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ご挨拶 M e s s a g e  f r o m  t h e  D e a n

工学研究科長の挨拶

名古屋大学大学院工学研究科長

新美  智秀
Tomohide NIIMI
̶

◎専攻：マイクロ・ナノ機械理工学専攻
◎講座：マイクロ・ナノ機械科学
◎研究グループ：マイクロ熱流体工学
◎専門分野：高クヌッセン数流れ、希薄気体力学

　この度、工学研究科長の任をもう1年継続する命を受けました。大

学を取りまく環境が厳しさを増す中で、その責務の重さを痛感して

おります。

　いよいよ本年4月から工学部・工学研究科が改組されました。この改

組では、中部地区の中心的研究大学として、より良い工学系人材育成

の期待に応えるため、工学基礎教育を重視すると共に、専門性と総合

性を備えた人材育成を目的とした教育組織とカリキュラムを再編成

し、学部及び大学院を一体で改組しました。「ノーベル賞受賞者を生み

出した自由闊達な学風の下で実施するBasics ‒Special ization 

-Innovation 教育」を行い、学内の研究所や研究センターと連携して研

究力の強化もはかります。

　2年前に研究科長に就任して、改組の準備に着手して以来、学外の

有識者の皆様、学内の先生方、事務の方々にも多大なるご尽力をいた

だきました。紙面をお借りして、皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。

　またこの冊子の別頁でご紹介いたしますが、工学部・工学研究科で

は、特定基金「工学部・工学研究科支援基金：NUDF-e」を設置いたしま

した。この基金により、次のノーベル賞受賞者やイノベーションをけん

引する科学者・技術者など、世界に通用する優れた人材の育成と、そ

れを実施するための教育研究環境を整備いたします。学生や若手研

究者が思う存分、勉学や研究に専念できるよう、基金にご賛同いただ

き、ご支援いただければ幸いです。

　末筆ながら、今後とも旧に倍して皆様のご指導・ご鞭撻と温かいご

支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

名古屋大学大学院工学研究科副研究科長

宮﨑  誠一
Seiichi MIYAZAKI 
̶

◎専攻：電子工学専攻
◎講座：情報デバイス工学
◎研究グループ：機能集積デバイス
◎専門分野：半導体工学、電子デバイス・材料工学

　いよいよ新組織での運営が始まり、新カリキュラムによる教育がス

タートし、これまで以上に魅力のある教育、より質の高い研究活動に

繋げることが大きなミッションとなっています。皆様のご協力の下で、

先ずは、この新たな取り組みを手抜かり無く軌道に載せ、より活力の

ある体制作りとプレゼンスの向上を目指すことになります。このたび、

副研究科長を拝命し、部局運営の舵取りの一翼を担う責任の重さを

感じているところでございます。

　ご承知のように、多くの産業分野で、競争力アップに向け、技術革新

が一段と加速されており、特定の専門分野の知識や技能に加えて、こ

れまで以上に複眼的視野・思考力を持った技術者・研究者に対する

ニーズが高まっています。新カリキュラムにおいても、こうしたニーズ

に対応した分野横断プログラムの拡充や他部局との連携教育・研究

の推進は、近々の検討課題であると認識しています。また、これに関連

して、全学の指定国立大学法人構想や文部科学省の“大学における工

学教育の在り方に関する検討委員会”における検討事項に上がって

いる「産学共創教育」への対応等も含めて、新たな価値の創造と社会

の持続的発展を支える教育・研究の拠点作り（とりわけ教員が教育・

研究活動により一層注力できるような仕組み作り）を進める必要があ

ると考えております。

　教務委員会での経験しか持ち合わせておらず、甚だ微力ではござ

いますが、皆様の忌憚のないご意見を拝聴しつつ、研究科の執行部

の一員としての職務を果たしてゆく所存です。皆様方のご指導ご鞭撻

ならびにご協力を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

新副研究科長の挨拶
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平成29年度工学部・工学研究科改組について特集 1
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（入学定員）
D：後期課程
M：前期課程

（入学定員）

（D   ８）
（M３４）

（99） （83） （110） （118） （150） （40） （80）

（D   ８）
（M３４）

（D   6）
（M28）

（D   9）
（M39）

（D   9）
（M39）

（D   8）
（M34）

（D   9）
（M35）

（D   8）
（M34）

（D   9）
（M34）

（D 13）
（M47）

（D   8）
（M33）

（D 14）
（M66）

（D   8）
（M36）

（D   8）
（M38）

（D   5）
（M18）

（D   4）
（M18）

（D   9）
（M36）

工学全般の分野を網羅した学科・専攻構成に再編

●複合専攻群を発展的に解消し、これまでの教育研究の強みを生かし、
ミッション再定義を踏まえた分野の見直しにより､専攻の新設と融合
を行い、20の専攻・分野構成を17専攻に再編。
●分野横断教育プログラムとして、工学関連研究所､センター等と連携
した最先端教育プログラムを実施。
●社会人の受入れを推進し、社会人向けリーダー養成講座等を実施し、
産学連携教育を推進させ、技術の維持発展を行う。
●研究室ローテーション､研究インターンシップ等を各専攻に共通の科
目として充実し、他専攻・他研究科・他大学で開講される科目の履修
も義務付けて骨太の総合力・俯瞰力を養う。

大学院工学研究科
●従来の５学科・13コース構成を、履修コースを廃止し、わかりやすい
７学科に再編。
●Late specializationに対応すべく適切な年次で専門分野が選択で
きるよう､基礎教育に関して共通部分の多い分野を統合した学科構
成に再編。
●安全教育、倫理教育、情報セキュリティ教育、知財教育の徹底のため
の導入教育を充実。
●基礎を重視し、専門系初期の科目（創成型科目）を充実させた教育カ
リキュラムに変更し、総合力、創造力、俯瞰力を涵養する。

工学部

工学部・工学研究科  全体図 平成29年4月1日

学部・大学院を一体としたシームレスな体制とし､基礎教育３年、
専門教育３年（学部４年＋博士前期２年）、高度専門教育３年（博
士後期３年）の【３+３+３型教育システム】を実施します。※環境
土木・建築学科では、JABEE認定の技術者教育プログラムを実施。

ノーベル賞受賞者を生み出した自由闊達な学風の下で実施する

Basics ‒ Specialization - Innovation 教育

より良い工学系人材・
勇気ある知識人の育成

改組のねらい

世界を代表するものづくり産業の集積地である中部地区の中心的研究大学として、より良い工学系
人材育成の期待に応えるため、工学基礎教育を重視すると共に、専門性と総合性を備えた人材育成
を目的とした教育組織とカリキュラムを再編成し、学部及び大学院を一体で改組。

グローバリゼーションが加速する国際情勢、新しい価値創造や技術革新をもたらす人材育成の急務
化、年齢分布が逆ピラミッド型に変わってゆく状況における社会的なニーズなどの工学分野をめぐ
る情勢に対応します。

理工系人材育成の必要性を踏まえ､工学全般の分野を網羅した学科・専攻とし､博士人材の育成に
繋げます。

関連研究所等との強固な連携による教育・研究の推進
■工学分野と密接に関係する未来材料・システ
ム研究所「未来エレクトロニクス集積研究セン
ター」（天野センター）と連携して先導的研究を
実施し、イノベーションの創出に繋げます。

■これまでの複合専攻の長所を生かし、共同研
究奨励制度（仮称）を創設して専攻の異なる複
数の教員による研究を奨励し、イノベーション
創出や研究成果の起業化・新規事業化に繋げ
ます。

■工学関連センター等と連携し、研究をベース
にした専攻をまたぐプロジェクトを設置して、先
端教育プログラムを開講し、課題探索・解決力
を備えた人材を育成します。（選択履修とし、認
定証を交付）
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特集 2
機械システム工学専攻　教授　　鈴木　達也

先進モビリティ学プログラムの開設にあたって

　未来社会創造機構モビリティ領域では、モビリティに関する研究・

教育拠点づくりのための大学院生向けコースプログラム、「先進モビ

リティ学プログラム」を平成29年度より新たに開設します。本プログラ

ムは、分野横断的な教育プログラムの一つとしてトヨタ自動車株式会

社の協力のもと、単なる知識習得にとどまらず、自ら手を動かし、実機

に触れることでシステムとしての自動車を学べる点に大きな特徴があ

ります。自動車はそれ自体が多くの構成要素からなるシステムとみな

せますが、一方で自動車が他の自動車とつながることでより大きな

様々な社会システムの構成要素ともなり得ます。モビリティ学は、従来

の自動車工学に新たなシステム志向の新概念を付加していくことでそ

の体系化がなされていくと考えられます。

カリキュラムは前期と後期に分けて通年で実施されます。前期は講

義中心で後期は実験中心の構成となっています。前期は表1のような

講義構成となっており、企業講師による自動車の基本概念、電動化、

知能化に関する概論的講義のあと、まず自動車の基本性能に関する

知識を学びます。その後、電動化コースと知能化コースに分かれて、よ

り専門的な知識を習得します。希望する学生はどちらのコースも受講

できるよう時間割上で配慮します。今後は、交通・社会システムコース

等、専門コースの選択肢をさらに増やしていく予定です。また後期は、

電気自動車の製作実習コースと模型車両を使った自動運転実習コー

スとに分かれて、実践的な知識を体得します。電気自動車の製作実習

コースでは、名古屋大学の学生フォーミュラチームの協力のもと、学

生フォーミュラで実際に用いる電気自動車の設計製作に加わり、車両

製作の基礎を学びます（図1）。自動運転実習コースでは、様々なセン

サ類やマイコンが搭載された1/10スケールの小型の模型自動車を活

用し、自動運転に必要な様々な知識を習得します（図2）。

　このようなシステム志向のカリキュラムを提供できることは、モビ

リティに関するトップレベルの多彩な教員を多く抱える本学の強みの

一つであり、これまで培われてきたモビリティに関する研究・教育活

動の成果を反映したコースプログラムとなっています。また、トヨタ自

動車株式会社との協働により、テストコースや製造ラインの見学、企

業の研究開発担当者を交えたグループディスカッション等も含まれ

る予定で、大学院教育における産学連携のさきがけ的なプログラム

とも言えます。

　初年度は実験機材等の制約もあり、受講生を10名程度に限定する

予定ですが、今後は選択制のコースも増やしつつ、より多くの受講生

を受け入れられるよう改善を図っていきます。本プログラムに対する

ご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

表1　先進モビリティ学　講義内容（前期）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5/17

5/24

5/31

6/7

6/14

6/21

6/28

7/5

7/12

7/19

7/26

8/2

8/9

8/30

週 日　程 講義内容

予備日

研修（トヨタ自動車本社、FCなど）

研修（トヨタ自動車東富士研究所、ITS・テストコースなど）

概論（基本、イントロダクション）（トヨタ自動車）

概論（電動化、環境、規制）（トヨタ自動車）

概論（知能化等）（トヨタ自動車）

●  タイヤ、車両運動（名大）
●衝突安全、構造、材料（名大）
●振動、乗り心地（名大）
●人間工学（シート、視認性）（名大） 

クルマの基本性能

クルマの電動化
●  エンジン（連携機関）
●  パワトレ（連携機関）
●  モータードライブ（名大）
●  電池（名大）

クルマの知能化 交
通
社
会

経
済

法
律

・・・・・・・・・・・・・

 ●  運転支援、自動運転（名大）
●  センサー、認識（名大）
●  組み込み、機能安全（名大）
●  通信、セキュリティ（名大）

図1　電気自動車の設計製作実習（後期） 図2　1/10スケール車両（ZMP社製）による自動運転実習（後期）
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　教室で航空工学を学んでも、すぐに飛行機を飛ばせるわけでは

ありません。風洞試験で飛行機モデルの空気力学データを取得し

ても、実際に飛ばしてみるとその性能は大きく違います。現在の日

本の大学の航空工学教育は、机上あるいはPC上の「空論」が殆ど

であるのが実態ですが、そこに実際に飛んでみる新たな「空験」を

加えるべく、平成28～30年度宇宙航空科学技術推進委託費（文部

科学省）　航空人材育成プログラム「実機飛行を通した航空実践

教育の展開」が、名古屋大学（代表）、東北大学、東京大学、東海大

学、金沢工業大学、富山大学、信州大学、金沢大学、愛知工業大学、

京都大学、大阪府立大学、鳥取大学、九州大学の13大学および一

社）日本航空宇宙工業会を共同参画機関として採択されました。

　今後日本の航空産業の競争力を維持強化するためには、革新的

な技術に挑む技術者・研究者の育成が不可欠です。本事業は、生き

た航空工学を学ぶ機会を提供するスキームを構築して、学生の視

野を広げ、向学心、産業へ意識を高め、航空分野の潜在的裾野の

拡大、人材育成につなげることを目指しています。

　本事業の活動内容は、①全国の大学生を対象とする実機飛行教

育、②共同参画機関大学におけるフライト関連教育・ミニ実験の推

進および③中高生を対象とするアウトリーチ活動に大別されます。

①では、ダイヤモンドエアサービス（株）が所有するMU-300機（図

1）を利用して実機飛行実習を実施します。受講生は、共同参画機

関の大学のみならず全国から公募し、年度あたり約40名の大学生

に、1.5時間程度の飛行実習に参加してもらいます（平成29、30年

度）。実習前に試験全体概要／強度試験概要／飛行試験実施法／

飛行特性等に関する予備座学教育を実施し、飛行後にはデータの

解析・評価を行ないます。参加学生には、一社）日本航空宇宙学会

主催「飛行機シンポジウム」等での報告発表の機会も提供します。

②では、これまで各大学で実施されてきた様々なフライト関連教

育、小型飛行実験（ミニフライト実験）の成果と課題について、関係

者による総合的な検討の場を設け、例えば、無人機飛行実験、風洞

実験、数値シミュレーション、フライトシミュレーターを有機的に結

び付けた教育プログラムを立案・実施します。特に、全体検討会に

は産業界からも出席者を招聘し、産業界のニーズをも踏まえた効

果的な内容となるべく、情報・意見交換を行います。③は、一社）日

本航空宇宙工業会の支援を得て、大学が持ち回りでアウトリーチ

活動を実施します（図2）。その効果を上げるためには、その保護者

の理解を得ることも重要であり、参加形態についても保護者の参

観・参加を可能とするなどの配慮も施します。

　名古屋大学は、国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

（JAXA）と連携協力協定を結んでおり、その一環として航空宇宙工

学専攻に「航空宇宙機設計工学講座（連携）」を設置、現在7名の客

員教員による講義、研究指導、論文審査を行っています。本事業の

発展についても、同機構航空技術部門　調布航空宇宙センター飛

行場分室、名古屋空港飛行研究拠点などとの連携を模索していき

ます。

イギリスでは、国内大学航空宇宙工学科の全ての学生が、クラン

フィールド大学による実機飛行実習を履修することが必修になっ

ているとのことです。我国もそのような活きた航空教育を施す体制

が確立することを目指して、オールジャパンでの取り組みにつなげ

ていきたいと考えています。

3F e a t u r e
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特集 3
航空宇宙工学専攻　教授　　佐宗　章弘

実機飛行を通した航空実践教育の展開

図2　名古屋大学でのアウトリーチ活動
　　  （協力：紙飛行機を飛ばす会愛知）

図1　実習で使用する航空機（ダイヤモンドエアサービス（株）所有　MU-300）



写真２   ナノテク大賞の表彰盾

写真１   熱可塑性CFRP製のフロアパネル等結合体と展示状況
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特集 4 ナショナルコンポジットセンター(NCC)プロジェクトが
ナノテク大賞受賞

　 名古屋大学ナショナルコンポジットセンター(NCC)で実施してい

る、NEDOプロジェクト「熱可塑性CFRPの開発及び構造設計・応用

加工技術の開発」は順調に成果を挙げつつありますが、その目覚

しい成果物である熱可塑性CFRP製(詳しくはLFT-D技術を適用)の

フロアパネル(約2m2)と、同材料製のサイドフレーム(長さ約1.8m)

を結合した形態で、平成29年2月15日(水)から2月17日(金)まで開

催された、「nano tech 2017 第16回国際ナノテクノロジー総合展・

技術会議」に出展しました。この出展物と、展示状況の写真を写真

１に示します。

　本イベントでは、毎回、出展者の中から、斬新かつ先駆的な技

術・製品を展示した団体に、いくつかのカテゴリーに分けて、「ナノ

テク大賞」を授与することが慣例化されており、出展者は、それを

競い合うことが一つの励みとなっています。審査の詳細は明らかで

はありませんが、展示の期間中、匿名の審査員が各ブースを訪問し

て候補を選出し、複数の審査員によって、さらに細かく審査される

という仕組みのようです。

　NCCの出展物は、見事この審査に合格し、「プロジェクト賞(グ

リーンナノテクノロジー部門): 熱可塑CFRPによる自動車軽量化へ

の挑戦（小間番号：4B-01）[実施者: 名古屋大学ナショナルコンポ

ジットセンター(NCC)] 」として、他の部門の受賞者とともに受賞の

栄に浴することができました。公式の受賞理由としては「高張力鋼

板やアルミなどこれまで自動車構造部材に用いられた材料の置き

換えを目指す熱可塑炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を開発し

た。自動車の大幅な軽量化につながる成果を賞す。」と記述されて

います。表彰式には筆者が直接出席して、写真２に示す表彰盾の

授与を受けて参りました。

　NCCではこの栄誉を、名古屋大学関係者、NEDOプロジェクトの

直接参加メンバーである名大集中研関係者、NCC次世代複合材研

究会関係者などに速報しまして、喜びを分かち合いました。今回こ

の受賞の栄に浴したのは、集中研メンバーとNCCのスタッフの日

頃の努力の結集を持続した結果であると考えています。平成29年

度はプロジェクト第１フェーズの最終年でもあり、展示物にさらに

いくつかの構造部品を付加して、熱融着を基本とする技術で組立

て、もともとアルミ合金でできていたベース自動車のシャーシ全部

を熱可塑性CFRP使用の部材で置き換えた供試体を製作し、これに

対して力学的な評価試験を実施して、プロジェクト目標の達成を実

証する予定です。この受賞に驕ることなく、本格的な産学連携の模

範となる研究開発スタイルをいっそう加速し、有終の実を挙げて第

２フェーズへ進めるよう、さらに努力していく所存です。まずは、

PRESS eにご報告させていただきます。

名古屋大学　ナショナルコンポジットセンター 特任教授・総長補佐 　石川　隆司
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●テクノ・シンポジウム名大「マルチコプター 2.0時代へ『空の産業革命』を迎えて」を開催2

●第9回おもしろ科学教室を開催

理科工作「LED電子万華鏡」に取り組む参加者ら

1

　大学院工学研究科は、1月9日(月・祝)IB電子情報館において、「お

もしろ科学教室」を開催しました。この催しは、本学の地域貢献特別

支援事業の一環として、青少年の科学技術への理解増進を目的に、

他の教育研究機関や学会・協会等とも連携して開催しています。第9

回となる今回は、本学を含め、15の機関が協力して実施しました。

　最初に、株式会社デンソーの松ヶ谷和沖氏が「自動運転でクル

マをもっと安心・安全なのりものに」と題した講演を行い、交通事

故ゼロが目標であることや、自動運転を実現するうえでの技術課題

などを解説しました。小学校低学年の児童も多数聴講していまし

たが、質疑応答では活発に質問するなど、興味深く聞いている様子

でした。続いて日本弁理士会東海支部の電子紙芝居「『発明』、『特

許』ってなあに？ーパン職人レオ君ものがたりー」が上演され、発

明保護の重要さや弁理士の役割など分かり易く解説しました。これ

らの講演の前後には、各団体のブースを自由に見学することがで

き、参加者らはLED信号機やプラズマボールなど、様々な科学技術

に関する展示物に興味深そうに触れたり、実演に見入ったりしてい

ました。第2部ではLED電子万華鏡、風船ロケット、オリジナル魔鏡

など、理科の原理を応用した実験工作や、電波を使った鬼ごっこ

など、事前に申し込んだテーマに取り組みました。中には少し手

間取る児童もいましたが、最後には全員が工作品を完成させ、科

学の面白さを堪能した様子でした。

　大学院工学研究科は、2月20日（月）、野依記念学術交流館にお
いて、公益財団法人日比科学技術振興財団との共催で、テクノ・シ
ンポジウム名大「マルチコプター 2.0時代へ『空の産業革命』を迎
えて」を開催しました。
　はじめに、新美工学研究科長からあいさつがあり、その後、千葉
大学特別教授である野波健蔵株式会社自律制御システム研究所
代表取締役による講演がありました。講演では、ドローンの歴史と
現状、そして離島への物資輸送、農業への適用をはじめ、急速に拡
がるアプリケーションが持つ意味「空の産業革命」について詳しく

解説されました。
　次に、森浩一同研究科准教授から、マルチコプターを使った台
風観測への挑戦について、ならびに石田敦則三信建材工業株式
会社代表取締役から、非GPSドローンを使ったインフラ点検に関
する講演がありました。
　そして、大学院生が立ち上げたベンチャー企業である本郷飛行
機株式会社の金田賢哉代表取締役と此村領研究開発担当からは、
空飛ぶパソコンに匹敵する情報処理を可能とした自社機の紹介と
飛行デモがありました。また、有志団体CART！VATORの中村翼代
表は世界最小の空飛ぶクルマSkyDriveの開発と東京オリンピック
開催式での採用を目指したロードマップについて講演しました。
最後にパネルディスカッションを通じ、次の時代（2.0時代）にマル
チコプター・ドローンが切り開く技術、産業と社会について熱心な
議論を行いました。
　当初予定された豊田講堂前広場での飛行デモは雨天中止とな
りましたが、141名が参加し、大変盛会となりました。

本郷飛行機（金田氏〈写真右〉、此村氏〈写真左〉）による飛行デモ

工学研究科ニュース
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ポスターセッションの様子

●グローバルサイエンスキャンパス（第1回 名大MIRAI GSC）を開催

●第6回シンクロトロン光研究センターシンポジウムを開催3

4 

シンクロトロン光研究センターは、3月2日（木）、野依記念学術交

流館において、第６回シンクロトロン光研究センターシンポジウム

を開催しましたが、今年度は愛知県が国の地方創生加速化交付金

を受けて実施した、地域イノベーション創出支援事業費補助金によ

る名古屋大学ビームラインBL2S1の成果公開無償利用支援の報告

会も兼ねたため3月開催となりました。

シンポジウムは、國枝理事、新美工学研究科長のあいさつに始ま

り、「放射光科学の広がりと展望」と題して、学内をはじめとする産学

の研究者10名から、あいちシンクロトロン光センターの８本のビー

ムラインの利用事例を中心に、最新の研究成果と光源加速器の現

状や将来計画について講演が行われました。また、今回初の試みと

して、講演の間にポスターセッションも実施しました。１時間と短い

時間でしたが33件のポスター発表があり、各ビームラインの様々な

利用事例を広く紹介する機会となりました。

　同センターでは、あいちシンクロトロン光センターの各種ビーム

ラインの学内ユーザーの利用支援を行っています。利用のご相談

等は下記にお問い合わせ下さい。

　office@nusr.nagoya-u.ac.jp

海外研修の様子

　平成28年度 科学技術振興機構 次世代人材育成事業「グローバ

ルサイエンスキャンパス」が採択となり、第1回名大MIRAI GSCが

開催されました。これまでもSSHなど高校生の受け入れ事業はあり

ましたが、これらは高校主体で実施され本学はそれに協力するも

のでした。これに対して本事業は、名古屋大学主催となり、理学研

究科、生命農学研究科、医学系研究科そして工学研究科が実施主

体となりました。本事業は3つのステージからなり、高校２年生を

中心に約100名が参加しました。

　第１ステージは6月～7月の土曜日に講義形式の授業を3日にわ

たって行いました。レポートにより30組60名を選抜し、第2ステー

ジに進みました。

　第2ステージでは、各ペアが研究室に入り、5日間程度の実験を

実施し、8月10日に発表会を行いました。工学研究科からは化学・

生物工学専攻から10研究室が参加し、20名の高校生を受け入れま

した。英語の質疑応答を含めて、一組30分の発表により、全体で１

1組を選抜し、第3ステージに進みました。

　第3ステージは海外での研修を行いました。それに備えた「事前

研修」を10～2月の土曜日に行い、実践英語（プレゼン技法）の講習

や英語で研究発表・質疑応答する準備を行いました。海外研修は3

月9日～16日の旅程で、フライブルグ大学、ハイデルベルグ大学、ス

イス連邦工科大学チューリッヒ校などを中心に訪問し、研究発表

や大学見学などを行いました。

　本事業は、31年度まで毎年開催予定です。実施の詳細や生徒諸

君の感想は名大MIRAI　GSCホームページに掲載されていますの

で、ご覧ください。
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高活性“アート”反応剤が拓く選択的有機合成
　有機金属反応剤によるカルボニル及びイミノ化合物へのアルキル

付加反応は、医農薬品合成において有用なアルコールやアミンを得

る手法として重要です。しかし、有機金属反応剤は会合しやすいため、

反応性がしばしば低下し、複数の反応点を持つ基質への選択的な付

加反応を制御することは極めて困難です。そこで、有機金属反応剤の

単量化を促すと同時に反応剤自体を大幅に活性化する“アート錯体

化”技術に着目しました。アート錯体は、アニオンとカチオンが高度に

分極した高配位金属錯体の一形態です。高い求核性と高いLewis酸

性を併せ持つため、アルキル付加反応に最適と考えました(図1a)。特

に、安価で汎用性の高いGrignard反応剤と塩化亜鉛から簡便に調製

できる亜鉛アート錯体において、亜鉛上の配位子にトリメチルシリル

メチル基を導入してβ-ケイ素効果を発現させることで、亜鉛アート錯

体の反応性を飛躍的に向上できました(図1b~d)。

　例えば、α-イミノエステルは光学活性α-アミノ酸を効率的に合成

する上で大変有用な原料ですが、従来のアルキル化技術では位置選

択性の制御は困難でした。一方、亜鉛アート錯体を用いると、確実な

位置選択性 (経路a)と光学活性エステルに基づく完璧な立体選択性

で、目的の光学活性α-アミノ酸誘導体が収率よく得られました(図

2a)。本研究では、アルキン基質が異常に高い反応性を示したことの

発見がブレイクスルーとなりました。これまで合成が困難だった光学

活性第四級α-二置換アミノ酸が簡便に合成可能となり、人工アミノ

酸ライブラリーの構築法として期待されています。

　さらに、亜鉛アート錯体を用いる多重共役エステルへの位置選択

的アルキル付加反応にも成功しました。亜鉛アート錯体のタイト及び

ルーズイオンペア特性に合致したマロン酸由来の多重共役エステル

の分子設計を行うことで、狙った位置へそれぞれ選択的にアルキル

基を導入できました(図2b)。この共役分子構造における位置制御技

術は、視覚障害の治療効果があるレチナール誘導体の簡便かつ高効

率的合成法として期待できます。

　なお、本研究で用いた亜鉛アート錯体については一般試薬化が実

現しました。現在、東京化成工業及び和光純薬工業より数種類の亜鉛

アート錯体が『アルキルZ試薬』というシリーズ名で販売されていま

す。今後、亜鉛アート錯体を用いる反応開発が益々発展していくことを

期待しています。

Yamashita Kenji

山下  賢二 やました   けんじ 
化学・生物工学専攻  博士後期課程修了

1988年生まれ
2014年   3月　名古屋大学工学研究科　博士課程（前期課程）修了
2014年   4月　名古屋大学工学研究科　博士課程（後期課程）進学
2016年   4月　日本学術振興会　特別研究員（DC2）採用
2017年   3月　名古屋大学工学研究科　博士課程（後期課程）修了
2017年   6月　米国プリンストン大学化学科　博士研究員

FILE
No.43
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図1　亜鉛アート錯体 図2　亜鉛アート錯体を用いる高次選択的アルキル付加反応



PRESSe   No.41 |   9

Takahashi Kouta

髙橋  恒太 たかはし  こうた 
結晶材料工学専攻  博士後期課程2年

1992年生まれ
2016年3月　名古屋大学工学研究科　博士課程（前期課程）修了
2016年4月　名古屋大学工学研究科　博士課程（後期課程）進学
2016年4月　日本学術振興会　特別研究員（DC1）採用

次世代積層型集積回路に向けた不純物高活性化技術の開発

図1　水中パルスレーザアニール法の模式図

KrF excimer laser
(pulse duration: 55 ns)

lens

drain

supply

water

quartz window

moving stage
sample

図2　水中パルスレーザアニール法により形成した
　　   Sbドープ多結晶GeSn薄膜のSb3d3/2光電子スペクトル

　私たちの生活に欠かせないスマートフォンやコンピュータなどの情

報機器の進化は、半導体集積回路の基本素子であるMOS型電界効果

トランジスタ（MOSFET）の発展に支えられています。2000年代からは、

従来行われてきた素子寸法の微細化に加えて、MOSFETに新規材料や

新規構造を導入することで、半導体集積回路の性能向上を維持してき

ました。近年では、2次元的な集積化に留まらず、3次元的に半導体素

子を積み重ねた積層型集積回路が提案され、今後の性能向上を牽引

すると期待されています。

　積層型集積回路の製造においては、下層半導体素子への熱ダメー

ジを避けるために、低温プロセスによる上層素子形成が必須です。そ

こで、私が目指しているのが、低温プロセスに好適な多結晶GeSn薄膜

を用いた絶縁膜上高性能MOSFETの創成です。高い電流駆動力を有

するMOSFETの実現には、ソース・ドレイン領域の寄生抵抗低減のた

めの不純物高濃度ドーピング技術が求められます。私は、不純物偏析

の抑制が重要と考え、短時間での結晶形成が可能な水中パルスレー

ザアニール法による不純物活性化を研究しています（図1）。

　熱伝導シミュレーションにより、本手法はレーザ照射によって生じ

る高温領域を表面から数100 nmの範囲に限定できることを明らかに

しており、下層半導体素子へ熱ダメージを及ぼさないと考えられま

す。これまでに、高濃度にSbを導入したGeSn薄膜に対し本手法を適

応し、硬X線光電子分光法によるSb原子の化学結合状態評価を行っ

ています。Sb原子の活性化による高結合エネルギー側へのピークシ

フトを観測しており（図2）、活性化率は6割を超えていることがわかり

ました。これに起因して、従来のドーピング技術では困難であった非

常に高い電子濃度（～1020 cm-3）を有する多結晶GeSn膜の形成を達

成しました。この活性化手法は、他の不純物や半導体材料への適応も

期待でき、学会においても大きな注目を集めています。

　今後は、水中パルスレーザアニール法も用いた半導体デバイスの

作製を行い、動作実証および特性評価をする予定です。これからも

研究に邁進し、次世代半導体集積回路の発展に大きく貢献すること

を目指します。

FILE
No.44
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PRESSe 
トランスジェニック鳥類を用いた
有用タンパク質生産技術の開発

図2　糖鎖構造改変（ヒト型化）を目指したトランスジェニック技術の応用 
　　  卵白タンパク質では末端の糖鎖構造が不十分だが、トランスジェニック技術で糖転移酵素を
　　  導入することにより糖鎖構造のヒト型化を目指す

　近年の目覚ましいバイオ医薬品市場の拡大

により、治療用抗体をはじめとしたタンパク質

性医薬品の需要が増加しています。それに伴

い、有用タンパク質を安価に大量に生産でき

る技術の開発が必要とされています。現在は、

チャイニーズハムスター卵巣癌(CHO)細胞な

どの動物細胞を大型のタンクで培養し、有用

タンパク質を生産させる方法が主流ですが、

大規模な培養槽の建設、高価な培地の大量消

費などの点から、安価に生産できているとは

言い難い状況です。その解決策としてトランス

ジェニック（遺伝子導入）哺乳動物（ウシ、ヤギ

など）の乳汁中に有用タンパク質を生産させ

る研究が行われています。私たちの研究室で

は、大型哺乳動物と比べ飼育コストやスペー

スの面でメリットのあるニワトリに着目し、ト

ランスジェニックニワトリの卵中に有用タンパ

ク質を生産させる研究開発を行ってきました。

ニワトリではマウスに見られるようなES細

胞の利用が難しいため、トランスジェニック個

体の作製法が確立されているとは言えませ

ん。我々はこれまでに遺伝子治療などに用い

られるレトロウイルスをニワトリ受精卵に直

接導入する方法で、卵１個あたり0.2 gという

大量のモデル1本鎖抗体を生産するニワトリ

を作製しました（図１）。現在、この技術をもと

にトランスジェニックニワトリで生産するタン

パク質の高機能化・高品質化を目指し研究し

ています。

タンパク質は成熟し機能を発揮する過程

で、様々な修飾を受けることがわかっていま

す。糖鎖修飾はその一つでタンパク質を医薬

品として用いる場合に重要な要素となる血中

安定性などに関わっています。糖鎖修飾には

N-結合型とO-結合型の２種類あり、その構造

をヒトとニワトリで比較すると基本となる構造

は共通していますが、末端の構造に違いが見

られます。特に卵白タンパク質のN-結合型糖

鎖は末端のガラクトースとシアル酸が付加し

ておらず、トランスジェニックニワトリで医薬

品タンパク質を生産する際の障害となる可能

性があります。トランスジェニックニワトリの糖

鎖改変（ヒト型化）の第一歩として我々は、腎

性貧血の治療薬として使用される糖タンパク

質エリスロポエチン（EPO）とガラクトース転

移酵素を共導入したニワトリを作製し、卵中

に生産されるEPOにガラクトースを付加する

ことに成功しました。現在、ゲノム編集技術や

生殖細胞培養の技術を用い、糖鎖構造を完全

にヒト型化するための研究や、それらの制御

を卵白中だけで行うための組織特異的プロ

モーターによる遺伝子発現制御システムの開

発を行なっています（図２）。

　さらに細胞表面の糖鎖構造はウイルスの受

容体となり、ウイルス感染性に関わっていま

す。このことから糖鎖制御によるウイルス抵抗

性ニワトリの研究や、鶏卵を用いたインフル

エンザワクチンの生産効率化の研究への展開

もはかっています。

生命分子工学専攻　助教

金岡  英徳

URL：http://www.nubio.nagoya-u.ac.jp/nubio3/index.htm

ニワトリ胚への
遺伝子導入

人工孵化胚培養

図1　レトロウイルスベクターによるトランスジェニックニワトリの作製
　　  孵卵55時間胚にウイルスベクターを導入した後、人工孵化させることによりモザイク状に
　　  遺伝子が導入されたキメラニワトリを取得できる

N-アセチルグルコサミン 

高マンノース型 ハイブリッド型 複合型 

卵白タンパク質糖鎖 

ヒト血清
タンパク質 

: グルコース 
: マンノース 
:

: シアル酸 
: ガラクトース トランスジェニック技術による

糖鎖構造の改変 

ウイルス生産細胞
からのレトロウイルス
ベクター作製
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土木鋼構造物を疲労から守る
土木工学専攻　准教授

判治  剛

　疲労とは、材料に変動する外力が繰返し作用

することによって小さなき裂が発生し、その後の

さらなる繰返しにより徐々に成長して、最終的に

破断につながる現象です。土木鋼構造物の疲労

といえば、一般には、自動車などの外力が長期間

にわたって繰り返されることにより起きるものと

認識されていますが、実は地震時にも疲労は問

題になります。これは低サイクル疲労（または極

低サイクル疲労）と呼ばれ、部材が少ない回数の

繰返し変形を受けて破壊に至る現象です。実際

に、兵庫県南部地震や東北地方太平洋沖地震に

おいて、低サイクル疲労による損傷が報告されて

いますが、未解明な部分が多いのが現状です。

　本研究室では、舘石和雄教授、清水優助教と

ともに、自動車や列車、地震などの外力に対し

て鋼構造物の疲労破壊を防止するための研究

に取り組んでいます。本稿では、地震時の疲労

に関する研究を紹介します。

　鋼構造物の低サイクル疲労を考えるにあた

り、まず材料の低サイクル疲労強度を解明する

ことが必要不可欠です。そのためには、土木鋼

構造物において低サイクル疲労が問題となる

のは溶接継手部であること、地震時には10%を

超えるような大ひずみが生じること、を考慮した

実験が必要となります。しかし、従来の試験方法

では、座屈の発生により、大きなひずみ域での

実験が不可能であり、また溶接継手の実験も困

難でした。そこで、図1に示す試験システムを開

発しました。板に面外曲げを与えて大ひずみを

導入するため、溶接継手にも適用可能です。さ

らに、新たに開発した画像計測技術を用いたひ

ずみ計測手法を組み込むことで試験片のひず

みを制御しながらの試験が可能です。

　この試験システムを用いて溶接継手の低サ

イクル疲労試験を行い、図1に示す疲労強度曲

線を得ました。溶接継手では、溶接部周辺の狭

い範囲に、鋼素材部、溶接熱影響部（HAZ）、溶

接金属部が存在しますが、本試験により、それ

ぞれの疲労強度曲線を構築することができま

した。また、大ひずみ領域まで適用可能な強度

曲線であることも特徴の一つです。

　提案した強度曲線を構造物に適用するため

には、き裂発生位置である溶接部周辺の局所

的な領域に生じるひずみを求める必要があり

ます。そのためには、一般に10-2mmオーダー

の要素を用いた弾塑性有限要素解析が行わ

れます。一方、構造物の寸法は数mから数十m

オーダーです。このようにスケールの極端に異

なる両者を一度の解析で計算することは、計

算コスト等を考えると現実的ではありません。

そこで、局所領域のひずみを全体系の簡易な

解析の結果から推定する手法を考案し、この

推定法と提案した強度曲線を組み合わせ、実

部材の低サイクル疲労強度を簡易解析から予

測できるようにしました。図2には検証実験の

結果を示しています。鋼製橋脚基部からのき

裂を対象に、その疲労強度を予測したもので

す。グラフの縦軸は簡易な全体解析から求め

られるひずみです。さまざまな諸元を有する橋

脚に対して、本手法により疲労強度を安全側に

評価できることがわかります。

　ここで紹介した予測法などにより、疲労損傷

の発生を未然に防ぐことが重要ですが、万が

一、疲労損傷が生じたとしても、それを適切に

直す技術も不可欠です。本研究室では、土木鋼

構造物を疲労から守るために、予防から対策

まで幅広く技術開発に取り組んでいます。

URL：http://skyarch2.wixsite.com/nagoya-u

図2　検証実験の概要(左)と疲労強度の予測結果(右)

図1　開発した試験システム(左)と溶接継手の疲労強度曲線(右)
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受賞年月日 賞名等 所属 職名 氏名 連名者  所属・職名・氏名

教員　賞一覧（平成28年度後期　一部平成28年度前期） （平成28年度後期　一部平成28年度前期） 

平成28年10月11日 機器研究会　流体科学研究賞 航空宇宙工学専攻 教授

平成28年10月22日 日本機械学会 生産加工・工作機械部門　優秀講演論文表彰 機械理工学専攻 教授

平成28年10月22日 日本機械学会 生産加工・工作機械部門　優秀講演論文表彰 機械理工学専攻 准教授

平成28年11月10日 Asian ICMC Outstanding Poster Presentation Award エネルギー理工学専攻 助教

平成28年11月11日 土木学会平成28年度全国大会第71回年次学術講演会　優秀講演者 社会基盤工学専攻 准教授

平成28年11月11日 土木学会平成28年度全国大会第71回年次学術講演会　優秀講演者 社会基盤工学専攻 助教

平成28年11月28日 First Air Liquide Awards on Essential Small Molecules 2016 化学・生物工学専攻 教授

平成28年12月1日 日本粉体工業技術協会奨励賞　研究奨励賞 化学・生物工学専攻 准教授

平成28年10月6日
A02: Challenges in Advanced Analytical Tools and Techniques for 
Batteries: in Honor of Prof. Zempachi Ogumi　Best Oral Presentation Award

講師マテリアル理工学専攻

平成28年10月6日 講師マテリアル理工学専攻PRiME2016  BEST ORAL PRESENTATION AWARD

平成28年10月30日 教授化学・生物工学専攻Asian Core Program /Advanced Research  Network Lectureship Award

平成28年11月11日 准教授社会基盤工学専攻土木学会平成28年度全国大会第71回年次学術講演会　優秀講演者

平成28年11月11日 教授化学・生物工学専攻日本分析化学会電気泳動分析研究懇談会　寺部茂賞 

平成28年10月14日 助教社会基盤工学専攻日本材料学会　第16回コンクリート構造物の補修，補強，
アップグレードシンポジウム　優秀論文賞 

平成28年11月20日
The 17th International Machine Tool Engineers' Conference 
 Excellent Poster Award

機械理工学専攻 准教授
池田遼輔　M2　機械理工学専攻
社本英二　教授　機械理工学専攻

平成28年12月22日 Award for Encouragement of Research in the 26th Annual Meeting of MRS-J
プラズマナノ工学
研究センター

研究員

平成29年3月16日 日本鉄鋼協会   計測・制御・システム工学部会　計測・制御・システム研究賞 機械理工学専攻 准教授

平成29年3月17日 日本化学会 第66回進歩賞 化学・生物工学専攻 助教

平成29年3月17日 日本化学会 第66回進歩賞 化学・生物工学専攻 助教 UYANIK,Muhammet 

平成29年3月19日 日本物理学会 第22回論文賞 マテリアル理工学専攻 教授

平成29年3月25日 2016年度日本数学会応用数学研究奨励賞 計算理工学専攻 助教

平成29年3月26日 電気化学会学術賞 結晶材料工学専攻 教授

平成29年3月28日 第49回日本原子力学会賞 論文賞 マテリアル理工学専攻 教授

平成29年3月29日 MSB2017 Best Poster Award 化学・生物工学専攻 准教授

平成29年3月31日 FELLOW of THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 化学・生物工学専攻 教授

平成29年2月4日 IOP publishing Reviewer of the Year Awards 2016 結晶材料工学専攻 准教授

平成29年2月16日 有機合成化学協会　和光純薬工業研究企画賞 化学・生物工学専攻 助教

平成29年2月16日 有機合成化学協会　富士フイルム研究企画賞 化学・生物工学専攻 特任助教

平成29年3月15日 日本鉄鋼協会　学術功績賞 マテリアル理工学専攻 教授

平成29年3月15日 日本鉄鋼協会　研究奨励賞 マテリアル理工学専攻 准教授

平成29年3月2日 助教化学・生物工学専攻 平成28年度赤﨑賞

平成29年3月14日 助教機械理工学専攻日本機械学会東海支部賞　奨励賞

平成29年3月15日 教授マテリアル理工学専攻日本鉄鋼協会　澤村論文賞

平成29年3月16日 言語処理学会　2016年度論文賞 電子情報システム専攻 准教授
佐藤理史　教授　電子情報システム専攻
加納隼人　元M2　非在籍　電子情報システム専攻

平成29年3月15日 日本鉄鋼協会　澤村論文賞 マテリアル理工学専攻 准教授
小山敏幸　教授　マテリアル理工学
村田純教　教授　マテリアル理工学

平成29年3月14日 助教電子情報システム専攻応用物理学会　講演奨励賞 豊田浩孝　教授　電子情報システム専攻　他4名

平成28年9月29日 ICMAP The Best Poster Award 電子情報システム専攻 助教

佐宗　章弘

社本　英二

鈴木　教和

土屋　雄司

中井健太郎

趙　　容桓

松田亮太郎

山本　徹也

本山　宗主

本山　宗主

石原　一彰

中村　友昭

馬場　嘉信

三浦　泰人

鈴木　教和

堤　　隆嘉

浅井　　徹

廣戸　　聡

澤　　　博

宮武　勇登

鳥本　　司

山本　章夫

加地　範匡

上垣外正己

飯田　和昌

廣戸　　聡

堀部　貴大

村田　純教

塚田　祐貴

廣戸　　聡

秋山　靖博

村田　純教

松崎　拓也

塚田　祐貴

鈴木　陽香

鈴木　陽香 豊田浩孝　教授　電子情報システム専攻
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平成28年5月31日 日本地球惑星科学連合2016年大会　宇宙惑星科学セクション学生優秀発表賞 電子情報システム専攻 M2 徐　何秋岑

平成28年11月24日
2016年電気化学会北海道支部・東海支部合同シンポジウム
優秀ポスター発表賞

結晶材料工学専攻 M1 高瀬　　駿

平成28年11月15日 M1マテリアル理工学専攻 石黒　雄也日本金属学会東海支部・日本鉄鋼協会東海支部　
第26回学生による材料フォーラム　優秀賞

平成28年11月15日 M2化学・生物工学専攻 小枝  きらら第47回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 優秀賞 ウヤヌク ムハメット　助教　化学・生物工学科
石原一彰 教授　化学・生物工学専攻

平成28年11月10日 M2計算理工学専攻 今村　和弥ProvSec 2016　Best Student Paper Award 岩田哲　准教授　計算理工学専攻

吉田隆　教授　エネルギー理工学専攻

平成28年11月22日 結晶材料工学専攻第35回固体・表面光化学討論会 優秀ポスター賞 D3 杉岡　大輔

平成28年11月24日 M2マテリアル理工学専攻 米元　文洋2016年電気化学会北海道支部・東海支部合同シンポジウム
 優秀ポスター発表賞

平成28年9月2日 日本航空宇宙学会　優秀発表賞 航空宇宙工学専攻 M1 吉水　大介
青木勇磨　M2　 航空宇宙工学専攻
岩川　輝　講師　航空宇宙工学専攻
佐宗章弘　教授　航空宇宙工学専攻

平成28年9月3日 高分子学会　東海支部　東海高分子研究会　学生研究奨励賞 M1化学・生物工学専攻 林　　卓矢

平成28年9月5日 電気学会優秀論文発表賞 元D3エネルギー理工学専攻 三浦　　俊

平成28年9月7日 M1マテリアル理工学専攻 松尾　翔吾日本セラミックス協会第29回秋季シンポジウム特定セッション
「誘電材料の新展開」　優秀ポスター賞

平成28年9月12日 日本機械学会機素潤滑設計部門　第22回卒業研究コンテスト最優秀発表　 機械理工学専攻 M1 野田啓一郎

平成28年9月12日 日本機械学会機素潤滑設計部門　第22回卒業研究コンテスト優秀発表 機械理工学専攻 M1 亀田衣麻莉

平成28年9月16日 第65回高分子討論会　高分子学会優秀ポスター賞 物質制御工学専攻 M1 川端　　賢

平成28年10月5日 ICMU2016 Best Student Paper Award 計算理工学専攻 M2 嶋田　光佑 廣井慧　　特任助教　未来社会創造機構
河口信夫　教授　　　未来社会創造機構

平成28年10月7日 第51回地盤工学研究発表会　優秀論文発表者賞 社会基盤工学専攻 M1 鈴木　彩華

平成28年10月14日
The 13th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, 
Interfaces and Nanostructures(EPL)  Best Poster Award

マテリアル理工学専攻 D1 服部　綾実

平成28年10月14日 日本セラミックス協会第36回エレクトロセラミックス研究討論会　奨励賞 マテリアル理工学専攻 M1 松尾　翔吾

平成28年11月1日 The Best Article in Separation and Transport Phenomena Topic at 3rd International
 Seminar on Fundamental and Application of Chemical Engineering 化学・生物工学専攻 D2 チョー キムテット

ワーディオノ　技術補佐員
神田英輝　　 助教 化学・生物工学専攻
後藤元信　　 教授 化学・生物工学専攻

平成28年10月21日
20th International Symposium on Advanced Display Materials
and Devices(ADMD2016)  Poster Award

物質制御工学専攻 M1 大塚　祐実

平成28年10月28日
名古屋大学大学院工学研究科応用化学分野関連講座同窓会
応化会　博士学術賞

化学・生物工学専攻 D3 淺井　裕介

平成28年10月21日 M2物質制御工学専攻 野田玲央奈20th International Symposium on Advanced Display Materials 
and Devices(ADMD2016)  Poster Award

平成28年10月9日 M2機械理工学専攻 花田　萌美日本機械学会　第25回設計工学・システム部門講演会　優秀講演表彰
飯盛浩司　助教　　機械理工学専攻
高橋徹　　准教授　機械理工学専攻
松本敏郎　教授　　機械理工学専攻

平成28年10月29日 M1マテリアル理工学専攻 平山　貴也第64回レオロジー討論会　優秀ポスター発表賞 山本哲也　助教　ナショナルコンポジットセンター
増渕雄一　教授　ナショナルコンポジットセンター

平成28年9月12日 M1機械理工学専攻 根本　公紀日本機械学会機素潤滑設計部門　第22回卒業研究コンテスト最優秀発表

平成28年10月19日 M1電子情報システム専攻 小林　敦希The IEEE 2016 Biomedical Circuits and Systems Conference
Best Paper Award

池田景　　M1　 電子情報システム専攻
中里和郎　教授　電子情報システム専攻
新津葵一　講師　電子情報システム専攻

平成28年11月26日 PhoSM2016　 Poster Award 物質制御工学専攻 M2 野田玲央奈 

受賞年月日 賞名等 所属 職名 氏名 連名者  所属・職名・氏名

学生　賞一覧 （平成28年度後期　一部平成28年度前期） 
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平成28年11月26日 PhoSM2016　 Poster Award 物質制御工学専攻 M1 永井　美帆

平成28年11月26日 第五十三回日本航空宇宙学会中部・関西支部合同秋期大会　最優秀学生賞 航空宇宙工学専攻 M1 竹並　浩輝

M1 西田　竹徳日本化学会秋季事業－第6回ＣＳＪ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞平成28年12月8日 化学・生物工学専攻

平成28年11月26日 第五十三回日本航空宇宙学会中部・関西支部合同秋期大会　中部支部学生賞 航空宇宙工学専攻 M1 富岡　拓也

平成28年11月30日 NOLTA2016 Student Paper Award 電子情報システム専攻 M1 中島　康雄

平成28年12月1日 第21回映像メディア処理シンポジウム　学生論文賞 電子情報システム専攻 M1 小林　優斗

平成28年12月1日
第31回画像符号化シンポジウム・第21回映像メディア処理シンポジウム
ベストポスター賞

電子情報システム専攻 M1 植本　悠介

平成28年11月30日 MHS2016  Best Paper Award
マイクロ・ナノシステム
工学専攻

M2 笠井　宥佑
佐久間臣耶　助教　　　マイクロ・ナノシステム工学専攻
早川健　　　特任助教　未来社会創造機構
新井史人　　教授　　　未来社会創造機構

D3
マイクロ・ナノシステム
工学専攻

Hairulazwan
Hashim

平成28年11月30日 MHS2016  Best Poster Award
丸山央峰　准教授　　　マイクロ・ナノシステム工学専攻
益田泰輔　特任准教授　マイクロ・ナノシステム工学専攻
新井史人　教授　　　 未来社会創造機構

平成28年12月5日 高分子学会東海支部　東海高分子優秀学生発表賞 化学・生物工学専攻 M2 山田恭太郎

平成28年12月1日 D1電子情報システム専攻 藤田　　秀第31回画像符号化シンポジウム・第21回映像メディア処理シンポジウム
ベストポスター賞

平成28年12月1日 分子シミュレーション研究会　学生優秀発表賞 化学・生物工学専攻 M2 宮﨑　裕介 篠田渉　准教授　化学・生物工学専攻
岡﨑進　教授　　化学・生物工学専攻

日本中性子科学会第16回年会　ポスター賞平成28年12月2日 マテリアル理工学専攻 M2 猿渡　康治

平成28年12月2日 プラズマ・核融合学会賞　若手学会発表賞 エネルギー理工学専攻 M2 皇甫　度均
梶田信　　准教授　未来材料・システム研究所
河口翔太　M1　　　エネルギー理工学専攻
大野哲靖　教授　　エネルギー理工学専攻

平成28年12月1日 M2電子情報システム専攻 竹生　大輝地球電磁気・地球惑星圏学会　学生発表賞（オーロラメダル）

平成28年12月5日 M2化学・生物工学専攻 石橋　遼真高分子学会　東海高分子優秀学生発表賞

平成28年12月1日 電子情報システム専攻 美川　　翔M1第31回画像符号化シンポジウム・第21回映像メディア処理シンポジウム
ベストポスター賞 

電子情報システム専攻 D1 小倉　貴志平成28年12月1日 電子情報通信学会　高信頼制御通信研究専門委員会　ベストポスター賞

平成28年12月7日
The 10th Asian Meeting on Electroceramics-2016 (AMEC-2016)
3rd PLACE POSTER AWARD

マテリアル理工学専攻 M2 海老原洋平

平成28年12月5日 D1物質制御工学専攻 石立　涼馬高分子学会　東海高分子優秀学生発表賞

高分子学会東海支部　東海高分子優秀学生発表賞平成28年12月5日 M2化学・生物工学専攻 高桑　麻衣

平成28年12月6日 M1化学・生物工学専攻 大島　正己触媒学会日本支部　第26回キャラクタリゼーション講習会　優秀研究賞

平成28年12月7日 M1計算理工学専攻 浦野　健太HCGシンポジウム2016 オーガナイズドセッション賞 廣井慧　　特任助教　未来社会創造機構
河口信夫　教授　　　未来社会創造機構

平成28年12月8日 HCGシンポジウム2016 学生優秀インタラクティブ発表賞 計算理工学専攻 M1 浦野　健太 廣井慧　　特任助教　未来社会創造機構
河口信夫　教授　　　未来社会創造機構

平成28年12月5日 高分子学会　東海高分子優秀学生発表賞 化学・生物工学専攻 M2 石川　智大

M1化学・生物工学専攻 起　　貞吾平成28年12月8日 日本化学会秋季事業－第6回ＣＳＪ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞

学生　賞一覧 （平成28年度後期　一部平成28年度前期） 

受賞年月日 賞名等 所属 職名 氏名 連名者  所属・職名・氏名

工学研究科データボックス



D2 矢崎　啓寿 日本化学会秋季事業－第6回ＣＳＪ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞平成28年12月8日 化学・生物工学専攻 

M2 永田　裕也第43回有機典型元素化学討論会　優秀ポスター賞平成28年12月10日 化学・生物工学専攻

M1 野田啓一郎日本トライボロジー学会　第7回トライボロジー秋の学校　優秀ポスター賞平成28年12月9日 機械理工学専攻

M1 赤堀　周平第43回有機典型元素化学討論会　優秀講演賞平成28年12月10日 化学・生物工学専攻

M1 松尾　翔吾2016年度日本原子力学会中部支部　奨励賞平成28年12月15日 マテリアル理工学専攻 

D1 大森　裕土第43回有機典型元素化学討論会　優秀ポスター賞平成28年12月10日 化学・生物工学専攻

B4 岡本　一輝2016年度日本原子力学会中部支部　奨励賞平成28年12月15日 物理工学科 

M1 北村　一晟IPC 2016　YOUNG SCIENTIST POSTER AWARD平成28年12月16日 物質制御工学専攻

元M2 茗荷　将浩土木学会　第6回FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム　優秀講演者平成28年12月16日 社会基盤工学専攻

M1 川端　　賢IPC 2016　YOUNG SCIENTIST POSTER AWARD平成28年12月16日 物質制御工学専攻

M2 池田　遼輔 鈴木教和　准教授　機械理工学専攻
社本英二　教授　　機械理工学専攻計測自動制御学会　SI2016優秀講演賞平成28年12月18日 機械理工学専攻

M1 西田　竹徳IPC 2016　YOUNG SCIENTIST POSTER AWARD平成28年12月16日 化学・生物工学専攻

M1 北村　一晟日本化学会秋季事業－第6回ＣＳＪ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞平成28年12月8日 物質制御工学専攻

M2 宇留嶋彬央日本化学会秋季事業－第6回ＣＳＪ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞平成28年12月8日 物質制御工学専攻

M2 加藤　祐介応用物理学会　支部学術講演会発表奨励賞平成29年1月7日 量子工学専攻

M2 仲井　　崇日本化学会秋季事業－第6回ＣＳＪ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞平成28年12月8日 物質制御工学専攻

M1 山本　泰史応用物理学会　支部学術講演会発表奨励賞平成29年1月7日 量子工学専攻

M1 大岡　知樹映像情報メディア学会　学生優秀発表賞平成28年12月21日 電子情報システム専攻

M2 森　　貴裕 第6回CSJ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞平成28年12月15日 化学・生物工学専攻

M1 小林　　裕日本化学会秋季事業－第6回ＣＳＪ化学フェスタ2016　優秀ポスター発表賞平成28年12月8日 結晶材料工学専攻

M1 伊藤　公一応用物理学会　支部学術講演会発表奨励賞平成29年1月7日 量子工学専攻

M2 望月　拓哉ITbM/IGER Chemistry Workshop 2016　Best Discussion Award平成28年12月19日 化学・生物工学専攻　

M2 中村　伊吹応用物理学会東海支部学術講演会発表奨励賞平成29年1月7日 結晶材料工学専攻

M2 秋山　直輝
電子情報通信学会・電子デバイス研究専門委員会
平成28年電子デバイス研究会論文発表奨励賞

平成29年1月8日 電子情報システム専攻

D3 山下　賢二 波多野学　准教授　化学・生物工学専攻
石原一彰　教授　　化学・生物工学専攻IGER Annual meeting 2016  Annual Reserch Award平成29年1月13日 化学・生物工学専攻

D3 岡本　　遼 波多野学　准教授　化学・生物工学専攻
石原一彰　教授　　化学・生物工学専攻IGER Annual meeting 2016  Poster Award平成29年1月13日 化学・生物工学専攻

平成29年1月17日 高分子学会第28回高分子ゲル研究討論会　優秀演題賞 物質制御工学専攻 M2 城地　悠仁

平成29年1月18日 応用物理学会　プラズマプロセシング研究会講演奨励賞 電子情報システム専攻 M2 古田　　凌

平成29年1月20日 IEEE Nagoya Section  Student Paper Award 電子情報システム専攻 M2 鈴木　貴博

平成29年1月20日 電気学会優秀論文発表賞 電子情報システム専攻 M1 Bae Hansin 豊田浩孝　教授　電子情報システム専攻
鈴木陽香　助教　電子情報システム専攻　他3名

平成29年1月13日 IGER Annual meeting 2016　Poster Award 化学・生物工学専攻 D3 後藤　優太 波多野学　准教授　化学・生物工学専攻
石原一彰　教授　　化学・生物工学専攻

受賞年月日 賞名等 所属 職名 氏名 連名者  所属・職名・氏名

学生　賞一覧 （平成28年度後期　一部平成28年度前期） 
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平成29年1月20日 電気学会優秀論文発表賞 電子情報システム専攻 M1 杉野　一樹

平成29年1月20日 平成28年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 
IEEE Nagoya Section Student Paper Award 電気電子・情報工学科 B4 岩倉　亮介

平成29年3月16日 情報処理学会第79回全国大会 学生奨励賞 計算理工学専攻 M1 宅和　晃志

平成29年1月21日 服部賞 量子工学専攻 D2 グェンチュンスァン

平成29年1月21日 安田賞 結晶材料工学専攻 D1 髙橋　恒太

平成29年1月25日 IEEE Nagoya Section  Excellent Student Award 電子情報システム専攻 M2 鈴木　貴博

平成29年2月19日 日本知能情報ファジィ学会東海支部第42回東海ファジィ研究会　優秀発表賞 電気電子・情報工学科 B4 谷嵜　悠平

平成29年3月3日 電子情報通信学会東海支部　平成28年度卒業研究発表会口頭発表部門
優秀卒業研究発表賞 電気電子・情報工学科 B4 前島　悠人

平成29年3月3日 電子情報通信学会東海支部　平成28年度卒業研究発表会ポスター発表部門
最優秀卒業研究発表賞 電気電子・情報工学科 B4 丸山　功貴

平成29年2月4日 第18回東海3大学通信系研究室合同修士論文発表会　優秀発表賞 電子情報システム専攻 M2 佐藤　　翔

平成29年3月7日 自動車技術会　大学院研究奨励賞 機械理工学専攻 M2 内田　祐一

平成29年3月13日 精密工学会　第24回学生会員卒業研究発表講演会　優秀講演賞 機械・航空工学科 B4 森田　知樹

平成29年3月7日 自動車技術会　大学院研究奨励賞 物質制御工学専攻 M2 山下　大樹

平成29年3月16日 電気学会優秀論文発表賞 電子情報システム専攻 M2 石田　一樹

平成29年3月15日 自動車用内燃機関技術研究組合　2016年度 AICE Award  優秀研究発表賞 物質制御工学専攻 M2 山下　大樹

平成29年3月27日 計測自動制御学会中部支部　第48期支部賞学業優秀賞 機械・航空工学科 B4 佐々木康雄

平成29年3月27日 日本化学会東海支部長賞 化学・生物工学科 B4 西村　和揮

平成29年3月27日 日本化学会東海支部長賞 化学・生物工学科 B4 田中　良樹

平成29年3月27日 日本化学会東海支部長賞 結晶材料工学専攻 M2 福田　雅大

平成29年3月30日 日本化学会第97春季年会学生講演賞（CSJ Student Presentation Award 2017） 化学・生物工学専攻 D3 山下　賢二

平成29年3月30日 日本化学会第97春季年会学生講演賞（CSJ Student Presentation Award 2017） 化学・生物工学専攻 D1 阪本　竜浩

平成29年3月30日 日本化学会第97春季年会学生講演賞（CSJ Student Presentation Award 2017） 物質制御工学専攻 D1 石立　涼馬

平成29年3月14日 精密工学会沼田記念論文賞 機械理工学専攻 D3 齊藤　寛史 鄭弘鎭　　M2　 機械理工学専攻
社本英二　教授　機械理工学専攻

平成29年3月6日 HSS-DC2017 HSS Design Award 審査員特別賞 （日本知能情報ファジイ学会
第4回人間共生システムデザインコンテスト　審査員特別賞） 電気電子・情報工学科 B4 谷嵜　悠平

ジメネス・フェリックス　助教　　計算理工学専攻
吉川大弘 准教授　計算理工学専攻
古橋武 教授　　計算理工学専攻

平成29年2月8日
Best Student Paper Award of International Conference on Intelligent 
Automation and Robotics 2016

電子情報システム専攻 M2 Sebastian Khoete

真鍋勇介　寄附研究部門助教　未来材料・システム研究所
栗本宗明　助教 電子情報システム専攻
舟橋俊久　寄附研究部門教員　未来材料・システム研究所
加藤丈佳　教授 未来材料・システム研究所

平成29年1月31日 電気学会平成28年電子・情報・システム部門　技術委員会奨励賞 電子情報システム専攻 D3 森田　　圭

真鍋勇介　寄附研究部門助教　未来材料・システム研究所
加藤丈佳　教授  　　　　　　未来材料・システム研究所
舟橋俊久　寄附研究部門教員　未来材料・システム研究所
鈴置保雄　名誉教授

平成29年3月14日 精密工学会沼田記念論文賞 機械理工学専攻 D3 齊藤　寛史 鄭弘鎭　　M2　 機械理工学専攻
社本英二　教授　機械理工学専攻

学生　賞一覧 （平成28年度後期　一部平成28年度前期） 

受賞年月日 賞名等 所属 職名 氏名 連名者  所属・職名・氏名

工学研究科データボックス
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インターネットバンキングによる方法

クレジットカードによる方法

銀行・郵便局で振込用紙による方法
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　「名古屋大学基金」は、創基150周年を目指して更に充実
すべく、卒業生、企業・団体、個人の皆様にご協力をお願いし
ておりますが、「名古屋大学基金」は、いただいた寄附金を基
金として積立て、その運用益で各種の事業を展開するもので
あり、昨今の厳しい経済状況及び金利の中、十分な運用益を

上げることが厳しい状況となっております。
　そのため「名古屋大学基金」は、寄附金の運用益による事
業とは別に、寄附金の一部を直接支出できる「特定基金」を
設け、学生育英等の部局事業に活用することとなりました。

基金へのお申込みは、多様な形態をご用意しております。いずれの場合も「特定基金 工学部・工学研究科支援事業」をご指定願います。

寄付金には、税法上の優遇措置があります。

TEL 052-789-3404 　E-mail：kou-kikin@adm.nagoya-u.ac.jp

ご寄附いただいた特定基金は、その一部を名古屋大学基金として運営しますが、工学部・工学研究科が行う次の事業に活用させていた
だき、人材育成の一層の充実を図ります。なお、ご寄附いただく個人、法人、団体等が使途を希望される場合は、そのご意向に沿って有効
に活用させていただきます。

日本の将来を担う優秀な学生(特に大学院博士課程学生)への奨学

金制度を創設し、学生が思う存分学業に専念できるよう、経済的な支

援を行います。

共同研究奨励制度(仮称)を創設し、国際的に幅広く活躍できる若手研

究者の育成や萌芽的研究を含む分野横断型研究への支援を行います。

また、学生のインターンシップや海外派遣経費等の支援を行います。 

ご寄附をいただいた方には、名古屋大学基金の特典のほか、工学部・工学研究科の特典をご用意しております。

名古屋大学特定基金工学部・工学研究科支援基金
：NUDF-e ご支援のお願い

学生育英事業 教育・研究事業

1

2

3

4

5

事業の内容

ご協力をお願いしたい金額

お申込み方法

税法上の優遇措置

特典

※ 本基金の趣旨をご理解いただき、複数口のご協力をお願いいたします。
※ 分割納付によるご寄附も可能です。
※ 毎年入学する学生や継続した研究のため、なにとぞ継続したご寄附をお願いいたします。
なお、土地の寄附、建物建築による寄附、遺贈による寄附など多様な寄附形態も受け付けさせていただきます。

１口 10,000 円

Eメール（kikin@adm.nagoya-u.ac.jp）で基金事務局までご連絡ください。
折り返し、お振込み先等のご案内をメールにてお知らせします。

名古屋大学工学部・工学研究科事務部総務課（工学基金事務局）
〒464-8603 名古屋市千種区不老町

ご利用いただけるカードは、VISA，MasterCard 等です。
名古屋大学基金のＨＰ（http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/）からお申込みください。
使途・目的を、「工学部・工学研究科支援事業」としてください。

基金事務局まで電話（052-789-2011、4993）又はＥメール（kikin@adm.nagoya-u.ac.jp）
でご連絡ください。専用の振込用紙を送付させていただきます。
ご連絡は、下記の工学部・工学研究科事務部総務課（工学基金事務局）でも結構です。

お問い合わせ先

名古屋大学基金  → http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/
工学部・工学研究科 → http://www.engg.nagoya-u.ac.jp
ご覧いただき、ご不明な点がありましたらお問合せください。

詳しくはこちらから
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工学研究科のHOTな話題をお届けします

No.35 June 2014

特集｜工学研究コミュニケーションデザイン室の開設

　　　～大学が果たすべきパブリック・リレーションの半歩先を試行する～

工学研究科長の挨拶 : 松下　裕秀 / 新副研究科長の挨拶 : 佐宗　章弘 / 工学研究科ニュース 

/ 未来の研究者 FILE031: 塚田　千恵 / 未来の研究者 FILE032: 堤嶋　佳生 / 研究紹介 「トポ

ロジカル物質の新展開 ―トポロジカル絶縁体が拓く新しい物性の世界 ―」 : 田仲　由喜夫

（工学研究科　マテリアル理工学専攻　教授） / 研究紹介 「人工核酸導入による機能性核酸

の高性能化」 : 神谷　由起子 （エコトピア科学研究所　グリーンコンバージョン部門　講

師） / 工学研究科データボックス

No.39 June 2016

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE033: 久志本　真希 / 未来の研究者 FILE034: 柴山

茂久 / 研究紹介 「極超音速燃焼（デトネーション）によって航空宇宙用エンジンを革新す

る」 : 笠原   次郎（航空宇宙工学専攻　教授） / 研究紹介 「超高感度マイクロ磁気センサの開

発とその応用」: 内山　剛 （電子情報システム専攻　准教授） / 工学研究科データボックス / 

社会連携便り

● ナショナルコンポジットセンターでのプロジェクトの現況と産学連携
● あいちシンクロトロン光センターを活用した最先端科学研究と産学連携
● 上流技術から下流技術まで。総合的なモビリティ研究を担う「グリーンモビリティ連携研究センター」
● 地域社会に開かれた減災研究の場　減災連携研究センター

1

2

3

4

特集 1｜天野浩教授直筆・同研究室本田善央准教授協力執筆

　　　　ノーベル物理学賞受賞から帰国までの軌跡

特集 2｜産学連携拠点として次代を担う工学研究科関連センター

No.36 December 2014

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE035: ジメネス  フェリックス / 未来の研究者 

FILE036: 鶴田   彰宏 / 研究紹介 「転がり案内の剛性・減衰の発生メカニズムの解明― 機械

システム設計の高度化を目指して ― 」 : 田中　智久（マイクロ・ナノシステム工学専攻　准

教授） / 研究紹介 「建築デザインの実践と理論」: 堀田   典裕 （社会基盤工学専攻　助教） / 工

学研究科データボックス / 社会連携便り

特集 1｜世界を照らす青色LED

特集 2｜航空学科創立75周年記念事業を実施

No.37 June 2015

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE041: 伊藤　覚 / 未来の研究者 FILE042: 上田　恒 

/ 研究紹介 「弱い力を協奏的に使ってナノ材料をつくる」 : 鳴瀧　彩絵 （結晶材料工学専攻

　准教授） / 研究紹介 「無機結晶中で現れる「量体化」を制御し機能を生み出す」 : 片山　尚

幸（マテリアル理工学専攻　准教授） / 工学研究科データボックス

特集 1｜テクノ・フェア名大2016を開催

特集 2｜未来エレクトロニクス集積研究センターの紹介

特集 3｜学術研究・産学官連携推進本部

                  ―  「お付き合い」の産学連携から「本格的な産学共同研究」へ―

No.40 December 2016

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE037: 田口　勝久 / 未来の研究者 FILE038: 溝口　  

裕太 / 研究紹介 「白と黒の物質から鮮やかな色を示す材料を作る」 : 竹岡　敬和 （物質制御

工学専攻　准教授） / 研究紹介 「微細気泡を活用して資源回収・環境浄化する新技術の開発

」 : 安田   啓司 （化学・生物工学専攻　准教授） / 工学研究科データボックス

特集 1｜テクノフェア2015 「－名大発・技術移転の萌芽－」が開催される

特集 2｜未来社会創造機構  －名古屋大学における今後の産学官連携－

特集 3｜「2015工学部オープンキャンパス」が開催される

No.38 December 2015

● 附属プラズマナノ工学研究センター
　 ― 社会イノベーションを目指した先端プラズマナノ科学 ―
● 附属材料バックキャストテクノロジー研究センター
● 附属計算科学連携教育研究センターの紹介
● 附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センターと共用設備群の紹介　　

1

2

3

4

特集 2｜

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE039:市原   大輔 / 未来の研究者 FILE040: 杉浦   

広峻 / 研究紹介 「生活支援ロボット分野の安全研究」 : 山田   陽滋 （機械理工学専攻　教授） 

/ 研究紹介 「6億分の1の希少細胞を分取する」 : 益田   泰輔 （マイクロ・ナノシステム工学専

攻　特任准教授） / 工学研究科データボックス

特集 1｜予防早期医療創成センターの新設

　　　　－多分野産学官連携による「健康寿命の延伸」への貢献を目指して－
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No.27 June 2010

特集 1  |   名古屋大学（東山）総合研究棟（工学系）の建設

新工学研究科長の挨拶 : 鈴置　保雄 / 新副研究科長の挨拶 : 西山　久雄 / 工学研究科ニュー

ス / 未来の研究者 FILE015 : 井関　紗千子 / 未来の研究者 FILE016 : 原　光生 / 研究紹介  革

新ナノバイオデバイスの創成と次世代医療への展開 : 馬場　嘉信 （化学・生物工学専攻　教

授） / 研究紹介  未来機械のための超高機能性表面の創成と評価－超低摩擦表面、低付着表

面の創成－ : 梅原　徳次（機械理工学専攻　教授） / 工学研究科データボックス

No.26 December 2009

特集 1  |   テクノ・フェア名大2009を開催

特集 2  |   新組織紹介

　　　　 マイクロ・ナノメカトロニクス研究センターを設置

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE013 : 小林　健太郎 / 未来の研究者 FILE014 : 雨

川　洋章 / 研究紹介  ソリューションプラズマ材料科学の創成 : 高井　治（マテリアル理工

学専攻　准教授） / 研究紹介  金型材料の超精密・微細加工を実現する楕円振動切削加工法

の開発 : 社本　英二（機械理工学専攻　教授）・鈴木　教和（機械理工学専攻　講師） / 工学

研究科データボックス 

No.25 June 2009

特集 1  |   新組織紹介「複合材工学研究センター」を設置

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE011 : 安井　隆雄 / 未来の研究者 FILE012 : 高　美英 

/ 研究紹介  次世代原子炉炉心シミュレーション手法の研究 ： 山本　章夫（マテリアル理工学

専攻　准教授） / 研究紹介  無線LANを用いた位置依存情報の活用基盤 : 河口　信夫（計算理

工学専攻　教授） / 工学研究科データボックス 
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編集後記

　本年4月より、工学部・工学研究科が改組されました。本号の特集1では、改組の概略を紹

介しております。

　特集2では、先進モビリティ学プログラムについて、特集3では航空実践教育について、紹

介しております。工学教育がより実践的な教育へと向かっていることがおわかり頂ければと

思います。このほか、本ナンバーでは研究科ニュースとして、昨年度下半期に開催

　された行事を取り上げております。 社会連携委員会では、工学研究科の対外的な産学官

連携活動を一層円滑に、そして戦略的に進めるとともに、研究・教育活動状況を社会に向け

てタイムリーに発信していきます。

No.41 2017年6月発行

平成29年度　社会連携委員長　 中野　正樹

（総務課総務係）

（総務課総務係）
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No.24 November 2008

特集 1  |   テクノ・フェア名大2008を開催

特集 2  |   平成20年度グローバルCOEプログラムに

　　　　 「マイクロ・ナノメカトロニクス研究教育拠点」が採択される

特集 3  |   新組織紹介  2つの新センターを設置

　　　　 材料バックキャストテクノロジー研究センター

　　　　 計算科学連携教育研究センター

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE009 : 鈴木　博貴 / 未来の研究者 FILE010 : 小林

　晋三 / 研究紹介  ソリューションプラズマ材料科学の創成 : 高井　治（マテリアル理工学

専攻　准教授） / 研究紹介  量子線照射を利用した新規固体機能・化学反応プロセスの開

発 : 吉田　朋子（マテリアル理工学専攻　准教授） / 研究紹介  「伊勢湾流域圏の自然共生型

環境管理技術開発」研究の進捗 : 辻本　哲郎（社会基盤工学専攻　教授） / 工学研究科デー

タボックス 

No.20 October 2006

   
特集 1  |   平成18年度科学技術振興調整費新規課題に工学研究科から４件採択される

特集 2  |   テクノ・フェア名大2006 実施要項決まる

　　　　 今年は10月27日（金）に開催

特集 3  |   赤﨑記念研究館が竣工

　　　　 赤﨑 勇 特別教授の業績を顕彰して

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE003 : 成田　哲生 / 研究紹介  異種スマート環境

間をセキュアに動的接続・構成する基盤技術 : 河口　信夫（電子情報システム専攻　助教

授） / 研究紹介  金属沿面伝搬マイクロ波を利用した細穴内面プラズマコーティング手法

の開発 : 上坂　裕之（機械理工学専攻　講師）・飯田　斉（機械理工学専攻　研究生） / 工学

研究科データボックス 

No.19 May 2006

特集 1  |   研究インターンシップ

　　　　 東芝に続き、新たにNTT、デンソー、新日鐵とも実施

特集 2  |   名古屋大学工学研究科の組織整備  

　　　　 エコトピア科学研究所との協力による教育・研究体制の強化

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE002 : 野呂　篤史 / 研究紹介  一酸化窒素濃度分

布のレーザー計測～燃焼装置の設置・実時間計測の新しいツール : 吉川　典彦（マイクロ・

ナノシステム工学専攻　教授）・ 斎藤　寛泰（マイクロ・ナノシステム工学専攻　助手）/ 研

究紹介  ナノデバイスを用いたTHzエレクトロニクスへの挑戦 : 前澤　宏一（量子工学専攻

　助教授） / 工学研究科データボックス 

No.23 May 2008

 特集 1  |   第2回シンポジウム

　　　     「分析・診断医工学による予防早期医療の創造」を開催

工学研究科長の挨拶 : 小野木　克明 / 新副研究科長の挨拶 : 山根　義宏 / 工学研究科ニュー

ス / 未来の研究者 FILE007 : 石井　紀代 / 未来の研究者 FILE008 : 岡田　佳憲 / 研究紹介 シ

リコンナノエレクトロニクスの新展開 ： 財満　鎭明（結晶材料工学専攻　教授） / 研究紹介  

2足 － 4足歩行可能な環境適応型ロボットの研究 : 福田　敏男 （マイクロ・ナノシステム工

学専攻　教授） / 工学研究科データボックス

No.22 November 2007

特集 1  |   テクノ・フェア名大2007が開催される

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE005 : 中村　友昭 / 未来の研究者 FILE006 : 岡田

　ゆりえ / 研究紹介  有機反応を自在に操るための、酸・塩基複合化学を基盤とする触媒

設計戦略～第3級アルコールの選択的合成を目指して～ ： 石原　一彰（化学・生物工学専

攻　教授）・波多野　学（化学・生物工学専攻　講師） / 研究紹介  レーザーエネルギーと非

定常な流れの性質を利用した航空宇宙推進法の開発 : 佐宗　章弘 （航空宇宙工学専攻　

教授）・酒井　武治（航空宇宙工学専攻　講師）・松田　淳（航空宇宙工学専攻　講師） / 工

学研究科データボックス 

No.21 May 2007

特集 1  |   新組織紹介 プラズマナノ工学研究センター

 　　　　国内初の低温プラズマのセンターがめざす世界的拠点

　　　　 テクノ・シンポジウム名大

 　　　　プラズマナノ工学研究センター設立シンポジウムを開催

特集 2  |   新組織紹介 小型シンクロトロン光研究センター

　　　　 小型シンクロトロン光研究センターの設置

特集 3  |   赤﨑記念研究館竣工式典・祝賀会が挙行される

工学研究科ニュース / 未来の研究者 FILE004 : 中尾　茂樹 / 研究紹介  ナノブロックイン

テグレーションによる層状酸化物熱電材料の創製 ： 河本　邦仁（化学・生物工学専攻　

教授）・太田　裕道（化学・生物工学専攻　准教授） / 研究紹介  中性子捕獲ガンマ線分析に

よる先進対人地雷探知技術の開発 : 井口　哲夫 （量子工学専攻　教授）/ 工学研究科デー

タボックス 
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