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減災連携研究センター
第28回特別企画展：伊勢湾台風から60年～あのときの被害・

約 3 カ月の開催期間中、5,000 人が来場！

響、被災した方々の避難状況を紹介しました。さらに、

2019 年度は、台風 19 号に伴う大雨による東日本各地

甚大な被害を受けた干拓地における復興住宅に着目する

での被害のほか、風水害が多発しました。近年は被害を

ことで、被災地の復興に向けた取り組みの一端にも触れ

免れている東海地方ですが、1959 年 9 月に襲来した伊勢

ました。続いて、「背景と要因」では、各種資料から濃尾

湾台風では、風水害として明治以降最多の犠牲者（5,098

平野の特徴を概観するとともに、かつて、水害常襲地帯

人）が出ています。減災館では、2019 年 9 月 25 日から

であった輪中集落における人々の暮らしや、近年の地下

2020 年 1 月 17 日まで特別企画展「伊勢湾台風から 60

水くみ上げに伴う広域地盤沈下等、過去から現在におけ

年～あのときの被害・避難・復興の実態に迫る～」を開

る変化を整理しました。被害を拡大・甚大化させた要因

催しました。本稿では、約 5,000 人もの方々が来館し、

の現状を検証することで、将来に向けた大規模・広域浸

盛況のうちに幕を閉じた本企画展を振り返ります。

水に対する懸念を抽出したことになります。
伊勢湾台風襲来後、「災害対策基本法」が 1961 年に成

企画展のねらい、構成とその成果

立し、現在の防災対応を支える体制が確立しました。こ
こでもその経緯を紹介したうえで、名古屋港の高潮防波

自然災害は地域特有の現象であるため、過去の災害に

堤をはじめとする社会基盤整備の現状、より強大な「スー

学ぶことは非常に有効です。この企画展では伊勢湾台風

パー伊勢湾台風」が襲来した場合の高潮・洪水による浸

を再検証し、被災地の分析から被害・避難・復興の実態

水想定（愛知県、三重県等）
、危機管理行動計画（東海ネー

を考察することにより、今後の台風被害に備えるための

デルランド高潮・洪水地域協議会）や、浸水した場合の

教訓を得ることをねらいとしました。

迅速な復旧・復興に資する排水計画（国土交通省中部地

はじめに、「現象と被害」として、台風襲来による高潮
と豪雨に伴う河川の洪水がもたらした浸水状況を示し、

方整備局）等、近年の各種の取り組みを「教訓とその活用」
として紹介しました。

電気やガスといったライフライン被害を通じた社会的影

被災状況を伝える写真や映像、それらを扱った新聞紙

減災館第 28 回特別企画展のチラシ

伊勢湾台風による被災状況の記録写真（高浜市提供）
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1961年4月に設立した工学部土木工学科

Mitigation Research Center

・避難・復興の実態に迫る～

面や報告書といった既存資料を展示しただけでなく、この企

本事業は、幸いにも、目標額を上回る 255.9 万円を集め

画展のために新たに整理・分析した情報を報告したことによ

ることができました。その成果として、テーマを変えて連続

り、企画展に訪れた方々は、身近な地域で起こったかつての

開催したシンポジウム（11 月 16 日、20 日、12 月 21 日）、

大災害を再認識するきっかけを得たようです。なお、本学に

巡検ツアー（11 月 2 日：高潮コース、23 日：洪水コース）

所属する教職員や学生にとっては、自然災害から「まち」の

を実施するとともに、11 月 13 日からは「米国国立公文書

安全を守る術を学ぶ土木系教室や建築系教室（現在の工学部

館で見つかった航空写真が語る伊勢湾台風被害の全貌」
（一

環境土木・建築学科等）が、伊勢湾台風襲来後に相次いで設

般財団法人日本地図センター制作・提供、https://info.jmc.

置された事実も知っておきたい予備知識です。

or.jp/isewan/#9/34.8121/136.9202）等により企画展
を拡充することができました。この航空写真は台風襲来から

クラウドファンディング「迫りくる！スーパー
伊勢湾台風に備えるために」の活用
企画展に先立つ 7 月 1 日から 9 月 26 日には、「スーパー伊
勢湾台風」の襲来に備え、過去に学び、地域の住民の方々と

2 週間後に撮影されたものなので、沿岸域からの広域浸水の
様子が生々しく確認できます。

自然災害に備えるために

その知見を共有すべく、クラウドファンディング事業を実施

昨今の状況を見ても明らかなように、自然災害に際して

しました。この事業では、伊勢湾台風に関する各種資料を収

は、私たち一人ひとりが自ら判断して危険を回避しなくては

集・電子化して共有するとともに、高潮や洪水などの自然現

なりません。本企画展で扱った「過去の災害」を正しく理解

象、被災地となった濃尾平野の自然的特性、治水の歴史や土

することは、身近な地域の発災過程や被災状況を具体的にイ

地利用の変遷を扱う各研究者、災害資料を収集し利活用する

メージすること、ひいては未来の災害に対し「自らの命を自

啓発・教育機関の関係者から学ぶ「特別シンポジウム」の開

ら守る」センスを養うことに繋がります。私たちの取り組み

催と、かつての被災地をその地で調査する研究者と辿る「巡

に関わってくださった方々の災害に対する見方や意識が変わ

検ツアー」を実施することを謳っていました。

り、防災・減災が進むきっかけになればと願う次第です。

米国国立公文書館で見つかった航空写真が語る伊勢湾台風被害の全貌
（3m × 6m の巨大地図。現在は電子データのみ展示中）
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QA
先生に一問一答

博物館 教授

吉田 英一

&

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？
私は、地球科学が専門で、自然に学ぶことをモットーとしていま

す。そのためには、常に自然現象を謙虚に「見て」
「考え」
「行動」
することが大事だと思っています。この聞きなれた最初の言葉の

あとには続きがあります。実際に見て、考え、既成概念にとらわ
れずに行動することの大切さを常に認識させてくれる、私の座右

の銘でもあります。

MyBestWord

百聞は一見に如かず 百見は一考に如かず
百考は一行に如かず
Ⓠ
A

先生はどのような研究をされているのですか？

一言では応用地質学と言っていますが、地球科学的現
象を理解し、工学や環境問題などに応用する研究で
す。現在進めている、地球だけでなく火星にも存在す
る「球状コンクリーション」の研究も、ユニークな自
然現象の 1 つです。どうして丸く、硬くなるのか。な
ぜ、内部には非常に状態の良い化石が保存されている
のかなど、現象理解と併せて、その自然の保存（シー
リング）の「巧み」を応用する研究を行っています。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？
物心ついたときから、川や海、山といった自然の中で
遊び回っていました。今思うと、そこで見たり、感じ
たりした不思議を知りたい、と思ったのがきっかけか
な、と。ですが、知れば知るほど不思議ばかりで、そ
の不思議が減るどころか増えるばかりです。

よしだ ひでかず
略歴・趣味
名古屋大学大学院理学研究科博士課程前期課程修了。核燃料サ
イクル開発機構（現・原子力研究開発機構）主任研究員を経て、
2000 年名古屋大学博物館准教授、2008 年より現職。趣味は、弓
道、フィッシング、絵画（水彩）など。
写真はニュージーランド南島でのコンクリーション調査にて。

コンクリーション研究メンバー（NUCON）
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先生の研究を
表す写真！

Ⓠ
A

研究が面白い！
と思った瞬間はどんな時ですか？
自然科学は、仮説をたてて分析や解析を行ってい
く方法をとっていきますが、仮説どおりに行くこ
とはまずありません。面白いのは、試行錯誤する
中で、思いもよらない現象を発見できた時です。
球状コンクリーションで言えば、従来は、岩石と
同様に、形成に数十万年以上の時間が必要だと考
えられていたのですが、数ヶ月〜数年ほどで成長
することを見出した時の興奮は忘れられません。

Ⓠ
A

4 月からは博物館館長に就任されます。博物館
では、昨年、
「キャンパスミュージアム展」や、
コンサートウィーク等多彩なイベントを開催し
ました。
（ご自身の研究成果も含め）博物館の研
究成果展示の「みどころ」を教えてください！
博物館は、創設 21 年目となります。最初は、年
間数百人にも至らなかった来館者が、現在では 3
万人を超えます。毎年、特別展や企画展のほか、
講演会やコンサートなども実施しています。この
ような活動の広がりは大学や、地域ボランティア

コンクリーション中に保存されていた約 4000万年前のカニ化石、大きさ約 20 センチ（瑞浪化石博物館所蔵）

巨大コンクリーション

Ⓠ
A

人工的に作ったコンクリーション化鉱物結晶
（写真横幅 200 ミクロン）

今だから言える、ここだけの話を聞かせ
てください。
コンクリーションの研究を始めた頃の周りの反応
は、
「既に分かった現象で、それを研究して何が
面白い？」といった、実はそんな雰囲気でした。

の方々などの支援のおかげです。今後も、展示内

ですが、様々な文献などを調べてみても、誰一人、

容をリニューアルしつつ、皆さんに楽しんでもら

その成因について明確に示した人はいない。なら

える博物館にしていきたいと思っています。もち

ば、自分で解くしかないだろうと。その思いをサ

ろん、コンクリーションなどの最新の研究資料も

ポートしてくれたのが、分野を超えた共同研究者

展示していますので、ぜひ見に来ていただければ

たちです。このメンバーとの出会いがなかった

と思います。

ら、今の研究の広がりもなかったでしょう。改め
て感謝しかありません。

Ⓠ
A

くじけそうになった時は？
ストレス解消法を教えてください。
家内に勧められて弓道を始めました。週末などの
時間のある時しかできませんが、弓道は「正射必

Ⓠ
A

今後の予定や意気込みを教えてください。
もちろん、これからも球状コンクリーション研究
を進めますが、現在、その現象を応用したシーリ

中」と言われ、雑念にとらわれたり、集中力に欠

ング素材開発を民間の会社と行っており、特許も

けているとまずは的中しません。その精神集中

申請中です。もし、実用化に至れば、地上や地下

は、気分転換にもよく、くじけそうになった気持

構造物の様々なインフラの、これまでにない長期

ちのリセットに非常に役立っています。弓道は自

耐久性の補強につながると考えています。今後

然科学に通じることが多く、生涯続けていきたい

も、このような自然現象の応用化研究をさらに展

と思っています。

開していくつもりです。
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11 名大米国フレンズ年次総会を開催

1

木村理事を囲んでの参加者での記念撮影

米国サンフランシスコ市内のホテル

なく、その家族や友人へと広がりを見

で、
「名古屋大学米国フレンズ
（Nagoya

せていくことも期待できるものでし

University Friends in the States）
」年

た。木村理事が、実際に現地に出向い

次総会を開催しました。米国在住の名

て一人ひとりと対話することは、参加

古屋大学 OB や OG をはじめ、木村理

者にとって、遠い存在となっている名

事、 宮 野 浩 治 Development Office 事

古屋大学を直接感じることができると

業担当課長ら計 18 人が参加し、ネッ

いう点で貴重な機会であったと言えま

トワーキングを行いました。本総会

す。なお、名古屋大学米国フレンズの

は、昨年の設立総会に続き 2 回目の開

事務局はノースカロライナ州にある

催となり、中には夫婦での参加者もい

NU Tech が務め、来年 1 月にもサンフ

るなど、今後、一部の卒業生のみでは

ランシスコで開催予定です。

19 大学入試センター試験が実施される

1

令和2年度大学入試センター試験を、
1 月 18 日
（土）及び 19 日
（日）に実施し
ました。全国の志願者数は、昨年度

試験に臨む受験生

の中、受験生が各試験場において試験
に挑みました。
大学入試センター試験としては、今

より 19,131 名少ない 557,699 名となり、

年度が最後の実施となり、来年度から

愛知県内の志願者数は、昨年度より

は、大学入学共通テストとなります。

1,051 名少ない 38,886 名となりました。

なお、本学の個別学力検査（前期日

本学では、東山キャンパスに東山地

程）は、2 月 25 日
（火）～27 日（木）
（27

区試験場を設置したほか、名古屋市内

日は医学部医学科のみ）に、また、同

に 6 つの高等学校試験場を設置し、合

検査（後期日程）（医学部医学科）につ

計 7 会場で 6,648 名の志願者に対応し

いては、3 月12日
（木）
に実施しました。

ました。両日とも比較的穏やかな天候

22 第30回名古屋ビジネスセミナーを開催

1

■大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター

第 30 回名古屋ビジネスセミナーを

動き及び中国の台頭について説明しま

日本経済新聞社名古屋支社で開催しま

した。それを踏まえて一帯一路の狙い

した。このセミナーは大学院経済学研

である中国主導の新たなグローバル化

究科附属国際経済政策研究センターが

や持続可能な発展、そして一帯一路が

経済学部同窓会のキタン会と共同で開

世界経済、特に、日本経済にもたらす

催しています。

ビジネスチャンスの解説があり、一帯

今回は、薛

進軍当センター教授が

一路政策が抱える問題点も指摘しまし

「中国の「一帯一路」～日本経済にとっ

た。質疑応答時にも活発に意見が交わ

てチャンスかリスクか」と題する講演
薛教授による講演

を行い、一帯一路政策の背景にある中
国経済の歴史、世界の反経済自由化の

6

され、盛況となりました。

Meidai News
26 国際シンポジウム「文化としてのゴミ／ Waste as Culture, the Culture of Waste」を開催

1

■大学院人文学研究科附属超域文化社会センター

「私たちはゴミを生み出すことなし

催しました。これは、学際的な思考を

には生きられない。…ゴミは、文化、

要求される環境問題のような実際的課

社会、経済、政治、科学技術、環境が

題に、人文学分野がどう取り組み、ど

複雑に絡み合う結節点であり、豊かさ

う貢献できるかを追究する当センター

と貧しさ、必要性と不要性、生産性と

の実践の一環にあるものです。

無駄、生産と消費といった矛盾や葛藤
を併せ持っている。
」

今回の催しは、海外からのゲストや
来場者から賞賛の声をいただき、大盛

こうした観点から、1 月 25 日
（土）
、

況に終わりました。今後、こうした試

26 日（ 日 ）の 両 日、 当 セ ン タ ー で は、

みをさらに発展させていく予定です。

シンポジウム「文化としてのゴミ」を

熱心に聞き入る来場者

文系総合館カンファレンスホールで開

26 全体会議「アジアにおける立憲主義の諸相」を開催

1

■大学院法学研究科、法政国際教育協力研究センター

1 月 25 日
（土）
、26 日
（ 日 ）の 両 日、
2019 年度法整備支援の研究全体会議

ました。アジア型立憲主義は、西洋の

「アジアにおける立憲主義の諸相―ア

立憲主義とは異なる歴史的文脈で誕生

ジア的『文脈』とその論理―」をアジ

したものですが、多様性を含むアジア

ア法交流館アジアコミュニティフォー

においては、一言では語れないもので

ラムで開催しました。

す。12ヶ国から計 16 名のスピーカー

本会議は、約 20 年前から毎年開催

会議参加者集合写真

ジア型立憲主義をテーマに議論を行い

やコメンテーターにお越しいただき、

しており、今回は、アジアの中で発展

延べ 120 名が参加しました。フロアか

を遂げた韓国、シンガポール及び日本

らも多数の質問が寄せられるとともに

に加え、ASEAN 地域及びユーラシア

活発な議論が行われ、盛況となりまし

の体制移行国の事例に焦点を当て、ア

た。

27 名古屋大学情報学シンポジウム2020を開催

1

■大学院情報学研究科

熱心に講演するモレンシー博士

名古屋大学情報学シンポジウム

カゴ校理事長の特別講演「米国から見

2020 を環境総合館レクチャーホール

た日本の AI 教育・研究」、ルイ・フィ

で開催しました。

リップ・モレンシー カーネギーメロ

「人工知能技術がもたらす価値創造

ン大学博士の「マルチモーダル AI」、

と情報学の使命」をテーマに掲げ、当

東中竜一郎 NTT 研究所上席特別研究

研究科がめざす価値創造とイノベー

員の「インタラクションできる対話シ

ション基盤をもたらす AI 研究、とり

ステム」の各キーノート講演のあと、

わけ
「音声言語・マルチモーダルコミュ

本学教員 3 名からポジティブ情報学の

ニケーション」と「ポジティブ情報学」

技術講演があり、活発な議論を行いま

に焦点をあて、専門家を招いて議論を

した。

深めました。古井貞煕豊田工業大学シ
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28 ダイドー株式会社へ紺綬褒章を伝達

1

平成 30 年 3 月及び 10 月、PhD プロ

布されました。

フェッショナル登龍門特定基金に、ダ

これを受け、杉山・木村両理事、根

イドー株式会社から合わせて 1,000 万

本二郎総長補佐同席の下、総長応接室

円のご寄附をいただきました。この寄

で、松尾総長から山田貞夫同社代表取

附は、公益のために私財（個人 500 万

締役社長へ紺綬褒章の伝達を行いまし

円以上、団体 1,000 万円以上）を寄附

た。

した方に授与される紺綬褒章の授与対
象となり、内閣府で閣議決定され、公

今後とも本学をご支援くださいます
よう、よろしくお願いします。

山田代表取締役社長への紺綬褒章伝達式

30 脳とこころの研究センターシンポジウムを開催

1

■脳とこころの研究センター

脳とこころの研究センターシンポジ

特任准教授、島田

斉放射線医学総合

ウムを医系研究棟 1 号館地下会議室で

研究所主幹研究員による指名講演、岡

開催しました。

野栄之慶應義塾大学教授による特別講

尾崎紀夫当センター長と門松医学系
研究科長の挨拶の後、前澤

演を実施しました。

聡当セン

延べ 100 名を超える参加者が、終始

ター特任教授による進捗報告、研究者

活発な意見交換を行い、今後の研究活

17 名の講演、28 名のポスター報告を

動に弾みを付ける形で盛会のうちに終

行い、その後、石垣診祐医学系研究科

了しました。

シンポジウム終了後の集合写真（左3人目から島田主幹研究員、岡野教授、尾崎センター長）

2

5 第3回東海スタートアップカンファレンスを開催

■学術研究・産学官連携推進本部

起 業 家 育 成 プ ロ ジ ェ ク ト Tongali

である「アストロスケール」と衛星

（文部科学省
「次世代アントレプレナー

データを活用して社会課題を解決する

育成事業」
採択）
は、
「第 3 回東海スター

「Synspective」の講演、後半のパネル

トアップカンファレンス～宇宙ビジネ

ディスカッションでは、学生発ベン

スのビッグバン！～」をミッドランド

チャー「TOWING.」をはじめ、民間

ホールで開催しました。

企業、シンクタンクまで多様な有識者

前半では、宇宙ゴミ除去サービス
開発に取り組むスタートアップ企業

が集まり、宇宙ビジネスの現状と将来
について活発な議論を行いました。

宇宙ビジネスに関心を持つ約 200 名の参加者で埋まった会場

2

6 グローバル人材のための国際情勢講座を開催

■ PhD 登龍門推進室

一般財団法人東海東京財団支援によ

取引所自主規制法人理事長（元金融庁

る「不祥事にどう向き合うか－プリン

長官）を講師に招き、企業における不

シプルを活用した取り組み－」と題し

祥事問題発生の際の行動規範や自己規

た第 20 回グローバル人材のための国

律のようなプリンシプルを活用するア

際情勢講座を、法・経本館共用館 1 階

プローチについて講演いただきまし

第 2 講義室で開催しました。

た。学内外から多くの出席者があり、

根本二郎総長補佐の司会の下、金融
行政の第一人者である佐藤隆文前日本
佐藤理事長を囲んでの集合写真

8

深い議論を交わしました。

Meidai News
2

8 全学同窓会関東支部令和元年度講演・交流会を開催
名古屋大学全学同窓会関東支部令和

参加者集合写真

大学機構、4 月始動 !

激動する社会の

元年度講演・交流会を学士会館で開催

中で名古屋大学は新しい国立大学像を

し、97 名が参加しました。

目指す」と題した講演を行いました。

丹羽宇一郎支部長の開会挨拶に続

その後、和田壽弘代表幹事の乾杯の音

き、渡邊誠一郎環境学研究科教授から

頭で懇談が始まり、会の終盤では、名

「はやぶさ 2 の竜宮城滞在記」と題し

大男声東京 OB 合唱団有志による演奏

た講演があり、2014 年 12 月に打ち上

があり、続いて全員で学生歌「若き我

げられ、2018 年 6 月に小惑星“りゅう

等」を合唱しました。最後に第八高等

ぐう”に到着した“はやぶさ 2”の最

学校寮歌「伊吹おろし」を歌い、大変

新情報を紹介しました。

和やかなうちに閉会となりました。

交流会では、松尾総長が「東海国立

ブレイクタイム

宮

海彦氏講演会／ワークショップを開催

ワークショップに参加する学生と宮氏（中央）

12 月 4 日（水）、元シルク・ドゥ・ソレ

の踏み出し方」をテーマにしたこの講演

イユのパフォーマーで、現在は役者・起

は、本学の教職員、学生及び附属高校の

業家として活躍されている宮

海彦氏に

生 徒 で 60 名 の 定 員 が ほ ぼ 満 席 と な り、

よる講演会 / ワークショップを文系総合

講演終盤には質疑応答も行われました。

館で開催しました。

また、講演後には、同館アクティブラー

本講演会 / ワークショップは文系教職

ニングスタジオで、講演会の参加学生を

員と学生が教務事務の高度化を目指して

対象に、約 1 時間のワークショップを行

活動する「文系トータルサポートプロジェ

いました。学生メンバーがファシリテー

クト」が主催し、そのプロジェクトに参

ターを務め、「『自分』を考えること、『常

加している学生メンバーが、キャリア教

識』を疑うこと」をテーマにグループディ

育の一環として一から企画・運営を担い

スカッションを行い、各グループが宮氏

ました。

からのフィードバックを受け、盛況のう

宮氏の体験から「挑戦するための一歩

ちに終了しました。

2019年度 名大３大ニュース！
！

1位

岡本佳男特別教授が 2019 年「日本国際賞」を受賞
岡本佳男特別教授が、2019 年 Japan Prize（日本国際賞）を受賞し、4 月に国立劇場
で天皇皇后両陛下ご臨席の下、授賞式に出席されました。日本国際賞は全世界の科学技術
者を対象に、独創的で飛躍的な成果を挙げ、科学技術の進歩に大きく寄与し、もって人類
の平和と繁栄に著しく貢献したと認められる者に与えられます。岡本特別教授は、らせん
高分子の精密合成と医薬品等の実用的光学分割材料の開発への先駆的貢献が高く評価され、
「物質・材料、生産」分野においての受賞となりました。

写真提供：公益財団法人国際科学技術財団

2位

経済学部 4 年の松田亘哲さんが中日ドラゴンズより育成 1 位指名を受け、名大初のプロ野球選手に！

3位

シャフカット・ミルジヨーエフ ウズベキスタン共和国大統領が本学へ来学
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学生の元気

サ ークル活動紹介

フォーミュラチーム FEM
学生フォーミュラ日本大会でEVクラス3連覇＆世界ランキング2位を獲得！
8 月 27 日
（火）
から 31 日（土）の間、静岡県の

続となる 3 位を獲得しました。また、その他多

小笠山総合運動公園において開催された第 17

くの特別賞を受賞し、メディアにも多数取り上

回学生フォーミュラ日本大会 2019 において、

げられました。獲得した賞は以下のとおりで

本学フォーミュラチーム FEM が EV クラスで 3

す。

連覇、総合成績第 3 位を獲得しました。
学生フォーミュラでは、フォーミュラスタイ

EV 総合優秀賞

ルの車両を学生自らが構想し、設計・製作まで

総合優秀賞

を行います。競技は、車両の走行性能を競う動

国土交通大臣賞

3位

的競技だけでなく、製作技術・生産方法や企画・

デザイン賞

3位

販売といった要素を競う静的競技もあり、もの

省エネ賞 2

位

づくりの総合力が評価される大会です。今大会

ベスト電気回路設計賞

には、国内外から 98 チーム（内 EV クラス 27

グッドアキュームレータコンテナデザイン賞

1位

チーム）が出場しました。

日本自動車工業会会長賞

3位

本大会は、ICV( ガソリン車 ) クラスと、EV
クラスに分かれていますが、フォーミュラチー

なお、この結果を反映した学生フォーミュラ

ム FEM は、EV の今後の走行性能向上を見込

の世界ランキングでは、EV クラス 2 位を獲得

んで、3 年前から EV クラスに出場しています。

しました。このランキングは、ドイツ、アメリ

今大会では、新たに 4 輪それぞれに独立した

カ、イギリスなど世界中で開催されている学生

モータを搭載した車両を開発して EV クラス 3

フォーミュラ大会の過去 3 年間の結果をもとに

連覇を果たし、ICV クラスとの総合でも 2 年連

作成されています。

フォーミュラチーム FEM

https://www.nagoya-fem.com

学生フォーミュラ日本大会

https://www.jsae.or.jp/formula/jp/

全種目完走後

2019 年度車両“FEM-17”

10

学生フォーミュラ日本大会 2019 での集合写真

祝

受賞

髙橋雅英 理事・副総長が
令和元年度高松宮妃癌研究基金学術賞を受賞！
12 月 23 日
（月）、公益財団法人高松宮妃癌研究基金は、令和元年
度高松宮妃癌研究基金学術賞受賞者を発表し、医学系研究科教授の髙
橋雅英理事・副総長が受賞しました。この賞は、がんの領域において
特に優れた業績を挙げた学者・研究者に贈られます。
授賞式は、2 月 21 日（金）に東京都内のホテルで挙行されました。
受賞対象となった研究業績

「がん細胞の浸潤・転移に関わる Girdin ファミリー分子の発見と機能
に関する研究」

贈呈式に出席した髙橋理事・副総長（写真左）

工学研究科 松田亮太郎 教授、山下 誠 教授が
第16回（令和元年度）日本学術振興会賞を受賞！
12 月 24 日
（火）、工学研究科の松田亮太郎教授、山下

誠教授が、日本の学術

研究の将来のリーダーとして期待される日本学術振興会賞を受賞しました。この
賞は、創造性に富み、優れた研究能力を有する若手研究者を見出し、早い段階か
ら顕彰することで、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することにより、我
が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させることを目的とし
ています。
授賞式は、2 月 18 日（火）に日本学士院において挙行されました。
受賞対象となった研究テーマ

松田教授 「ナノポーラス金属錯体による分子認識および捕捉機能に関する研究」
山下教授 「高反応性ホウ素化合物の創製とその特異な反応性の解明」

秋篠宮皇嗣同妃両殿下ご臨席のもと、里美
進学術振興会理事長より賞状を授与される
松田教授（上）と山下教授（下）

本学学生チームが「キャンパスベンチャーグランプリ」全国大会出場！
学生によるビジネスプランコンテスト「第 17 回キャンパスベンチャーグランプリ中部」（主催：日刊工業新聞社）で
大賞を受賞した、本学経済学部 水野菜々子さんら 4 人から成るチームのビジネスプラン「生活密着自己分析『Close
Ana』」が、2 月 17 日（月）に東京で行われた「第 16 回キャンパスベンチャーグランプリ」全国大会に出場しました。
また、中部大会では、情報学部 井上裕介さんらによるビジネスプラン「逆予約型サービス『KOOB』」も努力賞を
受賞しました。
◆中部大会大賞：生活密着自己分析『Close Ana』
経済学部経営学科 2 年 水野菜々子
経済学部経営学科 2 年 安藤篤輝
経済学部経営学科 2 年 杉山千紘
経済学部経営学科 2 年 山澤梨乃

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 3 2 2

◆中部大賞努力賞：逆予約型サービス『KOOB』
情報学部 コンピュータ科学科 3 年 井上裕介
工 学 部 マテリアル工学科
2 年 森田湧登
工 学 部 電気電子情報工学科 3 年 坂倉波輝
情報学部 コンピュータ科学科 3 年 荒井慶介
情報学部 人間・社会情報学科 3 年 田中亮丞
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no322.html
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九州・パラオ海嶺に過去 2000万年間の
連続的な堆積物があることを発見

－1973 年に掘削されたレガシー試料の再解析－

Point

Point

○九 州・ パ ラ オ 海 嶺 で 1973 年 に 採 取 さ れ た Site

○既 知のロドプシンとはアミノ酸配列が大きく

296 海洋コアは、黒潮の長期的な変遷を記録して

異なる、新規光情報伝達分子であるヘリオロ

いると期待されている

ドプシンの立体構造を決定し、通常のロドプ

○ Site 296 海洋コアに含まれるプランクトン化石を
再解析するとともに、ストロンチウム同位体比と
炭素・酸素安定同位体比を統合することで、年代モデルを再編したところ、
Site 296 海洋コアが過去 2000 万年間の海洋環境を連続的に記録した、北
太平洋における極めて貴重な試料であることが明らかとなった
○過 去 3000 万 年 間 で 最 も 温 暖 な 時 代 の 中 期 中 新 世（ 約 1600 万 年 前 ～
1160 万年前）の連続的な試料は貴重で、今後も活用が期待される
関係する本学の教員等

大学院環境学研究科

シンとは膜内での配向が逆転した構造を持つ
ことが明らかになった
○ヘリオロドプシンの細胞外側部分は疎水的なアミノ酸で塞がっており、イ
オンなどを通すことはできないが、レチナールの上には横穴が空いており、
レチナールの効率的な取り込みに重要であることがわかった
○本研究は、ヘリオロドプシンの生理的な役割の今後の解析に役立つととも
に、「ロドプシンの多様性」への理解を深めるものである
関係する本学の教員等

淺原良浩准教授

新機能素子の実現が期待される“磁気渦粒子”
磁気スキルミオンで、新たな構造を実現
Point

大学院理学研究科

内橋貴之教授

栄養飢餓耐性に寄与するがん代謝物
（オンコメタボライト）の発見
Point

○液晶と類似する磁気スキルミオンの構造を実現
○新しい動作原理を持つ次世代スピンデバイスの開
発や、新たなトポロジカル磁気構造体の発見に繋
がることが期待される

関係する本学の教員等

大学院工学研究科
長瀬知輝学部生
（当時） 川口由紀准教授 田仲由喜夫教授
未来材料・システム研究所 石田高史助教 桑原真人准教授
齋藤 晃教授

長尾全寛准教授

○低 栄養状態のがん組織において、栄養飢餓の
中でも特にグルタミンの欠乏が、がんの悪性
化に関わることがわかった
○が ん細胞がグルタミンの欠乏に対して特異的
にがん代謝物（オンコメタボライト）を蓄積
して飢餓耐性を獲得するメカニズムとともに、ある特定のがん代謝物が患
者予後に相関することを明らかにした
○本成果はグルタミン代謝異常をはじめとする栄養学の視点から、新たなが
ん治療法の確立の必要性を強く示唆するものである
関係する本学の教員等

大学院医学系研究科

島村徹平教授

五十嵐信行教授

絶対零度付近でボース・アインシュタイン凝縮
をした量子流体においてエネルギー輸送の
直接測定に初めて成功し、乱流の普遍則を観測
Point

初期宇宙で見つかった宇宙網

－銀河とブラックホールに恵みをもたらす宇宙の清流－

Point

○絶 対零度付近まで冷却され、ボース・アインシュ
タイン凝縮を起こした量子流体における運動エネ
ルギー輸送の直接測定に世界で初めて成功
○大きな構造から小さな構造へエネルギーが流れる、
エネルギー輸送に伴う乱流の普遍的な法則を実験で初観測
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新型の光応答性タンパク質である
ヘリオロドプシンの構造を解明

〇Ｘ線からミリ波にわたる幅広い波長に基づく多
様な観測を駆使して、地球から 115 億光年離
れた宇宙において、銀河と銀河を繋ぐように
400 万光年にわたって淡く帯状に広がった「宇
宙網」と呼ばれる水素ガスの大規模構造を初めて発見した
〇初期宇宙のあらゆる天体の源となったはずの大量のガスがこうした宇宙網
に蓄えられ、銀河や巨大ブラックホールに次々に供給されていることを示
唆する
〇過去の宇宙における銀河と巨大ブラックホールの形成や進化の過程を解明
する上で重要な成果といえる

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

高等研究院

大学院理学研究科

藤本和也特任助教

田村陽一准教授

魚類がお腹の子供に与える栄養素を解明！

－哺乳類が失った遺伝子を利用して胎生機構を獲得－

Point

光を用いた概日リズムの精密な調節
－概日時計の仕組み解明に新手法－

Point

○グ ーデア科胎生魚において、卵黄栄

○細 胞内の時計タンパク質のリン酸化に関

養タンパク質であるビテロジェニン

与 す る CKI タ ン パ ク 質 を 標 的 と し て 概

が、母親からお腹の子供に供給されていることを実証した
○ヒトを含む胎生哺乳類では、ビテロジェニンは遺伝子レベルで失われてい
るため、今回の研究により、胎生魚類が哺乳類とは違う仕組みでお腹の子
供を育てることが示唆された

日リズムのスピードを遅らせる化合物
（longdaysin）を改変し、光に応答して
活性化する化合物（DK359）を開発した
〇この化合物を用いることで、哺乳類の培養細胞やゼブラフィッシュにおい

○胎 生は、魚類でも哺乳類でも、
「赤ちゃんを産む」という点で同一の生命
現象に見えるが、働いている遺伝子やお腹で子を育てる仕組みには多様性
があると考えられる

て、概日リズムのスピードを精密に調節する（遅らせる）ことに成功した
○この発見により、概日時計のメカニズムの解明と疾患治療に向けた応用に
新たな道が拓けると期待される
関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院生命農学研究科

飯田敦夫助教

本道栄一教授

最古のオーロラ様現象記録
（紀元前 660 年前後）の発見

－アッシリア占星術レポートの解析－

Point

医農薬品の開発に朗報！

－有機フッ素化合物の新しいビルドアップ構築法－

Point

〇紀元前 8～7 世紀のアッシリア占星術レポートを解
析し、オーロラ様現象注 1) の記録を同定した
〇この記録は、紀元前 660 年前後に位置づけられた
〇この記録は、これまで知られていた最古のオーロ
ラ記録より 100 年前後古く、紀元前 660 年周辺の高い太陽活動レベルを
強く示唆している

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
廣田 毅特任准教授 伊丹健一郎教授 Florence Tama 教授
環境医学研究所 小野大輔助教

〇医 農薬品開発に極めて重要である有機
フッ素化合物対する新しい合成法の発
見
〇硫 黄を含む有機化合物を鋳型とした分
子のビルドアップ構築を実現
〇特定の位置にフッ素が導入された生物活性化合物の選択的合成に成功

関係する本学の教員等

三宅芙沙准教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所
Cathleen Crudden 客員教授

高活性な白金サブナノクラスター触媒の
創製と構造決定に成功

－白金使用量を低減した燃料電池への応用に期待－

Point

イネの収量に関わる遺伝子の同定

－機械学習を用いた遺伝子同定手法の開発－

Point

〇燃料電池の電極触媒に用いられる白金は希少な貴金
属元素であるために使用量の低減が求められてきた
〇数個から数百個の金属原子から構成される金属ナノ
クラスターの大量気相合成が可能となった
〇新しい合成手法により白金 6 量体を炭素基板に固定した担持触媒では酸素
還元反応（ORR）の質量活性が白金標準触媒に比べて 1.7 倍程度高いこと
を発見した
〇広域 X 線吸収微細構造（EXAFS）の測定と密度汎関数理論（DFT）計算と
から、担持白金 6 量体の構造が双四面体であることを明らかにした
〇燃料電池の低コスト化とその普及が期待される
関係する本学の教員等

シンクロトロン光研究センター

南保正和特任講師

〇日本で育成されたイネ 169 品種の収量に
関わる遺伝子を同定するため、機械学習
のひとつである主成分分析と、従来の遺
伝子同定法（ゲノムワイド関連分析）を
組み合わせることで、イネの収量を制御する遺伝子を同定することに成功
した
〇イネの収量増加に貢献すると期待できる。また、今後、本研究で使用した
解析手法を、イネ以外の作物にも応用することが可能である

関係する本学の教員等

田渕雅夫教授

生物機能開発利用研究センター

松岡 信教授

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.322
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がん免疫療法時の最適なステロイド剤
投与により生存率アップへ！
Point

女子生徒の進学を阻む要因は？

－保護者の男女平等度や性役割態度、
理系分野に対するイメージ分析から見えるもの－

Point

〇免 疫チェックポイント分子阻害剤を用いたが

〇
「平等主義的性役割態度スケール短縮版

ん免疫療法では、しばしば免疫関連有害事象

（SESRA-S）」で女子生徒の保護者の男女平

を発症する

等度と性役割態度を測定したところ、平等度

○こ の有害事象を抑えるために免疫抑制ステロ
イド剤が投与されるが、ステロイド剤が抗腫瘍免疫応答に与える影響につ
いてはあまり知られていない

の低い保護者はどの分野の進学にも否定的で、
女子生徒は進学全般について支援を得にくいことが示唆された
〇多くの保護者が理系分野への進学に賛成する理由として「就職に困らない

○ス テロイド剤が、選択的に脂肪酸酸化代謝経路を阻害することで CD8 陽
性記憶前駆 T 細胞への分化を抑えることを本研究で解明した

から」を挙げたが、少数ながら理系分野の進学に反対する保護者は理系分
野間で異なる否定的なイメージを持つことが示唆された
〇本研究の結果から、保護者の性役割態度の強さや理系への分野間で異なる
否定的イメージが、女子生徒の進学の障壁になる可能性が示された

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

西川博嘉教授

杉山大介特任助教

心不全治療薬の新規開発に期待！
－心不全のメカニズムを新たに解明－

Point

南﨑 梓研究員

赤錆を用いて水と太陽光から水素を製造

－太陽光水素製造システムの実用化に新たな一歩－

Point

〇心 不全をはじめとした心血管疾患は、世界中
で多くの死亡原因となっており、心不全の新
規治療法の開発が期待されている
○ PKN は MRTFA のリン酸化によりアクチンと
の結合を阻み、SRF を介した心不全関連遺伝子の発現を活性化しているこ
とが証明された
○ PKN が心不全の新たな病態の解明、治療の標的になることが期待される

関係する本学の教員等

大学院医学系研究科
室原豊明教授

素粒子宇宙起源研究所

〇光 触媒粒子の配列をナノからマイクロメート
ルのスケールにわたって揃えることで、電子
と正孔の流れがスムーズになる
〇粒 子界面に酸素空孔が生成することで電気伝
導性が向上するとともに、電子と正孔の分離が促進される
〇高温で加熱することによって、ヘマタイト内部に導入したチタンが表面ま
で拡散し、酸化物膜を形成することで電子と正孔の再結合を劇的に抑制す
る
〇上記を動作原理とし、太陽光と水を原料とする水素の安価かつ高効率な製
造につながる光触媒電極の開発に成功した
関係する本学の教員等

坂口輝洋客員研究者

天野睦紀准教授

竹藤幹人助教

未来材料・システム研究所

武藤俊介教授

貝淵弘三教授

世界初！窒化ガリウムで EV 車の駆動に成功

iPS 細胞を用いた研究により、精神疾患に
共通する病態を発見

－双極性障害・統合失調症の病態解明、治療薬開発への応用に期待－

Point

Point

〇窒 化ガリウム（GaN）パワー半導体を適用したト
ラクションインバータを開発
〇 GaN インバータをテスト車両に搭載し、EV 車の
駆動に世界で初めて成功
〇 GaN インバータは、従来の技術に対して 20 ％以上の損失低減が期待

関係する本学の教員等

未来材料・システム研究所

関係する本学の教員等

天野 浩教授

他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。
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○発症に関連するゲノムコピー変異（CNV）を
持つ双極性障害と統合失調症の患者から iPS
細胞を樹立し、特定の種類の神経細胞を作製
することに成功
○患者 iPS 細胞から作製した 2 種類の神経細胞（グルタミン酸作動性または
GABA 作動性神経細胞）で、共通して樹状突起長の短縮とシナプス数の減
少を確認
○患者 iPS 細胞を用いて、精神疾患に共通の病態の再現に成功、今後の精神
疾患の発症メカニズム解明と治療薬開発に期待

塩崎宏司特任教授

名古屋大学 研究教育成果情報

大学院医学系研究科

尾崎紀夫教授

久島 周病院講師

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

電流注入による世界最短波長深紫外レーザー
発振に成功

ヴァン・アレン帯の電子が加速される場所の
特定に成功

－ヘルスケア、計測・解析センシングへの応用を拡大－

－日米の 2 機の人工衛星と地上観測による国際協調観測－

Point

Point

○室 温 パ ル ス 電 流 注 入 に よ り 世 界 最 短 波 長

○これまでの人工衛星 1 機のみの観測では、

271.8nm のレーザー発振に成功

ヴァン・アレン帯のエネルギーが高い電

〇今回の成功のキーポイント；

子が、広い宇宙空間のどこで作り出され

①レ ーザーの光を閉じ込める層注４）に特別
な p 型層を用いて抵抗を下げたこと

ているか分からなかった
〇日米の複数の人工衛星と地上観測網による多点観測により、夕方側に局在

②欠陥の少ない AlN 基板を用い光散乱による損失を抑えたこと

する地球磁場の乱れによって、ヴァン・アレン帯のエネルギーが高い電子

③旭化成での最先端の薄膜結晶成長技術と名古屋大学での卓越したプロセ

が作り出されることを初めて発見した

ス技術・評価技術を融合させたこと

〇この発見は、ヴァン・アレン帯の電子や変化に関する予測精度の向上につ

〇今後、室温連続発振に向けて研究を加速し、実用化を目指す

ながり、衛星運用のリスクヘッジが可能になる

関係する本学の教員等

未来材料・システム研究所

関係する本学の教員等

天野 浩教授

笹岡千秋特任教授

宇宙地球環境研究所

三好由純教授

国際機構 辻特任教授のエッセイ

絶 賛 発 売 中！
国際機構 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、この
エッセイを文庫本にしたものを販売する
という新たな試みを始め、既に多くの方

にご購入いただいています。名古屋大
つじ あ つ こ
学生協、Amazon、丸善名古屋本店、 辻 篤子 特任教授
名古屋市科学館（ミュージアムショッ
プ）、正文館書店及びちくさ正文館書店、星野書店、
東海キヨスク（名古屋駅及び鶴舞駅）の一部店舗
…… と販路を拡大。近日中に第2巻も発行予定です。
ご興味がおありの方は是非、以下サイトや上記店舗
をご確認ください。

「名大ウォッチ」ウェブ版

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
27 AI 時代がやってくる

2

インターネット販売

11 大学の研究者が会社を興すとき

2

アマゾン

名大ウォッチ

No.322
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
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。

2020年3月

2020 年 3 月 16 日発行
編集・発行／名古屋大学総務部総務課広報室
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
バックナンバーは名古屋大学の HP でもご覧いただけます。

表紙のヒト

名古屋大学

チアーズ

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

松尾清一 国立大学法人東海国立大学機構機構長予定者／名古屋大学総長
名古屋大学医学部卒業後、渡米。名古屋大学大学院医学系研究科教授、医学部
附属病院長、学術研究・産学官連携推進本部長等を経て、2015 年 4 月に総長
に就任。医学博士。
4 月に発足する「国立大学法人東海国立大学機構」の初代機構長予定者として、
新たな組織においては、
「地域創生に貢献するとともに、国際的な競争力をも
同時に強化すること」を目標に掲げ、機能強化を図る重要性を強調している。

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html
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30 年前の入試改革と名大
名大では、1987 年度入試は全学部が連続方式のＡ

先日、名大の 2020（令和 2）年度一般入試（前期日程）
の合格発表がありましたが、今回が大学入試センター

日程でしたが、88 年度は経済学部のみＡ・Ｂ両日程

試験を一次試験とする最後の入試となりました。21

で実施しました。89 年度は、新規導入された分離・

年度入試からは、大学入学共通テストが始まります。

分割方式を採用せず現状を維持します。しかし、90

同じように元号が変わった 30 年ほど前にも、大き

年度には、文・教育・法・医学部が連続方式のＡ日程、

な入試改革が行われています。まず 1987（昭和 62）

経済・理・工・農学部が分離・分割方式の前期・後期

年度入試から、国公立大学の受験機会の複数化等のた

両日程と大きく変わりました。その後、91 年度に医

め、二次試験をＡ日程とＢ日程に分けて行う「連続方

学部、92 年度に文学部が分離・分割方式に移行、93

式」が実施されました。1989（平成元）年度からは、

年度からは全学部が分離・分割方式の前期・後期両日

これと併行して、二次試験を前期日程と後期日程に分

程になりました。

けて行うが、前期日程合格者は後期及びＢ日程の受験

この時期の国公立大学は、入試制度や大学ごとの入

前に入学手続を行う「分離・分割方式」が導入されま

試方法の目まぐるしい変更により、入試倍率の大きな

した。

変動が年単位で頻繁に見られ、名大も例外ではありま
せんでした。例えば経済学部は、86 年度は 2.7 倍でし

さらに、共通一次試験の改革が行われ、1990
（平成 2）
年度入試から現在の大学入試センター試験が始まりま

たが、連続方式Ａ日程となった 87 年度には 6.5 倍に跳

す。利用する教科やその配点を大学ごとに決める方式

ね上がり、Ａ・Ｂ両日程となった 88 年度にはさらに 8.7

が採用され、私立大学も試験を利用できるようになり

倍まで上昇しています。

ました。

BRIEF HISTORY OF NAGOYA UNIVERSITY

1

3

1
2

2

3

 大が初めて分離・分割方式を採用した、1990 年度入試の二次試験の様子。
名
名大前期日程一般入試の合格発表（2019 年 3 月 9 日）。名大は、08 年度に
は全学部が分離・分割方式の前期日程のみとなった。現在は、医学部医学
科の地域枠若干名のみが後期日程で行われている。
名大の学部別入試倍率（志願者数／入学定員数）。

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。

特定基金

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。

工学

ベンチャー

青色 LED

創薬

PhD 登龍門

理学

医学未来人材 アジア法律家

教育 70 周年

博物館

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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プロジェクト

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

減災館

文学 75 周年

数理科学

医学 150周年

エジプト

漕艇部

博士課程人材育成支援

■ 詳しくはホームページをご覧ください。
名古屋大学基金

保健医療リーダー

アクセスはこちらから︎

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

ITbM

附属学校

