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表紙
名古屋大学博物館を見学する留学生ら（平成 29 年 11 月 22 日）
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世界
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松尾

名古屋大学は様々な世界に踏み出す人材を支

援しています。今日はベンチャーを志す皆さんの意
見をお聞きし、これからの名古屋大学の在り方を考
えたいと思います。

井上 拓海

松尾 清一 総長

なぜ、ベンチャーなのか
辻

富田 佐央里

まず、皆さんの立ち上げたベンチャーの紹介を。

永津

ZAZA 株 式 会 社 を 立 ち 上 げ、
“airKitchen”

という訪日旅行者と日本の食卓（ホスト）を結ぶ
web サービスを提供しています。ホストは家庭料理

永津

豪

司会・構成

辻

篤子

国際機構特任教授

三野 稜太

「プロジェクト NU MIRAI」のキャッチフレーズである
「人を伸ばす、明日を創る、世界と歩む」をテーマに、
松尾清一総長と本学学生が、
名古屋大学で学んでいることや、今後、期待することについて
語り合います。
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を旅行者に提供することで収入が得られ、かつ世界
中の人と交流できる。例えば、総長がホストに登録
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富田

名大生のための家庭教師のプラットフォーム

事業を始めようとしている段階です。家庭教師をや
りたくても、斡旋会社の場合はシフトが固定された
り、留学のため長期間休みを取ろうとすると違約金
を取られるなど、契約上のトラブルも多いと聞きま
す。そのため、個人契約ができるような環境作りを
目指しています。
辻

皆さんが事業を始めようと思ったきっかけは何

ですか。
1 年前、ある会社でインターンをしていたと

きの経験がきっかけです。この会社は、自社で開発
した先端技術をあまり使っていない。研究部門と実
務部門の乖離がとても激しかったのです。他の会社
も同様で、これでは研究者として就職してもあまり
面白くない。今ある研究を世にフィットさせる方が
して今朝食べたものをサイトにアップし、外国から

面白いので、起業しようと思いました。

の旅行者がそれを見て「いいね」と思って登録する

永津

と、翌日、その料理を食べに総長の自宅に来る。現

変わりました。最先端技術を使った日本製の家電が

在、ホストが約 150 人集まっていて、これから訪日

カンボジアでは売れていない。バッテリーがついて

旅行者を対象にサービスを始めるところです。

鍵がかかる冷蔵庫が売れている。停電がよくあるし、

井上

病院の外で心臓が止まる、いわゆる院外心停

中身をお手伝いさんが盗んだりするから。それまで

止の患者に対する救命用電子機器の開発をしていま

は最先端技術が 1 番役に立つと思い込んでいたけれ

す。高校生の時に肉親を院外心停止で失った経験か

ど、最先端でなくても使う側が使いたい技術こそが

ら、これからは医療者が主体となった医療機器の開

大切だと思い知らされ、ショックでした。もっとビ

発が重要だと思い、勉強の一環として、先生や医療

ジネスを学びたいと、交換留学制度を使って工学と

機器メーカーの方々のサポートを受けながら取り組

ビジネスの両方で有名なイギリスのウォリック大学

んでいます。

に留学し、帰国後に事業を興しました。

三野

旅行でカンボジアへ行って、技術を見る目が

株式会社キスモという、人工知能技術を用い

て様々な課題を解決する会社を昨年立ち上げまし
た。現在注力しているのは、音声認識技術を用いた
コールセンターの自動化で、学内の色々な研究室の
知見をお借りしています。材料系の先生とは既に連
携していますが、総合大学は連携先の宝庫だと思う
ので、どんどんネットワークを広げていきたいと考
えています。

ZAZA 株式会社を 2017 年 7 月設立。食と
旅行者をつなげるサイト“airKitchen”を
提案し、アイデアピッチコンテスト 2016
で優秀賞、2018年
「キャンパスベンチャー
グランプリ全国大会」日刊工業新聞賞受賞。

な

が

つ

永津

学業と事業、
両方が良い影響を与え合っている

三野

ご う

豪

愛知県みよし市出身
大学院工学研究科博士課程前期課程１年
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家庭教師紹介のベンチャーの準備中。

と

み

た

さ

お

り

富田 佐央里

何もしないで過ごす
「もったいなさ」を
学生自身が理解していない

愛知県北名古屋市出身
経済学部経済学科３年

松尾

世の中を変えるためにはニーズにマッチしな

いました。そのとき思い出したのは、高校の先生に、

いとダメだと思い、留学して勉強した。論理的です

名古屋に行くなら名古屋でしかできないこと、つま

ね。でも、勉強していることと事業内容とがあまり

り「ものづくり」をやれと言われたことでした。そ

にかけ離れているのでは？

こで、学生である 6 年間頑張り抜けて、失敗しても

永津

自分のやりたいことで、かつ初期費用などの

後悔しないことは何かと考えて、それは自分が救え

点で実現可能な事業を考えてたどり着いたのが、留

なかった肉親を救えたであろう医療機器を開発する

学中の経験に基づいたネット系の今の事業でした。

ことだと思ったんです。

ただ、工学研究科の学生としては最先端技術を使っ

松尾

たビジネスにももちろん関心があります。

いことですね。ある意味、気楽に踏み出せる。それ

富田 「プロジェクトリーダーシップ」という授業

でも、始めるのはエネルギーがいることだから、実

を 2 年生の時に受講し、半年かけて新規事業を考え

際に踏み出した皆さんはすごいと思います。

学生ベンチャーの良いところはハードルが低

るという経験をして、自分のアイデアを形にするこ
との面白さに気づきました。3 年生になり、その後
受講した Tongali スクールで意気投合した仲間と、

学業との両立が「相乗効果」を生む

実際にやってみることになりました。

松尾

井上

の幅が広がり、それが逆に自分の専門にもプラスに

このまま学問だけをしていると「普通の医者」

ところで、ベンチャーを始めることで、知識

になってしまう、周りに優秀な仲間が沢山いるので、

なることもあるのでは？

自分は学問以外のところで頑張った方がいいんじゃ

富田

ないかと考え始めたんです。2 年生になって東京で

自分が積極的に取り組んだことは忘れないし、もっ

行われる医療経営などのゼミにも顔を出すうち、名

と学ばなきゃ、もっと経験を積まなきゃと思います。

古屋大学でも Tongali スクールが開講したので軽い

私の場合、3 年生の授業は週に 3 コマだけで、ゼミ

気持ちで参加し、医療機器開発を進める先生に出会

もやるべきことをやっていればよいという感じなの

試験のために覚えたことはすぐ忘れますが、

で、その時間を活かしています。
永津

最終的に人の役に立つべきだということを意

識して研究に取り組むことができるようになったの
は、大きな変化だったと思います。一方、研究でロ
ジックを組んで深く掘り下げていくところは、事業
を進める上で役に立つ。両方が良い影響を与え合っ
ていると思います。
辻

学業との両立は大変ではないですか。

永津

研究が結構忙しいので、夜 9 時、10 時まで

研究室にいて、朝 3 時に起きたり。削れるのが睡眠
時間しかないという感じです。
三野

僕は学習している内容が起業の根幹技術その

ものなので、乖離はありません。ゼミや研究をおろ
そかにしたこともない。でも、起業するなら休学す
べきだと周りから言われることがあるんです。リス
クもあると。たとえ失敗しても、蓄えた経験は間違
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年生までは自堕落な生活でしたが、今は 1 年前、2
年前に戻りたいと思うくらい。もっと早く気づくこ
とができればよかったと思います。有意義な時間の
使い方があるんだよと、大学側が積極的に情報発信
をすれば、学生の意識も変わるんじゃないでしょう
か。
松尾

富田さんが言うように、アルバイトと睡眠で

時間を使ってしまうのは、本当にもったいない。自
分の目標があって、何かこれをやりたいと思ったと
きに人は変わる。そういう気づきや動機づけを大学
としてやれたらと思っています。
いなく活きると思っているので、やるなという雰囲

井上

気があるのは残念です。

せない友人は僕の周囲にも沢山います。僕も最初は

井上

僕は単位を落とさないようにすることに精一

くすぶっていたけど、ちょっと頑張ったら思いがけ

杯で、2 日連続で徹夜することも多い。でも、自分

ず進んだ。僕の一つの役割は、くすぶっている友人

の限界を知りたくてやっている面もあるので、まだ

に火を点けることだと思っています。彼らに火を点

いけるかな、とは思ってます。指導教員には「どん

けて、あちこちで面白いことをやったら、日本の医

どんやれ」と励まされています。

療はもっといい方向に変わるんじゃないかと思って

松尾

ます。

構想会議」では、今年 10 歳の子どもの半分以上が

三野

107 歳まで生きるという試算が出ている一方、年金

を利用する側に立ちたいなと思って、情報文化学部

には頼れないから 85 歳まで働かなければならない、

を志望しました。入学してみると、それぞれ色々な

という議論もあります。技術の進歩で世の中は大き

方面で優秀な人たちがいて、その人たちに触発され

く変わっていくから、常に学び直しが必要になるけ

ました。名古屋大学に来なかったら起業してなかっ

れど、普通に勉強して就職しただけでは追いつけな

たんじゃないかと思います。

い。そういう時代に「一体どんな人になっていくの

松尾

か」というのは非常に大きな問題です。一つ言える

てほしいです。皆さんはぜひロールモデルになって

のは、学生の時にできるだけ裾野を広げておいた方

ください。

浪人時代、情報システムを作る側よりは情報

名古屋大学に来たら人が変わった、そうあっ

がいいということです。ベンチャーがうまくいく確
率はそう高くはないかもしれないけど、その経験や
ネットワークは一生役に立つと思います。

ロールモデルになり、周囲の心に火を点ける
富田

文系学部の友人の中には、自由な時間でバイ

トに明け暮れる人や、家でただ寝ているだけの人も

僕の一つの役割は、
くすぶっている友人に
火を点けること

私が参加している内閣府の「人生 100 年時代

何かやりたいと思っても、その一歩が踏み出

アイデアピッチコンテスト 2016
に出場し、
「スマホを用いた超小型
AED の製作並びに普及」で最優秀
賞及びスーパー東海東京賞獲得。

います。そして、そうやって過ごすことの「もった
いなさ」を学生自身が理解していない。私自身、2

い の う え

た

く

み

井上 拓海
神奈川県横浜市出身
医学部医学科３年
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辻

総合大学としての環境をとことん活かさない

と、もったいないですね。
富田

女性として言いたいのは、教員も男性ばかり

なので、ロールモデルがなく、女性としてのキャリ
アパスが見えなくて不安に思っている学生が非常に
多いということです。起業という選択肢をはじめか

総合大学

名古屋大学に来なかったら
起業してなかったんじゃないか

松尾

名古屋大学を“利用”しつくす

総合大学も沢山ある中で、名古屋大学ならで

えてきたので、彼女たちに勇気を与えるようなイベ
ントなどがあるといいなと思います。

はの良さは、色々な領域の学生が混じり合うような

松尾

プログラムを作っていること、そして外国人が多い

グラムで世界 10 大学の一つに選ばれ、様々な活動

ことです。今では学生の 8 人に 1 人が留学生なんで

をしているんですが、あまり知られていないのは残

す。キャンパスにいながらにして、様々な国の、し

念です。女性教員比率では名古屋大学は今、旧帝大

かも名古屋大学に入るような優秀な外国人と知り合

の中では 1 番です。でも、女性教授はまだまだ少な

える。ここにいるだけで触発されますから、ぜひ機

く、執行部も男性ばかりです。もっと裾野を広げる

会を活かしてほしいですね。

ために、男女共同参画室をセンターに格上げした

井上

ので、皆さんもどんどん参画してほしいと思ってい

留学生が多くいる国際棟での授業に半年ほど

出席したことがあるんですが、教室にいると前はア

名古屋大学は国連の HeForShe というプロ

ます。

メリカ人、後ろはアフリカ人、横はヨーロッパ人と
いう感じで、それぞれ全く視点が違う。ちょっと外
に出てみると世界は広いんだと実感しました。様々
な分野の先生に「ものづくり」の面で助言をいただ

Tongali（とんがり）プロジェクト

けるのも総合大学だからこそと思っています。

Tongali プロジェクトとは、名古屋大学における起業家育成
の拠点です。Tongali 人材、Tongali 企業のための教育、育
成、支援を行い、大学発ベンチャーの創造と拡大支援を行っ
ています。

永津

今の事業を一緒にやっている友人は文学部の

学生です。彼と一緒に事業ができるのは名古屋大学
にいるからだと思っています。

Deep Learning を中心とした AI
技術を用いて様々なサービスを
提供するベンチャー、株式会社
キスモを 2017 年５月に設立。

み

つ

の

り ょ う た

三野 稜太
滋賀県野洲市出身
情報文化学部４年
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ら排除している人も多い。最近は積極的な女性が増

スクール・コンテストの 1 年の流れ
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司会・構成

辻 篤子 国際機構特任教授
1976年東京大学教養学部教養学科科学史科学哲学分
科卒業。
79 年朝日新聞社入社、科学部、アエラ発行室、アメリ
カ総局などで科学を中心とした報道に携わり、2004
〜13 年、論説委員として科学技術や医療分野の社説
を担当。
11〜12年には書評委員も務め、16年10月から現職。

今のうちにどんどん失敗を

先を見据えて人を作っていく

辻

松尾

皆さんから後輩にアドバイスを。

永津

留学や起業支援などの制度を活用すること、

最近、改めて教える側の責任の大きさを痛感

します。決まりきったことを教えていれば、今のと

そして、せっかく色々な学部があって色々な人がい

ころは困らないけれど、そうやって社会に送り出し

るんだから、沢山交流して、ちょっと背伸びして、

た学生の 20 年後、30 年後を見据えているかという

失敗して、自分がやりたいと思うことをどんどん

と、必ずしもそう思えません。教える側の意識改革

やってほしいと思います。

が必要です。今まで通りの人材育成をしていたので

井上

僕自身、もう何十回も失敗しているし、今も

は、就職する時はよくても、いずれ行き詰まる。社

まだうまくいくか分からない。どんな経験でもその

会も、そんな人材ならいらない、積極的に提案をし

すべてが今後につながるんだと信じて、大学を最大

て現状を打破してくれる人がいいと言い出す。まし

限に活用してほしいです。

てや名古屋大学なんだから、リーダーが求められて

三野

いる。

学術憲章にも書かれている「勇気ある知識人」

とは、1 番失敗している人なんじゃないかと思うん

辻

です。飛び込んで失敗する。その繰り返しで成長し、

なるべきですね。最後に総長の決意を。

何でもできるようになる。社会に出ると失敗する余

松尾

裕がなくなるので、今のうちにどんどん失敗しま

年で大学を根本的に変えたいと思っています。教員

しょう。僕の人生、失敗しかないです（笑）。

がもっと教育・研究に集中できるような環境を作る

松尾

その通りですね。プロ野球の野村元監督の語

ために、余分なことはそぎ落とす。そして勉強した

録に「失敗と書いて成長と読め」というのがありま

い学生を徹底的に支援し、彼らが混ざり合う環境を

す。若い時の失敗は必ず糧になる。失敗を恐れずに

作りたい。世界が大きく変わっていく中で、先のこ

進んでほしい。

とを考えて人を作っていくのが大学の役割ですが、

富田

まだ充分に果たせていないと思うので、きちんと期

大学に入ることは決してゴールではない。ど

若者たちの心に火をつけ、挑戦を支える大学に
総長になって約 3 年が経ちましたが、次の 3

ういう大学生活を送るかは、その後の人生に大きな

待に応えたい。それが私の責任だと思っています。

影響があるという意識を持って過ごすことが大切で

まだ、試行錯誤しているところですが、これからの

はないかと。そういう意識があるかないかで、同じ

名古屋大学に、是非、期待してください。

情報に接しても反応が違ってくると思います。
松尾

先ほど言ったように、100 歳まで生きる時代

になったのだから、自分の興味や活動を広げておか
ないと、一生を全うできないという悲惨なことにな
りかねません。そのスタート地点が大学です。若い
皆さんには、勉強ももちろん大事だけど、できるだ
け多様な経験をしてほしい。ベンチャーでも国際活
動でも何でもいい。要は主体的に何かをやることが
大切だと思っています。
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名古屋大学基金のお知らせ
名古屋大学基金の支援事業
名古屋大学基金では、さまざまな事業のもとに学生の奨学支援を行っています。
寄せられた皆様のご厚志は、国内外の学生の勉学意欲に応え、本学の学術憲章に掲げる「勇気ある知識人」への成長を
支えています。

支援の実績（2016 年）
□ 海外派遣日本人学生給付金… ………… 支援学生

105 人

□ G30 学部留学生奨学金…………… 支援学生

74 人

□ アジアサテライトキャンパス奨学金… …支援学生

16 人

□ 下駄の鼻緒奨学金………………… 支援学生

4人

□ ホシザキ奨学金… …………………………支援学生

5 人 → 22 人（2018 年予定）

奨学生からのメッセージ

人生で一番良い
選択だったと、
自信を持って言えます

G30 学部留学生■

韓国の高校生だった私は、ある時、偶然、名古屋大学の Global 30 というプログラムを見つけました。当時
の私は全く日本語を話せませんでしたが、日本語を勉強しながら世界各国からの友達と英語で授業を受けられる
ことに魅力を感じ、挑戦することに決めました。そして試験を受けたところ、合格しただけでなく奨学金もいた
だけることになり、とても嬉しかったです。
それまで私は一人で生活したことも、英語で会話したこともなく、初めの頃は辛いこともありました。しかし、
奨学金のおかげで勉強に集中できたことで、成績は徐々に上がっていき、世界の人々と会って視野も広がってい
きました。日本語能力試験一級にも合格し、カナダへの交換留学ではさらに多くの人と友達になりました。
名古屋大学に入って、学ぶことのできる幸せを感じながら、自分の新しい能力を発見したり、視野を広げたり
することができました。韓国の友達や後輩に会うと、
「人生で一番の選択をしたのだ」と自信を持って話してい
ます。
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特定基金事業
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ます。
工学部・工学研究科
支援事業

青色 LED・未来材料
研究支援事業

アジア法律家育成
支援事業

名高商・名大経済学部・
経済学研究科
100 周年記念支援事業

女性リーダー育成
支援事業

ジェンダー平等
支援事業

医学系未来人材
育成支援事業

医学部附属病院
支援事業

大学発ベンチャー
応援事業

次世代保健医療
リーダー育成支援事業

農学部・生命農学研究科
支援事業

トランスフォーマティブ
生命分子研究所支援事業

名古屋大学附属
図書館支援事業

教育学部附属中・
高等学校 75 周年記念
国際化推進支援事

創薬科学研究科
支援事業

名古屋大学
修学支援事業

PhD 登龍門
支援事業

理学部学生
支援事業

(平成30年2月末現在)

◆トピックス

坂本精志様、坂本春代様へ紺綬褒章を伝達
平成 28 年 3 月に坂本ドネイション・ファウンデイション株式会社から 1,600 万円、同年 10 月には坂本ドネ
イション・ファウンデイション株式会社の株式（約 70 億円）を坂本精志様、坂本春代様から名古屋大学基金へ
寄附していただきました。このご寄附は、紺綬褒章の授与対象となり、内閣府で閣議決定され、公布されました。
これを受けて、平成 29 年 1 月 23 日（火 ） に名古屋大学において、松尾総長からお二人に紺綬褒章（褒章、褒
状及び木杯）の伝達を行いました。
紺綬褒章とは、公益のために私財（個人 500 万円以上、団体 1,000 万円以上）を寄附した方に授与されるも
のです。名古屋大学基金にはいただいた募金を運用し、その運用益で、本学の学生へ奨学支援を中心に行ってい
るものと、今回の坂本様ご夫妻からのご支援のように、使途目的を指定した特定基金との 2 種類があります。今
後とも引き続きご支援くださいますよう、お願い申し上げます。

坂本精志様への伝達の様子

坂本春代様への伝達の様子

詳細は名古屋大学基金ホームページへ （こちらから寄附手続きが可能です）
http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/
NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.298
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今 名
が 大
わ の
か
る
!

21 第1回水谷奨学金授与式を挙行

12

■大学院生命農学研究科

第 1 回水谷奨学金授与式を、農学部

課程に進学する学生に対し、月額 10

管理棟 1 階大会議室において挙行しま

万円を 3 年間支給するものです。授与

した。水谷奨学金は、水谷正子様から

式では、川北本研究科長から 2 名の奨

「農学部・生命農学研究科教育研究基

学生に対し、採用決定通知書が授与さ

金」にいただいた寄附により設立され

れました。また、山根名誉教授からは、

た奨学金であり、水谷様及び仲介者で

欠席された水谷様のメッセージが紹介

ある山根恒夫本学名誉教授のご意向に

され、これを受けて各奨学生から謝辞

より、大学院生命農学研究科博士後期

と今後の抱負が述べられました。

授与式後の奨学生と列席者

20 ICCAE 第3回オープンセミナーを開催

1

■農学国際教育協力研究センター（ICCAE）

2017年度第3回オープンセミナー
「天

料においても、薄くて弾性に富む筒状

然ゴムにおける日系企業の活動」を、

製品を作るには天然ゴムラテックスが

農学部大会議室において開催しまし

必要で、これらは合成ゴムでは代替で

た。天然ゴムは、ゴム分子が三次元網

きません。講師である小田部荘祐大塚

目構造を形成しているため大型トラッ

化学株式会社専任課長が、天然ゴム製

ク等のタイヤの素材や、地震対策用の

造に必要な添加剤の新規開発について

免震システムにも欠かせない物質で

解説し、日系企業による取り組みを知

す。外科手術用ゴム手袋などの医療材

る機会となりました。

小田部専任課長による講演の様子

20 国際シンポジウム「1930年前後の文化生産とジェンダー」を開催

1

大学院人文学研究科附属「アジアの

■大学院人文学研究科

学（台湾）准教授、李

惠鈴成均館大

中の日本文化」研究センターが主催す

学（韓国）准教授、笹尾佳代神戸女学

る国際シンポジウムを、1月20日、21日、

院大学准教授、木下千花京都大学准教

ジェンダー・リサーチ・ライブラリにお

授、サラ・フレデリック ボストン大学

いて開催しました。また、1月16日から

（米国）
准教授、星野幸代本研究科教授、

21日まで、展示
「
『女人芸術』
という回路」

飯田祐子本センター教授が登壇し、ア

を同時開催しました。中谷いずみ奈良

ジアという視座から人文学領域を広く

教育大学准教授、呉

横断する議論が交わされました。

佩珍国立政治大

シンポジウムの様子

24 東海スタートアップカンファレンス2018を開催

1

東海地区のベンチャー創出を、より

開催しました。基調講演では大前研一

活性化することを目的に、本学を中心

株式会社ビジネス・ブレークスルー代

とする東海地区 5 大学の起業家育成プ

表取締役社長が、オープンイノベー

ログラム「Tongali プロジェクト」
、中

ションとベンチャー創出のため、時代

部オープンイノベーションカレッジ、

に沿った環境作りの重要性を強調しま

中部ニュービジネス協議会が主催する

した。続くパネルセッションでは、活

東海スタートアップカンファレンス

発な討論が行われました。

2018 をミッドランドホールにおいて
パネルディスカッションの様子

10

■学術研究・産学官連携推進本部

Meidai News
31 ミニ展示会「漢方の世界」と特別講演会「我が国の伝統医学『漢方』の底力」を開催

1

■附属図書館医学部分館

昨年 7 月 3 日から 1 月 31 日までの間、

昨年 10 月 16 日には佐藤寿一医学系

医学部図書館2階入口ホールにおいて、

研究科講師による特別講演会「我が国

第 16 回ミニ展示会「漢方の世界」を

の伝統医学『漢方』の底力」を医学部

開催しました。高齢化による疾病構造

基礎研究棟 1 階会議室 2 において開催

の変化やストレス社会といった問題の

しました。当日は悪天候にもかかわら

下、漢方医学の個人差を踏まえた全人

ず 28 名が来場し、佐藤講師への質問

的な治療が患者の生活の質を向上する

が多くありました。

ものとして見直されています。
特別講演会の様子

2

1 「女性研究者が輝く名古屋大学」記念講演会－郷 通子理事瑞宝中綬章受章記念－を開催

■大学院理学研究科、男女共同参画センター

平成 29 年秋の叙勲において、郷 通

て、郷理事がこれまでの研究生活を振

子理事が「男女共同参画社会形成推進

り返りつつ、研究を進めていく上での

功労・教育研究功労関係」分野の功績

ターニングポイントや周囲の協力など

により、瑞宝中綬章を受章され、これ

について講演されました。その後、女

を記念し、記念講演会ならびに懇談会

性研究者によるパネルディスカッション

を、理学南館（坂田・平田ホール）に

が行われ、講演会終了後の懇談会では、

おいて開催しました。講演会では、松

研究や男女共同参画の話題に花が咲き、

尾総長、来賓の方々からの祝辞に続い

皆で受章の喜びを分かち合いました。

郷理事の講演の様子

27 平成30年度個別学力検査（前期日程試験）を実施

2

平成 30 年度名古屋大学個別学力検

学科の受験生に対する面接試験が実施

査（前期日程試験）が、2 月 25 日から

されました。全ての日程を無事終了し、

27 日の 3 日間、東山地区、大幸地区及

合格発表は 3 月 8 日に行われました。

び鶴舞地区の各試験場で実施されまし
た。今年度は募集人員 1,734 名に対し
て、志願者数は 4,752 名となりました。
初日及び 2 日目は、両日とも午前 10 時
から筆記試験が、3 日目は、医学部医
試験に臨む受験者

ブレイクタイム

平成29年度 名大３大ニュース！
！

1 位 「プロジェクト NU MIRAI」キャッチフレーズ決定
2019 年（創立 80 周年）、2020 年（豊田講堂及び名大祭 60 周年）、2021 年（創基
150 周年）と連続して周年を迎えるにあたり、各周年を一連の期間として捉え、これに
向けた行事・事業を「プロジェクト NU MIRAI」として実施することになり、キャッチ
フレーズを「人を伸ばす、明日を創る、世界と歩む」としました。このキャッチフレー
ズをロゴマークと併せて活用して、周年事業を推進していきます。

プロジェクト

2位

本学特任助教、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

3位

11 月、ジェンダー・リサーチ・ライブラリ開館

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.298
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悪性中皮腫の新たな予防法に期待！
－瀉血療法による発がん予防－

Point

タイコグラフィ-Ｘ線吸収微細構造法の開発

－酸素吸蔵・放出材料の酸素拡散分布を可視化－

Point
〇Ｘ 線のコヒーレンスを利用した硬 X 線タイコ

〇ア スベスト（石綿）
の一種であるクロシ

グラフィを用いて試料の X 線吸収微細構造

ドライト（青石綿）

（XAFS）法を取得するタイコグラフィ XAFS

を腹腔内注射した雄の悪性中皮腫モデルラットに対して瀉血（鉄除去）を
充分量行うと、生存期間延長効果が見られた

法を開発した

○同瀉血ラットでは腫瘍重量、腹水重量の減少が見られた

〇 50 nm 以下の空間分解能で、排ガス浄化助触媒となる酸化物固溶体粒子内
部のセリウムの価数分布をイメージングした

○同瀉血ラットでは組織学的な悪性度の低下が見られた

〇酸素吸蔵過程の中途状態にある粒子に対して、セリウムの密度と価数の相
関を解析することで、酸素拡散の過程に複数の異なる反応様式が存在する
ことを発見した

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

豊國伸哉教授

大原悠紀大学院生

肩甲骨の位置は絶滅動物の復元骨格の
最大のナゾ
－胴体の揺れと骨格の強さから解明－

Point

物質科学国際研究センター 唯 美津木教授
大学院理学研究科 松井公佑助教

琵琶湖における年間硝酸生産量の
定量に成功！
Point

〇絶 滅動物の骨格は、関節から骨の位置関係の
大部分を明らかにできるが、胴体と関節を介
さない肩甲骨は、その位置を知る手立てがな
かった
〇現生の四足歩行動物では、肩甲骨の位置が胴体前方の正中寄りに位置する
という共通点が見出された。また、この位置は、四足歩行する動物にとっ
て、前肢で胴体をバランスよく支え、かつ、胴体の骨格に与える負担を抑
制するのに最適であることが、三次元筋骨格シミュレーションから示され
た。この発見は、絶滅動物の全身骨格の復元の大きな手掛かりとなる

〇栄養塩である硝酸（NO3–）が湖内全域で硝化
菌によって生産される速さ（総硝化速度）を
定量化する新手法を開発した
〇新 手法は、湖沼に溶存する硝酸の自然同位体
組成を利用する。現存量を測定するだけで定
量できるので、従来法で必須だった培養操作や人工トレーサーの添加は不
要で画期的である
〇琵琶湖に応用した結果、硝化菌によって硝酸が生産される速さは、河川か
らの流入速度の 3 倍を超えていることや、夏に速く、冬に遅くなる季節変
化をしていることなどが明らかになった

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

博物館

大学院環境学研究科

藤原慎一助教

有機化学と合成生物学を駆使して
植物ホルモンの作用をハイジャック！

－化学の力でダーウィンの見つけた植物の運動の謎に迫る－

Point

角皆

潤教授

北極の硝酸エアロゾルは NOx 排出抑制に
関わらず高止まり

－過去60年のグリーンランド氷床に記録された北極大気NO3– フラックスの変遷－

Point

〇 bump-and-hole 法（凸凹法）という分子設計
技術を用いて、天然のオーキシン受容体には
結合できない凸オーキシンおよび凸オーキシ
ンのみに結合する凹受容体を創出した
〇凹受容体は植物の特定の部位に自在に導入できる。凹受容体によって認識

〇グリーンランドで約 90m のアイスコア掘削に
成功し、氷床アイスコア最高の年代精度で過
去 60 年の北極大気環境を復元した
〇 21 世紀の北極硝酸エアロゾルフラックスが、
周辺国の NOx（窒素酸化物）の排出抑制政策による減少割合を反映してお

された凸オーキシンは天然のオーキシン同様に多彩な生理作用を誘起でき
るが、改変凹受容体を持たない自然界の植物には作用しない
〇凸オーキシンと凹受容体のシステムを利用することにより、オーキシンに
よる植物の素早い伸長（酸生長）を引き起こす仕組みを明らかにした 等

らず、産業革命以後に増大して以来高い値を維持していることを解明した
〇 21 世紀の硝酸エアロゾルの状況把握・原因究明は、将来の環境変動への
影響評価に重要である

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 鳥居啓子客員教授（ワシントン大学教授）
打田直行特任准教授 伊丹健一郎教授 木下俊則教授
大学院理学研究科 萩原伸也准教授 高橋宏二助教
遺伝子実験施設 多田安臣教授
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中川書子准教授

関係する本学の教員等

大学院環境学研究科

藤田耕史准教授

ナノグラフェンをジッパーのようにきれいに
作ることに成功

共生菌が植物と共存するメカニズムを解明！

－ベンゼン環を精密につなぎ合わせる新しい触媒反応－

Point

－共生菌を用いた病害虫防除技術への応用にも期待－

Point

〇ベ ンゼン環をジッパーでつなぐようなナノグ

〇イ ネ科牧草／芝草に感染する共生菌であるエ

ラフェンの効率的な合成法を開発した

ピクロエ属エンドファイトは、植物を害虫や

〇新 触媒反応でジッパーの留め具部分（起点）

病原菌から守る性質があり、牧畜が盛んな

となる環構造の構築を実現した
〇単 一構造のナノグラフェンの短工程合成の実

国々で牧草の害虫防除に広く活用されている
〇エ ンドファイトは、植物と共存するために独

現や新しい機能性材料の開発に道を拓くなど、

特な感染メカニズムを持っている。本研究では、共生菌が植物と共存する

ナノカーボン科学への応用が期待される

ために必要な 2 つの遺伝子の役割を明らかにした
〇共生菌が植物との共生を維持するメカニズムを明らかにすることで、共生
菌のもつ植物を守る特性を農業現場で広く活用する技術の確立が期待さ
れる

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
伊丹健一郎教授 村上 慧特任准教授
大学院理学研究科 古賀義人大学院生

他の研究成果や詳細はホームページをご覧ください。

ブレイクタイム

関係する本学の教員等

大学院生命農学研究科
竹本大吾准教授 榧野友香大学院生

名古屋大学 研究教育成果情報

田中愛子博士研究員

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html

名古屋大学消費生活協同組合の紹介！
より快適な食環境と充実したメニュー提供を目指して
1977 年 4 月、北部厚生会館食堂（北部食堂）は、「セットメニュー」「お寿司」「グリル
（洋風レストラン）」としてオープンしました。以来40年にわたって、セットでの提供を行っ
てきましたが、組合員の方々の食に対する多様な要望に応えていくため、2017 年 10 月
から、カフェテリア方式での提供方法に変更しました。また、より快適にご利用いただく
ために「食器返却口」の改善や、椅子やテーブルの更新を実施してきました。
グリーンサロン東山内のレストラン花の木では、2017 年 10 月からメニューを刷新し、
「花の木（日替わり）」をはじめ、「丼麺セット」「ヒレカツカレー（花の木オリジナル）」
が人気メニューとなっています。

生協食堂食事定期券「食堂パス」の取り組み
『大学生活 4 年間、規則正しく、バランスと栄養を考えた食生活を送ってほ
しい』という保護者の方々の願いの実現に向けて、「食堂パス」を 2017 年度
新入生に提案し、取り組みを進めてきました。
食堂パスは、1 年間の食事代を前払いし、1）毎日の食事代をきちんと確
保し、2）お得に食べることができて経済的、3）食事の履歴や摂取カロリー・
栄養状況が確認でき、健康的で安心な食生活をサポートすることをおすすめポイントとした
仕組みです。2017 年度は新入生の 5 割超の方が申込み、利用しました。

留学生の食生活サポートと社会貢献
留学生のキャンパスにおける食生活のサポートにも努めており、ムスリムの方向けの
「ハラル（推奨）メニュー」の提供や、購買での「インスタント麺」や「嗜好品」の販
売を行っています。
あわせて「ベジタリアンメニュー」「ベジタブルカレー」の開発を教員や留学生とと
もに進め、店舗を通じて提供しています。また、2017 年春からは主要メニューの英語
表記 ( ローマ字表記 ) を開始しました。
ほかにも、社会貢献の取り組みとして「TFT（テーブルフォーツー）メニュー」の提供を
通じて、開発途上国の子供に学校給食をプレゼントする活動の支援を行っています。

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.298
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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
歴史的瞬間
歴 史 が 変 わ っ た 瞬 間 で し た。2017 年

めに必要なもの、それは“当たり前のレベルを
あげる”
“責任を持った行動をする”の 2 つです。

GRAMPUS は、 東 海 学 生 ア メ リ カ ン フ ッ ト

去年、関西学院大学と戦い感じた差、それが当

ボールリーグ2017年秋季リーグで、創部以来、

たり前のレベルです。それは試合に限ったこと

初の全勝優勝を果たすことができました。チー

ではなく、ウォーミングアップや整列といった

ムスローガンとして歴史・仲間・想い・行動・

所作や私生活に至るまで全ての行動です。それ

勝利の 5 つを「紡ぐ」ということを掲げ、
「打

らの GRAMPUS の当たり前を関西の当たり前

倒名城、東海制覇」という目標を達成すること

に近づけること、それが関西に勝つための一番

ができました。一つ一つの勝利を大切にし、選

の近道だと考えました。
また、GRAMPUS は他の学校とは違い、学

手・スタッフ関係なく勝ちに向かうことで掴む
ことができた快挙です。

打倒関西
GRAMPUS の 歴 史 が 変 わ っ た 瞬 間 に 立 ち
会った我々が次に進むべき道はどこなのか。代

生主体のチームです。その強みとして、チーム
全員がチームのことを考えて行動できる点があ
ります。全員が自分の役割に責任を持ち、その
行動に覚悟をもってやりきること、それが学生
主体のチームのあるべき姿です。

替わりを経て新チームを迎える時、最上級生を

去年一年で GRAMPUS の歴史は次に進みま

中心に方向性について話し合いました。そこで

した。その歩みを止めないためにも、我々は
『関

GRAMPUS として成長し続けるために、次に

西』を目指します。」

掲げた目標は「打倒関西」です。この目標に対

これからも、東海学生リーグ優勝という結果

して主将の川村洋志さん工学部 3 年生は次のよ

に満足せず、GRAMPUS は常に走り続けてい

うに意気込んでいます。
「今年、関西に勝つた

きます。

川村主将

他にも、こんな学生の活躍がありました！
教育学部附属中学校 3 年生の藤井聡太さんが六段に昇段！
第 36 回ジャンボ団体囲碁選手権大会において囲碁部が
星組（制限クラス）で優勝！
14

優勝を記念して 2 月 22 日に名古屋大学駅構内で
清掃の奉仕活動を行いました！

Event Calendar

イベントカレンダー

博物館野外観察園セミナーハウスサテライト展示
「博物館友の会写真サークル 写真展」

博物館スポット展
「人類を進化させた石器－アフリカと西アジアに
おける原人・旧人・新人の遺跡調査」
2月13日（火）～4月14日（土）
場
所：博物館2階展示室
時
間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日、
3月26日臨時開館
入 場 料：無料

［問い合わせ先］ 博物館事務室

4月5日（木）～5月11日（金）
場
所：博物館野外観察園
セミナーハウス2階
時
間：10：00～16：00
休 館 日：土・日・祝日
入 場 料：無料

052-789-5767

［問い合わせ先］ 博物館事務室

ミクロの探検隊Ⓡ
「ミクロの世界をのぞいて放散虫の進化に
触れよう！－電子顕微鏡のふしぎ」

052-789-5767

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

4月14日（土）
場
所：博物館2階実験室
時
間：13：00～16：00
定
員：24名
対
象：小学5年生以上、一般
参 加 費：50円（保険料等）

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。

名古屋大学

［問い合わせ先］ 博物館事務室

チアーズ

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

052-789-5767

名大情報

公式ホームページ

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

No.298
2018 年 3 月 14 日発行
編集・発行／名古屋大学総務部総務課広報室

公式ソーシャルメディアアカウント
名古屋大学公式 Facebook

発信中！

https://www.facebook.com/Nagoya.Univ.info
名古屋大学公式 Twitter

https://twitter.com/NagoyaUniv_info

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
26 もう一つのトランスフォーマティブ
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2018年3月

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。

最新の本学関係の新聞記事掲載一覧は、ホームページをご覧ください。
名古屋大学 新聞記事掲載状況
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/newspaper/index.html

他のイベント及び詳細はホームページをご覧ください。

名古屋大学 イベント情報

http://www.nagoya-u.ac.jp/event/index.html
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191
理工科学総合研究センター ―「先端性と調和」をめざして―
れました。9 部門の上位には、
「総合基礎材料科学」、

名古屋大学の附置研究所である未来材料・システム
研究所は、2004
（ 平成 16）年にエコトピア科学研究機

「総合エネルギー科学」
、
「総合環境システム科学」と

構（学内措置）として設置されました。翌年にエコト

いった未来材料・システム研究所を想起させる 3 つの

ピア科学研究所（学内措置）と改称、2006 年に附置

リサーチグループが置かれました。
「理工科学」とは、理学と工学を融合し、関連する

研究所となりました。2015 年 10 月に未来材料・シス

医学や経済学等の思想・概念、手法、成果を導入して、

テム研究所として改組されて現在に至ります。
エコトピア科学研究機構が設置される際、統合され

人間・自然と調和した科学技術の創成をめざす総合的

てその中核となったのが理工科学総合研究センターで

分野とされました。松尾 稔初代センター長は、セン

す。同センターは、1963
（ 昭和 38）年に設置された工

ター全体の中心的なコンセプトは、「先端性と調和」

学部附属人工結晶研究施設をその前身としています。

の同時追究にあるとしています。
こうしたセンターの理念は、現在の未来材料・シス

同施設は、設置時には 1 部門のみでしたが、のちに 3

テム研究所のみならず、2000 年に全国の大学に先駆

部門（うち 1 つは客員部門）体制となりました。
1995 年 4 月に設置された理工科学総合研究センター

けて制定され、「人間性と科学の調和的発展」をめざ

は、人工結晶研究施設の改組という形をとりながら

すことをうたった名古屋大学学術憲章にも継承されて

も、9 部門（研究テーマ）と研究体制が大幅に拡充さ

います。

BRIEF HISTORY OF NAGOYA UNIVERSITY
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1 『理工総研ニュース』創刊号。同ニュースは

1995 年 11 月に
創刊、以後 1 年度に 2 号のペースで発行され、2004 年 5 月の
第 26 号が最終号となった。
2 松尾 稔第 11 代総長（1936 － 2015）。理工科学総合研究セ
ンター長を務めた後、1998 年に総長就任、学術憲章を制定
するとともに、エコトピア科学研究機構の設置を推進した。
3 理 工科学総合研究センター寄附研究部門創設記念祝賀会
（1996 年 5 月 23 日）。1996 年 4 月から理工科学総合研究セ
ンターに創設されたエネルギーシステム（中部電力）寄附研
究部門は、名古屋大学では初めての寄附研究部門であった。
4 2000 年 3 月に理工科学総合研究センターの固有施設として
完成した総合研究実験棟（写真は完成当時）。東山キャンパ
4

プロジェクト

特定基金
工学

1

名古屋大学基金の
ご案内

ス東端部に位置し、現在は未来材料・システム研究所の施設
となっている。

名古屋大学が優れた人材輩出や世界的な研究成果により、今後も日本や地域に貢献し続けるには、
安定した独自財源が必要です。「名古屋大学基金」はその基盤であり、皆様からのご寄附を、
さまざまな事業に活用させていただきます。何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

名古屋大学基金の中には、研究推進や人材育成など、支援目的を特定してご寄附いただける事業もご用意しております。
ベンチャー

青色 LED

医学未来人材 アジア法律家

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

保健医療リーダー

ITbM

附属学校

創薬

PhD 登龍門

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。
詳しくはホームページをご覧ください。
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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▶︎

理学

