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2021年 松尾総長年頭あいさつ

総長あいさつ

新年あけましておめでとうございます。年の初めにあ
たり、皆様に私からのメッセージを届けたいと思いま
す。

昨年はまさにコロナで始まり、コロナで終わった一年
でした。新型コロナウイルス感染症パンデミックの猛威
は私たちの活動のあらゆる領域で甚大な影響を及ぼしま
した。わずか数か月や半年で人類社会の様相が一変した
のですから、そのインパクトは計り知れないものがあり
ます。また、地球温暖化の影響で自然災害が猛威を振る
い、世界中で数えきれないほどの人々が苦しんでいま
す。人類が大きな課題に直面した時には必ず、分断や格
差の拡大が起こります。世界中で見られる光景は、その
深刻さを示すものでしょう。まさに地球規模で深刻な課
題が山積しています。しかし一方で、我々人類は困難な
課題を解決するために多様な人たちが連携協力して困難
に立ち向かう、人間として誇るべき特性も持っていま
す。その代表的な例が、国連が提唱しているSDGsの
国際連携の取り組みです。

わが国では人類社会の課題解決のための大型研究プロ
ジェクトが世界各国との連携も視野に入れて立ち上がっ
ています。また科学技術イノベーション基本計画には、
今まであまり顧みられなかった人文社会科学系をしっか
りと位置づけ、その振興を図るとともに課題解決のため
の「総合知」の確立とその活用が明記されました。名古
屋大学が学術憲章に掲げる、「人間、社会、自然に関わ
る学問の融合」という方向性とも合致する内容であり、
総合大学としての名古屋大学はその社会的価値を高める
ために一層の努力が求められています。

名古屋大学はコロナ禍の中でも、教職員、学生の協力
と連携によって困難な状況に立ち向かい、大学の活動を
維持しようと努力しています。教育推進部と教員の連携
によるオンライン授業の導入、学生支援センターによる
学生相談と支援、保健管理室の感染対応などの、多彩で
重層的な取り組みを行ってきました。本来あるべき大学
活動がまだ十分行われているとは言えませんが、私はこ
れまで得られた教訓から多くのことを学び、ピンチを
チャンスに変える精神で、教育をはじめ大学の諸活動の
質をむしろコロナ前よりも高めたいと考えています。ま
た名大病院ではコロナ対応で重症者を中心に患者さんを
受け入れる一方で、大学病院を必要としている他の患者
さんへの高度医療も可能な限り提供しており、文字通り
最後の砦としての役割を十分に果たしています。

このように、名古屋大学構成員の皆さんは危機的状況
にあって、社会貢献や大学への熱い思いで団結して活動
していることがわかり、総長として皆さんを大いに誇り
に思っています。しかし、コロナ禍が長引く中での活動
継続は大学の構成員一人ひとり、また学生諸君にとって
も、大きな負担や困難が伴います。感染拡大がおさまる
まで、みんなで助け合いながら、前に進んでいきましょ
う。

さて、コロナ禍の中にあって、昨年も名古屋大学は多
くの成果を挙げています。時間の関係で詳細を紹介する
ことはできませんが、いくつか取り上げてみたいと思い
ます。まず、本学4つ目の卓越大学院プログラムが採択
されましたが、一大学で4プログラム採択は最多であり、
画期的な成果です。次に、スタートアップベンチャーエ
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コシステムですが、昨年、愛知・名古屋・浜松を中心と
した中部地区は、全国の4グローバル拠点の一つとして
国により指定されました。名古屋大学はこの取り組みで
中心的な役割を果たし、産業界や自治体とこれまでにな
い緊密な連携関係を構築し、今後の発展の要として期待
を集めています。多様性の確立、特に女性活躍の促進で
すが、本学ではすでに教育研究評議会メンバーの2割を
女性にしていますが、昨年は部局ごとの女性教員比率を
設定して、インセンティブ・ペナルティーシステムを導
入しました。これにより一時停滞していた女性教員比率
は再び増加し始めています。

さて、岐阜大学との法人統合で昨年4月にスタートし
たわが国初の一法人複数大学方式の東海国立大学機構

（以下、東海機構）は、発足早々、コロナ禍に見舞われ
ました。しかしオンラインシステムの活用を梃子に、む
しろコロナ前よりも高い密度とスピードで、両大学間の
情報共有と連携そして組織的な取り組みの検討が進んで
います。

教育面では、単に両大学がリソースを出し合って協力
し合うという次元にとどまらず、東海機構としてこれか
らの社会における新しい高等教育のカタチを創造し実現
するための議論を積み重ね、アカデミックセントラル構
想とそれをハード面で支える東海機構プラットホームの
具体的計画の検討が大幅に進みました。

また、東海機構直轄で進めている4つの教育研究拠点
（糖鎖生命科学、医療情報統合、航空宇宙製造技術、農
学教育）も、コロナ禍であるにもかかわらず順調に検討
が進み、今年はこれらの取り組みを中心に、具体的な形

で学内外に成果を示せるものと期待しています。
さらに、法人統合の効果をより積極的に生かすための

取り組みとして、東海機構執行部と両大学の各部局との
間で、中長期ビジョン対話を昨年8月から開始し、これ
と並行して、研究、教育、産学連携、学生支援、多様性
促進、ガバナンス、財務、働き方改革、大学のデジタル
化などの横断的な課題についても対話を重ねてきまし
た。部局ごとの対話を縦糸とすれば、課題ごとの対話は
横糸にあたります。今年は縦糸と横糸を組み合わせて、
令和4年度から始まる国立大学の第4期中期目標計画期
間に向けて万全の準備を整えるとともに、東海機構全体
をわが国トップクラスの国立大学法人システムに進化さ
せるための組織固めをする重要な年であると認識してい
ます。

このような対話を通じて改めて大学自体のデジタルト
ランスフォーメーション（DX）が重要であり、これを
通じて100万人の多様な人々が大学をオープンに活用
する場づくり＝デジタルユニバーシティー100万人構
想を掲げて未来型大学への脱皮を図ることが重要である
と考えています。

新年にあたっての東海機構及び名古屋大学の大きな夢
として、このような先進的な取り組みを実現させること
が名古屋大学を教育においても研究においても最先端の
大学ならしめるものと思っています。

今年1年、すべての構成員の皆様、そして同窓生や関
連の皆様と高い志を共有して、名古屋大学の一層の発展
に尽力したいと思います。どうかよろしくお願いいたし
ます。
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Q &A
先生に一問一答

ささき　なりえ
福井県出身。1993年お茶の水女子大学理学部卒業。1998年東京
大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士（理学）。ポスドクを
経てお茶の水女子大学にて理学部助手、大学院人間文化研究科特
任講師。夫と一緒に名古屋大学に赴任し、男女共同参画室特任准
教授を経て2010年より現職。2019年よりお茶の水女子大学准教
授、同大学学長補佐も兼務。趣味は、歴史（福井藩の松平春嶽公
と橋本左内先生を学ぶこと）。

自分らしく
MyBestWord

佐
々
木 

成
江

自分らしくは、人生の中で常に心掛けていることで
す。研究でも、自分らしさ、つまりオリジナリティは
とても重要です。芸術品と同じように、名前を伏せて
も学会発表や論文を見ただけで、これ○○さんの研究
だと分かることを目指しています。また、周囲の人々
も自分らしく過ごせるように、異なる個性や感性も大
切にできる環境をつくりたいと思っています。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？

大
学
院
理
学
研
究
科 

准
教
授

細胞内でエネルギーを産生するミトコンドリアの中に
あるDNAの伝わり方について研究をしています。ミ
トコンドリアDNAには、エネルギー産生に関わる遺
伝子が含まれているため、細胞周期に伴って増殖・分
配し、分裂した細胞にきちんと伝わらなくてはいけま
せん。また、母親からのみ子孫に伝わるという特徴的
な母性遺伝を示します。私は、ミトコンドリアDNA
が観察しやすい真正粘菌の特徴を生かして、それらに
関する新たな仕組みを発見し、ヒト細胞に展開するこ
とでその普遍性を調べています。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

高校生1年生の冬に、「遺伝子のはなし」という本を
読み、複雑な生命現象の設計図（DNA）がたった4
種類のATGCという塩基の組み合わせで作られてい
ることを知り、そのシンプルな美しさに魅了されまし
た。自分でも何か見つけてみたいと思い、担任の先生
に「生物の研究者になりたい」とお願いして、急きょ
文系から理系クラスに変更してもらいました。

A
Ⓠ 研究を始めたきっかけは？

女性リーダー育成のための女子学生と女性教員との合宿家のことを常に支えてくれる3名のサポーターの方達と
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自分にも憧れの女性研究者のロールモデルがいま
す。その方々との出会いや、いつでも相談できる
環境は自分にとっての大きな財産です。リーディ
ング大学院で実施した女子学生と女性教員との合
宿でも、漠然とした不安から自分にブレーキをか
けていた女子学生たちが、人生を切り拓きながら
楽しんで研究している女性教員の姿を間近に見
て、逞しく成長する様子が見られました。まだま
だ女性研究者は少ないですが、ぜひ自分自身の
ロールモデルを探してみて下さい。また、夫選び
はとても重要なので、慎重に（笑）。

A

Ⓠ 先生は、研究はもちろん、女性活躍に関
する活動もされており、女性研究者のロー
ルモデルになっていると思います。若い研
究者や学生にアドバイスをお願いします。

平日の朝ご飯とお弁当は夫、晩ご飯はサポーター
の方（P4左下の写真参照）が作っているので、
週末に一度は、食事を作るようにして、母親の味
も娘の記憶に刻むようにしています。娘曰く、同
じ焼きそばでも、3人とも全く味が違うそうです。

A
Ⓠ 休日はどのように過ごされていますか？

ミトコンドリアDNAの母性遺伝は、性差を認識
しやすい現象なのですが、最近、様々な分野で女
性（メス）側のデータが少ない状態で、研究や技
術開発が行われていることを知りました。海外で
は、性差の視点を積極的に研究や技術開発に取り
入れたジェンダード・イノベーションズに関する
政策も進んでいます。女性研究者活躍だけではな
く、この分野に関しても、日本が遅れを取らない
ように取り組んでいきたいです。

A
Ⓠ 今後の目標や意気込みを教えてください。

大学内に学童保育を設置する際、利用希望者が事
前アンケートから大幅に減少して5名となり、赤
字運営が決定的になりました。このままでは委託
事業者が見つからないのではと、絶望的になった
のですが、母から「そんなことを乗り越えられな
い娘に育てた覚えはない」と言われ、気を取り直
しました。説明会で「名大と一緒に日本初の新し
い未来を創ってほしい」と熱い気持ちをぶつけ、
2件の事業者から応募があったときは本当に嬉し
かったです。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせて 

ください。

研究室にて顕微鏡による細胞観察

真正粘菌の巨大ミトコンドリア核様体と高感度なDNA染色法の開発により可視化された
ヒトの微小ミトコンドリア核様体

先生の研究を
表す写真！

工夫を重ねたことで新しい現象が見えてきた時
や、自分が想像していなかったデータから生物の
巧妙さが見えた時は、体中にアドレナリンが出て
いるのが分かります。また、教え子の成長も大学
教員ならではの大きな喜びの一つです。

A
Ⓠ 研究が面白い！

と思った瞬間はどんな時ですか？
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名大の

今がわかる
!

テクノ・シンポジウム名大
ポスター

21
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25
11

27
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テクノ・シンポジウム名大「テクノWebinar 名大 工学女子の人生デザイン」を開催

野外観察園見学会・顕微鏡観察会を開催

第9回予兆学研究会を開催

　11月21日、28日の両日に、公益財
団法人日比科学技術振興財団ととも
に、シンポジウム「テクノWebinar名
大 工学女子の人生デザイン」を、オ
ンラインで開催しました。
　このシンポジウムは、工学に興味が
ある女子学生に、女性教員や女性研究
者から大学での修学や就職等の話を聞
くことを通して、キャリアパスを身近に
感じてもらうことを目的に実施しました。
　第1部「学生生活編」は、工学部の

修学や女子学生へのインタビュー、若
手女性教員のトークなどで構成し、第
2部「女性研究者編」は、女性教授の
一日の紹介、本学の福利厚生制度や施
設の紹介、工学部の女性教員による座
談会を行いました。座談会では「もし
もタイムスリップしたら…」、「子育て
と仕事の両立」などをテーマにパネリ
ストのトークも弾み、最後に「中高生
へのメッセージ」を発信しました。

　野外観察園見学会・顕微鏡観察会を
開催しました。通常と異なり、今回は
事前予約制で実施しました。新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、見学
会は4名、観察会は3名の参加となり
小規模での開催となりました。
　見学会では、冬に咲く花を紹介しま
した。サザンカやビワなど、厳しい季
節に健気に咲く花から元気をもらおう
という趣旨です。マスク越しの説明を
聞きながら、参加者は小春日和の陽射

しに光る花を熱心に観察していまし
た。
　観察会では、その中でも「見てみた
い」花を実体顕微鏡でじっくり観察
し、スケッチをしました。また、走査
型電子顕微鏡で、その花粉や毛の形状
などを観察しました。参加者同士でス
ケッチを見せ合いながら、気づきや学
びを共有し合う刺激的な時間となりま
した。

　これまで非公開で開催されてきた予
兆学研究会を、今回初めて一般公開
し、オンラインで開催しました。
　このイベントは毎年1回開催される
名古屋大学予兆学シンポジウムと並行
して、開催しています。
　大平　徹大学院多元数理科学研究科
教授が「予測と予兆～風が吹くと桶屋
が儲かるか～」という題で講演を行い、

「予兆が予測の基礎を作り、予測の結
果が予兆を評価する」という予兆と予

測の間の重要な関係を紹介しました。
　全国の企業、国立研究所、大学など
多彩な機関からの参加があり、予兆学
の発展に有益な議論が行われました。

テクノWebinar名大の様子

野外観察園（左）と博物館（右）で冬の花について学ぶ
参加者たち

当日使用したカバースライド

■大学院工学研究科

■博物館

■大学院情報学研究科
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Meidai News

「ベンチャーズトーク2020 名古屋大学発ベンチャー企業の集い」を開催

第9回名古屋大学石田賞授与式を挙行

いこまいLIVE×Tongali プロジェクトの初イベントを開催

　ベンチャーズトーク2020 名古屋大
学発ベンチャー企業の集いを、理学南
館坂田・平田ホールとオンラインで、
開催しました。
　このイベントは、昨年度のベン
チャーズトーク開催から今年度の開催
までの1年間で、本学発ベンチャーの
称号を付与されたベンチャー企業のお
披露目の場として開催されたもので、
合計15社の大学発ベンチャーがプレ
ゼンテーションを行いました。

　企業、金融機関等から199名が参加
し、大盛況でした。
　本学発ベンチャーと参加者の名刺交
換が盛んに行われ、今後の活躍が期待
されます。

　第9回名古屋大学石田賞授与式を、
総長応接室で挙行しました。
　この賞は、石田財団からのご寄附の
意思に基づき、人文・社会科学及び自
然科学の分野で将来の発展が期待でき
る優れた研究能力を有する若手研究者
を顕彰し、その研究意欲を高め、研究
の発展を支援することを目的として、
平成24年度に創設しました。
　授与式には、松尾総長と杉山 直副
総長ら審査委員が出席し、審査委員の

講評後、松尾総長が受賞者に表賞状を
授与しました。
　閉式後は、受賞者と出席者方との懇
談が行われ、研究の動機や今後の発展
等について、活発な意見交換が行われ
ました。
　受賞者は、以下の2名です。
　横井　暁　医学部附属病院助教
　前山伸也　大学院理学研究科講師

　Tongaliプロジェクトは、岐阜大学
保健管理センター、本学学生支援セ
ンターと連携して、いこまいLIVE×
Tongali「ビジネス体験ゲーム」を、
オンラインで開催しました。
　このイベントは、養鶏場の社長に
なってビジネスを分析する体験型ワー
クショップで、個人作業からグループ
ワークに移って、次々に課題を解決し
ていきました。
　当日は、岐阜大学、本学以外の大学

生や社会人約20名が参加しました。参
加者からは「初めてこういう場に参加
して、他の方の考え方に驚かされた」

（学部生）、「学生さんがとてもアクティ
ブでびっくりしました！こういった機
会をより多くの学生さんに体験しても
らえたらいいなと思います」（大学教
員）などの感想が寄せられました。
　今後も、Tongaliプロジェクトは、
いこまいLIVE・セミナーと連携した
イベントを開催していきます。

会場での質疑の様子（上）

髙石将輝アイクリスタル株式会社取
締役（工学研究科在学中）による発
表（左）

受賞者との記念撮影

真剣にワークに取り組む参加者

■研究協力部社会連携課

■研究協力部社会連携課

■学術研究・産学官連携推進本部

3
12

4
12

9
12
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名大の

今がわかる
!

15
12 名古屋市ワーク・ライフ・バランス推進企業に認証

　名古屋市「ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業」に認証され、名古屋市役
所本庁舎で行われた授与式に、伊東早
苗副総長が出席しました。
　名古屋市ワーク・ライフ・バランス
推進企業認証制度は、名古屋市が平成
29年度に創設した制度で、ワーク・
ライフ・バランスに取り組む企業を広
げていくため、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進に関する取組みについて一定
の基準を満たす企業を認証する制度で

す。
　河村たかし名古屋市長からは、「コ
ロナ禍ではありますが、皆さんには引
き続きワーク・ライフ・バランス推進
に努めていただきたい。」とコメント
がありました。

河村市長と伊東副総長

ブレイクタイム

HeForShe 公開ウェビナー「男性ダンス集団コンドルズ　目指す多様性とジェンダー」を開催

　11月27日、東海国立大学機構の主催で、HeForShe公開ウェビナー「男性ダンス集団コンドルズ　目指す多様性とジェンダー」を開
催しました。
　コンテンポラリーダンスカンパニー「コンドルズ」の近藤良平氏、勝山康晴氏、古賀　剛氏及び石渕　聡氏が、舞台芸術を通したジェ
ンダー平等・多様性尊重の推進と、表現していくことの意義について講演し、続いて、全体でQ&Aセッションを行いました。当日は、学
生、教職員、一般の方を含め、日本全国から119名の参加がありました。
　参加者からは、「自分の心の中に以前
から存在していた思いを再確認させても
らい、かつ肯定してもらえた気持ちに
なった」、「新鮮な発言ばかりで、多様性
への理解が深まった」、「物事を前向きに
とらえる姿に勇気をもらった」などの感
想が寄せられました。

登壇者の様子

東海国立大学機構「財務レポート2020」を発行

　10月29日、東海国立大学機構は、文部科学大臣により承認を受けた令和元年事業年度財務諸表
をもとに「財務レポート」を作成し、発行しました。
　このレポートは、大学の財務状態や経営状況を分かりやすく解説し、運営・活動を財務の観点か
ら広くご理解いただくことを目的としたものです。
　東海国立大学機構発足に伴い、岐阜大学と本学が個別に作成していた財務レポートを1冊に集約
し、両大学の状況を並記した内容となっています。
　この財務レポートが皆様にとって両大学をご理解いただく一助となることを願っております。
　詳細は、ホームページ（https://www.thers.ac.jp/disclosure/finance/index.html）をご覧く
ださい。

機構財務レポート2020
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羽ばた
け！

心拍データのAI解析によっててんかん発作を予知する
 クアドリティクス株式会社

人と知的人工物のより良い関係構築のために 
 株式会社ポットスチル

　平成24年の春、京都市祇園で、ドライバーのてんかん発作に起因する軽ワゴン車の暴走によって、多数の死
傷者が出た痛ましい事故がありました。交通事故に限らず、てんかん発作に伴う風呂場での溺死や調理中の火
傷は、数多く報告されています。たとえ数秒前であっても、てんかん発作が起こることを予知して患者に伝え
ることができれば、例えば自動車を停車するなど患者は身の安全
を確保することができます。
　てんかん発作の前には、心拍パターンが変化していることが知
られています。そこで，私たちは平成25年から心拍データをリア
ルタイムに解析することで、発作を予知できるAIの開発を行っ
ています。平成30年にはこの発作予知AIの実用化のために、ク
アドリティクス株式会社を起業しました。現在、近い将来の治験
開始を目指し、医療機関と提携しながら、発作予知AIの開発を
続けています。さらに発作予知AI技術を横展開することで、睡
眠時無呼吸症候群スクリーニングや居眠り運転検知システム、ス
トレスモニタシステムなどの医療AIの開発をすすめ、事業会社
と実証実験などを行っています。

　超高齢化社会を迎え、Society5.0に代表される人を中心とした、より良い社会への変革が求められていま
す。株式会社ポットスチルは、本学COIと未来社会創造機構HMI・人間特性研究部門で得られた、Human-
Interaction研究の成果を共同研究・製品開発に展開するため、令和2年8月に設立されました。
　弊社事業は、大学での基礎研究／エビデンスを活用した共同研究／開発、委託開発及びアプリ開発・販売を
柱としています。特に共同研究／開発では、 COI、未来社会創
造機構において研究開発を進められている、高齢ドライバの事
故低減に向けた「運転行動改善を促すドライバエージェント」
とこれを構成する要素技術の展開を行っています。高齢ドラ
イバの特性分析、運転行動の評価や生体機能の推定及び人の行
動変容を促す手法や次世代のRHMI（Robotic Human-Machine 
Interface）などが含まれ、現在、自動車メーカーやサプライ
ヤーとの共同研究を進めています。今後も、人の傾向や特性
に基づき、人の心を動かし望ましい対応を引き出すHuman-
Interaction技術研究成果の社会展開を進めて参ります。

名古屋大学発ベンチャー

名古屋大学発ベンチャー

　 URL   https://potstill.mystrikingly.com/

　 URL   https://www.quadlytics.com/

てんかん発作予知AIシステムの概要
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祝 受賞

他の受賞者情報はホームページをご覧ください。 名大トピックス331 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no331.html

　本賞は、国立研究開発法人物質・材料研究機構（以下、NIMS）が、物質・材料に
関わる科学技術において優れた業績を残した研究者に授与するものです。
　今年度の本賞の対象分野「熱エネルギー変換や熱制御に関連した材料科学技術」に
おいて、河本 邦仁名誉教授（公益財団法人名古屋産業科学研究所 上席研究員、アブ
ドゥルアジズ国王大学 非常勤卓越教授）の「環境調和型無機熱電変換材料の開発」
が世界的に傑出した業績として評価されました。

NIMS HP：https://www.nims.go.jp/index.html

　令和2年秋の叙勲・褒章受章者が発表され、本学関係者では、次の7名が受章されました。
　国家又は公共に対して功労のある方のうち、旭日章は、功績の内容に着目し顕著な功績を挙げた方に、瑞宝章は、公
務等に長年にわたり従事し成績を挙げた方に授与されます。また、紫綬褒章は、科学技術分野における発明・発見や、
学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方に授与されます。

旭日大綬章
氏　名 所属・職名

内山田　竹志 経営協議会委員（トヨタ自動車株式会社代表取締役会長）

瑞宝中綬章
氏　名 所属・職名 分　野

後藤　俊夫 名誉教授（工学研究科） 教育研究功労
田畑　治 名誉教授（教育発達科学研究科） 教育研究功労
森田　健治 名誉教授（工学研究科） 教育研究功労
山田　鋭夫 名誉教授（経済学研究科） 教育研究功労

瑞宝小綬章
氏　名 所属・職名 分　野

石川　隆司 元教授（工学研究科） 科学技術研究功労

紫綬褒章
氏　名 所属・職名 功　績

髙橋　雅英 名誉教授（医学系研究科） 実験病理学研究功績

堀　勝 低温プラズマ科学研究センター長が 
第2回 AAPPS-DPP プラズマイノベーション賞を受賞

令和2年秋の叙勲・褒章受章者が決まる

　本賞は、プラズマ応用分野で産業界へインパクトのある先駆的かつ独創的な貢献を
行った研究者に授与されるものです。堀　勝低温プラズマ科学研究センター長は、「低
温プラズマの応用および基礎プラズマ科学技術」への多様かつ卓越した貢献をしたと
して、日本人として初めて受賞しました。

AAPPS-DPP HP：http://aappsdpp.org/AAPPSDPPF/index.html 堀　勝低温プラズマ科学研究センター長

河本邦仁名誉教授

河本邦仁 名誉教授が 
NIMS Award 2020を受賞
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炭素と水素のみでお椀型近赤外吸収色素を 
作る
～置換基による安定化を必要としない分子設計～

ヒッグス粒子のミュー粒子対崩壊反応の 
兆候を発見

死細胞センサーMincleによる急性腎障害の 
慢性化メカニズムを解明
─慢性腎臓病の新たな予防法開発への期待─

白と黒の粒子を用いて鮮やかな色彩と剥がれ 
にくさを併せ持つコーティングを実現！
～生物をヒントにした、重金属等を用いない環境にやさしい新たな色材として期待～

超伝導体内の電流を光で操ることに成功
究極の短パルスレーザー技術が拓くペタヘルツ 
電子テクノロジー

吸収が発光に反転する現象を発見！
～新たな光周波数コム・高精度光計測への応用に期待～

〇 インダセノテルリレンという
炭素と水素のみからなるお椀
型π共役分子を創出した

〇 インダセノテルリレンは波長
1300 nmまでの光を効率的
に捕集するにも関わらず、置換基による安定化を必要としなかった

〇 近赤外吸収の発現は、従来の近赤外吸収色素とは異なる要因に由来するこ
とが明らかとなった

〇 極めて稀な素粒子の反応であるヒッグス
粒子がミュー粒子対に崩壊する反応の兆
候 を CMS 実 験 が 3 σ、ATLAS 実 験 が
2σの確度で観測

〇 崩壊が起こる確率は、統計誤差の範囲で
ヒッグス機構の予想と一致しており、ミュー粒子の質量がヒッグス機構で
生成されていることを示唆

〇 本研究により、第2世代の素粒子の質量起源の解明に向けた第一歩を踏み
出したと言える

〇 マウス急性腎障害モデルにおいて、マ
クロファージに発現するMincleが、
壊死尿細管を感知することで炎症が
慢性化することを見出した

〇 Mincleは、壊死尿細管に蓄積するβ-
グルコシルセラミドと遊離コレステ
ロールを認識し、炎症性サイトカインの産生増加と死細胞クリアランスの
抑制に働くことを見出した

〇 Mincle欠損マウスは、急性腎障害が早期に収束し、慢性腎臓病への進展
が予防された

〇 ガラスの主成分である二酸化ケイ素の白い粒
子と黒さびの主成分の四酸化三鉄の黒い粒子
を混ぜて製膜することで、「構造色」と呼ばれ
る発色現象で鮮やかな色彩を有するコーティ
ングを実現

〇 自動車の塗装にも使われている電着法を採用
し工夫することで、頑丈ではがれにくいコー
ティングとすることに成功

〇 使用する材料はすべて安価で安全な物質であり、従来の重金属を含む顔料
に代わる環境にやさしい新しい色材として期待

〇 物質中に方向の定まった正味の（平均
してもゼロにならない）電流を振動電
場である光電場によって流すことはで
きなかった

〇 超短パルス光の位相制御技術を用い
て、超伝導体中に方向の決まった電流
を発生させることに成功した（オーム
の法則に従わない物質中の電子の加速を実現）

〇 銅酸化物や鉄ヒ素化合物などの高温超伝導体への展開により、室温近傍で
現在の1万倍の超高周波（ペタへルツ）電子回路の可能性が拓かれる

〇 スペクトルの窪み
（吸収）がスペクト
ルのピーク（発光）
に反転する新現象を発見

〇 光ファイバ中で誘起される非線形効果によって、窪みがピークに変換され
る

〇 ガスの吸収を用いると、等間隔でサブTHz間隔のスペクトルピークを生成
できる 

〇 新しい光スペクトルの物差しとして有用。原理的にはどの波長でも実現で
きる

大学院工学研究科　田中佑宜修士課程学生　福井識人助教
　忍久保 洋教授

大学院理学研究科・素粒子宇宙起源研究所　戸本誠特任教授
大学院理学研究科　堀井泰之講師　加納勇也研究員
　川口智美博士後期課程学生

環境医学研究所　菅波孝祥教授　田中 都講師
大学院医学系研究科　丸山彰一教授　坂（田中）まりえ研究員

大学院工学研究科　竹岡敬和准教授

大学院工学研究科　岸田英夫教授　中村優斗助教

大学院工学研究科　西澤典彦教授　山中真仁助教
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新しい作用メカニズムから開発したがん細胞を 
抑制する抗体医薬
～がん転移を促進する受容体NPTXRを狙い撃つ治療戦略の登場～

特発性肺線維症の病気の進行や急性増悪を予測できる
新規の血液指標（ミトコンドリアDNA）を発見！

神経難病ALSの治療薬候補となる 
エブセレン類縁化合物の開発に成功

免疫チェックポイント阻害薬（PD-1／PD-L1阻害薬） 
の治療効果を高精度に予測するバイオマーカーを同定
～免疫療法でのプレシジョン・メディシンの実現を目指す～

ゆっくりとしたフォームで投げると 
打者は振り遅れる？
―投球動作によって騙されるメカニズムの解明―

モンゴル国で初めての子どもに対する 
知能検査の開発
～アジア発達障害児支援研究～

〇 実際に転移を起こしたがん生体試料を用いて
57749種類の分子を網羅的に解析し、あらゆ
る転移形式の胃がんで異常高発現する受容体
neuronal pentraxin receptor (NPTXR)を発見

〇 ゲノム編集技術でがん細胞からNPTXRを喪失させることにより、がん細
胞の転移に必要な能力が著しく低下し、動物実験でもがん転移ができにく
くなることが明らかになった

〇 NPTXRを特異的に阻害するモノクローナル抗体によって、がん細胞の増
殖が抑制され、がんを移植したマウスに投与することでがんの進展を止め
ることができた

〇 原因不明の肺の難病である特発性肺線維
症は、その経過中に予測困難で致死率の
高い合併症である急性増悪を発症するこ
とが大きな問題となってきた

〇 特発性肺線維症70例の血液試料と臨床情報の解析により、血清中のミト
コンドリアDNA濃度の上昇が、その後に起こる急性増悪発症率の増加や
死亡、採血後1年以内の疾患進行と関連していた

〇 血清中のミトコンドリアDNAの疾患進行・急性増悪の予測性能は、現在
広く用いられる採血検査と比較して高い予測精度であり、新たなバイオ
マーカーとして期待される

〇 エブセレンを基点に、異常化した
SOD1タンパク質の毒性に対して
保護効果の高い化合物を開発

〇 開発した化合物は将来のALSの新
規治療薬候補として有望

〇 今後、モデル動物での検証など新
たなALS治療薬開発にむけて研究を推進

〇 免 疫 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 阻 害 薬（PD-1／
PD-L1阻害薬）による治療効果を高精度に予
測するバイオマーカー（腫瘍浸潤エフェクター
T細胞と制御性T細胞上のPD-1発現バラン
ス）を同定した

〇 これまで技術的に困難とされた腫瘍浸潤リンパ球の測定・検出方法を企業
と共同開発し、本研究で開発されたバイオマーカーの測定を可能とした

〇 本研究で開発されたバイオマーカーの臨床的有用性を検証する臨床試験へ
と展開し、がんの免疫療法における精密医療（プレシジョン・メディシン）
の実現を目指す

〇 ボールの物理的な速さが同じでも、投
手の動きの速さによって、打者の球速
予測、球速判断、インパクトタイミン
グが変化する現象を実験的に解明

〇 投手の動作速度が遅い(速い)ほど、
①打者は投球動作からより遅い(速
い)投球を予測し、②実際よりも球速を過少(過大)評価して、③振り遅れ
る(早く振る)傾向にあることが明らかになった

〇 投手の動きに基づく予測と実際のボールとの不一致が、「投球動作によっ
て騙される」という現象を生じさせていることを示唆

〇 モンゴル国立教育大学との
共同研究で、モンゴル国に
おける初めての標準化され
た知能検査を新たに開発

〇 知能検査の開発により、正確に子どもの状況を知ることができ、一人一人
に合った教育、福祉支援を行う体制構築が行われることが期待される

大学院医学系研究科　小寺泰弘教授　神田光郎講師 大学院医学系研究科　橋本直純准教授
医学部附属病院　阪本考司病院助教　古川大記医員

環境医学研究所／大学院医学系研究科　渡邊征爾助教　山中宏二教授 大学院医学系研究科　西川博嘉教授　松井茂之教授

大学院教育発達科学研究科　髙御堂良太博士後期課程学生
総合保健体育科学センター　横山慶子准教授　山本裕二教授

心の発達支援研究実践センター　野邑健二特任教授（チームリーダー）
　福元理英特任助教　若林紀乃研究員
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有用有機フッ素化合物の迅速合成法の確立
～創薬、機能性分子開発の足掛かり～

他者への信頼はストレスの高い家庭環境と
遺伝的個人差の影響を受ける

国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟と 
ジオスペース探査衛星「あらせ」での観測に 
より、「電子の豪雨」現象の原因を解明

細菌の前進と後退を決めるタンパク質複合体の 
構造変化
～生物由来の超分子極小モーターの回転方向制御機構を解明～

専門知識と機械学習を融合した最適化手法
～最適な成膜条件により生産効率を約2倍に～

α線核種アスタチンの体内分布が撮影できる 
高性能X線カメラ開発に成功：核医学治療研究 
の発展に期待

〇 医農薬品開発に極めて重
要な有機フッ素化合物の
新しい合成法を発見

〇 有機合成で汎用される有
機マグネシウム試薬を加えるだけの簡便な実験操作

〇 特定の位置に選択的にフッ素が導入された生物活性化合物の合成に成功

〇 幼少時の家庭環境は人の発達にさまざ
まな影響を与えるが、本研究の知見
は、特にある遺伝的特徴をもつ個人に
おいて、問題のある家庭環境は他者一
般への信頼を醸成しないことを示唆

〇 この研究結果は、幼少時の家庭環境と
個人のオキシトシン受容体遺伝子多型が信頼に影響を与えることを示し、
信頼の醸成に寄与する要因を理解する上で重要な知見

〇 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン
（ISS）に搭載された複数
の観測装置と、ジオスペー
ス探査衛星「あらせ」と
の同時観測データから、ISSで観測される「電子の豪雨」現象の原因がプ
ラズマ波動であることを明らかにした

〇 本成果は、ISSでの宇宙飛行士の船外活動のための宇宙天気予報、さらに
は、人工衛星の保護のための放射線帯の宇宙天気予報の精度向上にもつな
がると期待される

〇 海洋性ビブリオ菌のべん毛モーター
回転子のCリングの構造を細胞に埋
まっているin situの状態で初めて明
らかにした

〇 モーターの回転が時計回り、反時計回
りの状態でのCリングの構造を比較
し、差異あることを明らかにした

〇 固定子が回転しているモデルに対して、時計回りの状態のCリングの直径
が大きいことが、回転方向制御機構をうまく説明していた

〇 Siエピタキシャル成長のプロセ
ス条件の最適化にベイズ最適化
を応用することで、3か月とい
う非常に短い開発期間の中でも成膜品質を維持したまま、成長速度を約2
倍にするプロセス条件を見い出した

〇 製造現場のプロセス最適化における課題を考慮した複数の制約を適応的に
用いることで、効果的な最適化を実現した

〇 ベイズ最適化による大域的な最適化と、プロセスエンジニアの専門的な知
識・経験を生かした局所的な最適化を組み合わせることで、より良い条件
の取得を達成した

〇 高性能シンチレータを用
い、画期的な高分解能X線
カメラを開発した

〇 がん治療に用いるα線核種アスタチンの体内分布の高分解能撮影に成功し
た

〇 アスタチンを用いた核医学治療研究の発展に寄与するものと期待される

トランスフォーマティブ生命分子研究所
　キャサリン クラッデン客員教授　南保正和特任講師

大学院情報学研究科　石井敬子准教授　鄭 少鳳博士後期課程学生

宇宙地球環境研究所　三好由純教授　小路真史特任助教

大学院理学研究科　本間道夫教授　小嶋誠司教授
　錦野達郎博士（現大阪大学蛋白質研究所所属）

未来材料・システム研究所　長田圭一（当時大学院生）　宇治原 徹教授

大学院医学系研究科総合保健学専攻　山本誠一教授　中西恒平大学院生
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新型コロナウイルスを捕捉・不活性化する 
人工抗体

卵巣子宮内膜症モデルマウスの新規確立
～鉄による卵胞の酸化ストレスを介した妊孕性の 
低下が明らかに～

リュウグウ表面に発見された明るい岩塊から 
明らかになったS型小惑星との衝突

脳内を掃除する新たなメカニズムの解明
～加齢や損傷時の脳内環境維持へ期待～

切れた腕が動き回るウミユリの対捕食者戦略は
2億5000万年前に始まっていた

新型コロナウイルス感染症の影響により
「ひきこもり」が急増する可能性を指摘

〇 わずか4日間で10兆種類の人工抗
体群から、標的に結合する人工抗
体を選び出すことができた

〇 新型コロナウイルスに単量体で強
く結合した（KD = 0.4 nM程度）

〇 SARSコロナウイルスには結合せ
ず特異性が高い

〇 患者の鼻ぬぐい液中の新型コロナウイルスに結合して濃縮できた
〇 新型コロナウイルスに対して高い中和活性を持っていた（IC50 = 0.5 nM

程度）

〇 新たに卵巣子宮内膜症モデ
ルマウスの作成方法を確立
した

〇 卵巣子宮内膜症が酸化スト
レスにより卵胞機能を低下
させた

〇 卵巣子宮内膜症の病態解明、治療法開発に本モデルが果たす役割は大きい

〇 暗いリュウグウ表面に発見された非常に明るい
岩塊のうち6つは外来起源物質である可能性が
高いことがわかった特にこれらの岩塊はS型小
惑星と似た反射スペクトルを持っていることが
示された

〇 これらの岩塊はリュウグウの母天体とS型小惑
星との衝突によりもたらされたものである可能性が高い

〇 「はやぶさ2」の回収試料の中にはこれらの明るい岩塊片が混ざっている
可能性があり、それらを調べることによりリュウグウ母天体の熱進化や衝
突天体についてより詳細な情報を得られることが期待される

〇 脳内でミクログリアの掃除機能を
バックアップする新たなシステム
の存在が明らかになった

〇 死細胞を貪食し脳内環境の維持に
努めているミクログリアが機能低下した時、別のグリア細胞であるアスト
ロサイトが死細胞を貪食することが明らかになった

〇 このバックアップシステムのコントロールにより、加齢や神経損傷時の脳
内環境維持に貢献できると期待される

〇 アメリカ・ユタ州から見つかった2億5000
万年前のウミユリの腕の一部の横に、放射状
と平行な模様が見られたこれは現生のウミユ
リの腕の運動によってつくられた模様と酷似
する

〇 今回の発見により、ウミユリ類が2億5000
千万年前にすでに捕食者に狙われ、腕を自切すること、切り落とされた腕
が動き回って捕食を逃れていることが初めて明らかになったこのことはウ
ミユリの古生態学、特に捕食―被食関係の歴史と対捕食者戦略の起源を理
解する上で大きな発見である

〇 新型コロナウイルス感染症の経済的・社会的影響により世界的に「ひきこ
もり」が増加する可能性を指摘し、今後増加しうる「ひきこもり」やその
家族の支援のための世界各国での公的資源の必要性を強調した

〇 本研究では、新型コロナウイルス感染症による大きな影響の一つとしての
「ひきこもり」の増加に対する社会的な注目が期待される

大学院工学研究科　村上 裕教授 大学院医学系研究科　林 祥太郎大学院生　中村智子講師
　梶山広明准教授　豊國伸哉教授

大学院環境学研究科　渡邊誠一郎教授 大学院医学系研究科　小西博之講師　木山博資教授
環境医学研究所／医学系研究科　荻 朋男教授　山中宏二教授

博物館・大学院環境学研究科　大路樹生教授 大学院医学系研究科精神健康医学／総合保健体育科学センター
　古橋忠晃准教授
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昨年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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経口投与によるRNA干渉法を用いた害虫の 
早期食害停止の誘発に成功

新型コロナウイルスによる肺炎CT画像の 
AIによる解析手法開発
～COVID-19胸部CT画像典型度分類において83.3％の精度を達成～

Eat Me!! 細胞死を司る脂質輸送体の作動 
メカニズムが電子顕微鏡による構造解析で 
明らかに！

電子の蝶々型の空間分布を1000億分の 
2メートルの精度で観測！
―放射光X線を用いた電子軌道の新規観測手法を提案―

〇 効果的なRNA農薬の実現には、最適な標的遺
伝子の選定が必須となるが、RNA農薬の候補
としてこれまでに標的にされてきた致死や成
長阻害をもたらす遺伝子の場合、効果の誘発
までに時間を要するため、その間の農作物への食害が進行が課題だった

〇 ナス科（主にジャガイモやトマトなど）の害虫であるニジュウヤホシテン
トウにおいてプログラム細胞死を阻害する遺伝子（diap1）の二本鎖RNA
の経口投与により、 24時間以内という速効的な食害停止の誘発に成功した

本研究成果に基づき、共同研究チームはRNA農薬の標的遺伝子選定の新た
な評価基準として早期の食害停止効果を提案した

新型コロナウイルス肺炎CT画像を
AIによって解析する手法を開発
〇 炎症により肺領域の境界の識別が

難しい症例でもAIが的確に識別
〇 肺領域内部の領域を障害の程度に応じて3つの領域に自動分類
〇 胸部CT画像のCOVID-19典型度をAIが的確に判断
〇 国立情報学研究所を中心とした「医療ビッグデータ利活用を促進するクラ

ウド基盤」と学術情報ネットワーク「SINET5」を活用

〇 細胞のプログラム死（アポトーシス）におけ
る一連のプロセスの最終段階を担うタンパク
質の構造が解明され、新しい作用機序の薬剤
開発へ

〇 これまで謎であった、巨大な基質（フォスファ
チジルセリン）を輸送する仕組みの一部が分
子レベルで解明された

〇 放射光X線回折測定と新しい解析
手法により3d電子軌道を占有した
電子分布の異方性の直接観測に成
功

〇 結晶を構成する原子の軌道混成を
含めた複雑な電子雲の詳細を決定

〇 幅広い物質における電子軌道の研究に対して有効な実験手法を提案

大学院生命農学研究科　吉岡博文准教授　柳沼利信名誉教授 大学院情報学研究科　森 健策教授　小田昌宏准教授

細胞生理学研究センター／大学院創薬科学研究科　中西華代研究員
　阿部一啓准教授

大学院工学研究科
　鬼頭俊介博士研究員（当時、分子科学研究所特別共同利用研究員兼任）
　萬條太駿大学院博士後期課程学生　片山尚幸准教授　澤 博教授
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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

北部厚生会館（北部生協）の建設
　1977（昭和52）年に竣工した北部厚生会館は、現在
の東山キャンパスの複合的な厚生施設では、学生会館
に次ぐ歴史を持つ建物です。
　戦後の名大は、「タコの足大学」とも言われるな
ど、キャンパスが各地に分散していましたが、1950年
代後半から医学部以外の学部等の東山への集結が進
み、1966年の農学部の移転によりそれが完了しました。
1961年には、学生会館が建設され、ここには生協が経
営する食堂、喫茶店、売店、書店、クリーニング店、
理容店などがありました。
　しかし、1964年に全ての1・2年生が属する教養部の
移転が完了するなど、東山に通う学生数が急増する中、
厚生施設の拡充を望む声が高まっていきました。特に
1972年に第二理科系食堂（現在のダイニングフォレス
ト）が建設された頃から、生協・学生団体を中心に、
新しい学生会館の建設を目指す運動が本格的に行われ

るようになります。しかし、なかなか実現には至りま
せんでした。新学生会館に対する、大学側と生協・学
生団体の考え方の対立もあったようです。
　1975年になると、運動団体の連携を強化するため、
5月に全学会・体育会・文サ連・生協の4団体が「北部
厚生会館を築く会」を結成し、大学本部との交渉を行
うようになりました。その結果、6月の評議会で、3階
建3,570m2の会館の新築を次年度概算要求に盛り込む
ことが承認されました。11月からの署名運動では、僅
か3週間に4,500名の署名が集まりました。
　そして、この概算要求が一部認められ、1977年3月、
2階建約2000m2の北部厚生会館が完成したのです。同
館は、当初「大学会館」あるいは「学生会館（新館）」
とも呼ばれていましたが、やがて「北部厚生会館」が
定着していきました。

1

1　�竣工・開館祝賀会当日の北部厚生会館（1977
年4月16日）。

2　�1階の日用品売り場（1977年4月、写真3～
5も同じ）。

3　�1階の家電売り場。1階にはそのほか、書籍、
レコード、衣類、靴、スポーツ用品、タイプ
ライターなど、様々なものが販売されてい
た。

4　2階の食堂。
5　�2階の「グリル喫茶」。2階にはそのほか、寿
司コーナーがあった。

2 3

4 5
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