転!? バイオマス資源の有効利用へ～

Point

関係する本学の教員等

肺腺癌の間質浸潤に重要な分子メカニズムを
発見

○肺腺癌において、GPI アンカー型膜
タンパク質 CD109 が間質浸潤を促
進する重要な因子であることを発見
した
○間質浸潤を制御するメカニズムとして、CD109 と間質タンパク質 LTBP1
の相互作用による TGF-βシグナル制御機構を見出した
○本研究が、肺腺癌の間質浸潤のメカニズムを解明する重要な手がかりにな
る可能性がある
○ CD109 を標的とした新規治療法開発や間質浸潤の診断マーカーとしての
応用が期待される
関係する本学の教員等

斎藤 進教授

大学院医学系研究科
滝 哲郎大学院生

神経難病 ALSで TDP-43タンパク質が
凝集する2 つのメカニズムを発見
Point

関係する本学の教員等

環境医学研究所／医学系研究科 渡邊征爾助教
大学院医学系研究科 勝野雅央教授

三井伸二講師

榎本 篤教授

髙橋雅英名誉教授

プラットフォーム上の事業者間関係における
特徴的様相の解明
Point

○ ALS の鍵となる分子 TDP-43 の凝集体形成をス
クリーニングする実験系を開発
○ TDP-43 が異なる 2 つのメカニズム（液 - 液相
分離・アグリソーム形成）によって、独立して
凝集することを解明
○剖検検体の解析から、TDP-43 凝集体の形態がその形成メカニズムを示唆
することを解明
○そ れぞれの凝集メカニズムに着目した新規の ALS 治療法の開発が期待さ
れる
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高橋宏二助教

Point

○ミトコンドリアなどのバイオマス資源から
得られる多価カルボン酸を水素ガスと反応
させ、多価アルコールへと効率的に変換す
ることに成功した
○本研究の鍵は、水素と選択的に反応する場を提供する PNNP 配位子とイリ
ジウム（Ir）金属を有した、頑丈で長寿命な錯体触媒の開発である
○今後、バイオマス資源から豊富に得られるカルボン酸を原料としたクリー
ンな物質生産を実現し、SDGs（持続可能な開発目標）が目指す炭素循環
型社会の実現に貢献できる

物質科学国際研究センター

大学院理学研究科 西村浩平助教 嘉村 巧教授
トランスフォーマティブ生命分子研究所
鳥居啓子教授 萩原伸也准教授 打田直行特任准教授

○プラットフォーム運営企業と利用企業との関係
性のメカニズムに関する基礎的な分析を行い、
プラットフォーム運営企業が主導的な取引形態
の持つ意味合いを明らかにした
○プ ラットフォーム企業が主体の機動的な取引様式は、消費者、出店企業、
プラットフォーム企業全体を考えた全体的な（社会的な）利益を高める方
向性と概ね一致することが示されている
○本研究は、インターネット・ビジネスにおけるプラットフォーム企業に関
わる学術的研究や政策的論議において、基礎的な視点を提供する役割を担
うものと期待される
関係する本学の教員等

山中宏二教授

大学院経済学研究科

安達貴教准教授

1次元凹凸周期構造フラーレンポリマー薄膜内の特異な
ナノ空間反応場を使って二酸化炭素と水が室温で反応
することを発見：二酸化炭素固定・有価物質変換に期待
Point

純度の砂糖を⽣産する「砂糖イネ」の開発に成功

－砂糖きび、砂糖大根（甜菜）に続く、
「第 3 の製糖作物」を作成－

Point

○ 1 次元凹凸周期構造フラーレンポリ

○イネは受精に失敗すると、米粒の代わ

マー鎖から構成されるナノ空間が、

りに砂糖水を生成することを発見

二酸化炭素と水を室温で反応させ

○ 98% という高純度のショ糖を生産す
ることができ、製糖、バイオエタノー

る特異な反応場として働いている
ことを発見した

ル作成に有利

○室温で CO2 を活性化していることから、固定化だけでなく有価物質に変換
できる反応場として期待できる

○砂糖イネはサトウキビや甜菜とは違い栽培場所を選ばず、世界的な砂糖生
産が可能となる

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院工学研究科

尾上 順教授

中谷真人准教授

電波障害の原因となりうるプラズマバブルを
昼間にもGPSを使って観測
～昼間に出現するメカニズムを初めて解明～

Point

野生動物の隠れた生態をAIで観測！

－狙った行動を自動で検出して映像記録する
バイオロギングデバイス－

Point

○国 内に設置されている GPS 受信機網で得られ
たデータを詳しく解析し、電波伝播障害の原因
となるプラズマバブルが、日出後に日本上空の
高度約 300km の電離圏に現れ、正午過ぎまで
存在していたことを明らかにした
○本研究では、GPS を用いた詳細な電離圏の二次
元観測として初めて昼間に存在するプラズマバブルを捉え、プラズマバブ
ルが昼間にも存在する原因を初めて明らかにした。本研究の成果は、GPS
測位や衛星放送・通信などの電波伝播障害をもたらすプラズマバブルがい
つ・どこに現れるかを予測することに貢献する
関係する本学の教員等

宇宙地球環境研究所

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
生物機能開発利用研究センター 野田口理孝准教授

○人 工知能を搭載した小型の
バイオロギングデバイス（動
物装着センサロガー）を開
発し重要な行動を狙い撃ち
で撮影、海鳥の新たな生態を続々と発見
○小型動物に搭載するデバイスはバッテリ重量の制約があり、生態学者が興
味ある希少な行動を撮影することは困難だった
○伝染病を媒介する野生動物と人間とのインタラクションの解明や、人間が
立ち入れない極限環境での AI 実装への応用に期待
関係する本学の教員等

大塚雄一准教授

大学院環境学研究科

依田 憲教授

GaN に格子整合する新たな窒化物半導体の
合成に成功

No.332

～高電子移動度トランジスタの可能性を広げるAlPN/GaN構造を実現～

Point
○新たな窒化物半導体 AlPN の合成に成功
○ AlPyN1–y の P の組成 y を精密に制御することに
より、高品質な AlPN/GaN 界面の形成を実現
○ AlPyN1–y の P（y ～0.1）結晶では、P 組成が低
いため、AlN と同様の強い自発分極が期待されるほか、5G/6G 基地局向
け高電子移動度トランジスタ高速化とこれを用いたシステムの高効率化・
小型化への貢献も期待できる

2021年2月
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でも
ご覧いただけます。
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関係する本学の教員等

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
マーコス プリストフセク特任教授

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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変わりゆく東山キャンパス四谷通西側エリア
現在、東山キャンパスの四谷通西側エリア（IB 電子
情報館と学生会館の間の一般道路に面した一帯）の景
観が大きく変わろうとしています。
2020 年に入って、3 月にオークマ工作機械工学館が

が増えていきますが、このエリアの校舎は木造のまま
で、引き続き工学部の実験棟として使われていました。
このエリアにはそのほか、1960 年に中央食堂がオープ
ンしました。

完成するとともに、9 月からの工事で工学部 7 号館の A

そして 1971 年 2 月、工学部 7 号館の A 棟と B 棟が相

棟の一部と B 棟が取り壊されました。ここには、PFI

次いで竣工しました。この時に中央食堂の建物は取り

法に基づいて民間の資金や手法を活用する事業とし

壊され、B 棟の西側の一部で営業するようになりまし

て、
「名古屋大学（東山）地域連携グローバル人材育

た。さらに 1977 年 3 月には、前回取り上げた北部厚生
会館が完成しました。なお、同館の建築にあたって、

成拠点施設」が整備されます。
今回の整備の前にこのエリアの様相が劇的に変わっ

東山キャンパスにおける最後の木造校舎であった工学

た時期は 1970 年代です。このエリアには、1940 年代前

部 5 号実験棟が取り壊されています。また、1980 年 12

半に東山キャンパスの整備が始まった当初から、工学

月には、工学部 7 号館 B 棟の増築工事が完了しました。

部の実験棟が建てられました。しかし、戦時中であっ

その後、小さい変化はありながらも、基本的にはこ

たため、いずれも突貫工事による木造の粗末なもので

の景観が 40 年続くことになりました。多くの卒業生に

した。

とっては、その印象が強いものと思います。

戦後、東山キャンパスにも鉄筋コンクリートの建物

1

工学部7号館 B 棟

2

3

1
2
3

オークマ工作機械工学館

4
5
4

5

四 谷通西側エリアに建てられた直後の工学部
実験棟（写真を左右に通るのが現在の四谷通）
。
工学部7号館建設直前の同エリア（1969年頃）
。
1970 年代の整備が終わった直後の同エリア
（1981 年頃）。
工 学部 7 号館が取り壊される直前の同エリア
（2020 年 8 月撮影）。
工学部 7 号館が取り壊された同エリア（2020
年 12 月末撮影）。ここには、地上 8 階建ての教
育研究棟と地上2階建ての福利厚生棟が建設さ
れる。

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。

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
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。
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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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

■ 詳しくはホームページをご覧ください。
名古屋大学基金

アクセスはこちらから︎

https://kikin.nagoya-u.ac.jp/
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工学部7号館 A 棟
北部厚生会館

