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Q &A
先生に一問一答❶

わたなべ　せいいちろう
1990年東京大学大学院理学系研究科博士課程中途退学。山形大学
助手、名古屋大学助教授等を経て、2007年名古屋大学大学院環境
学研究科教授（現在に至る）。理学博士。専門は、惑星科学（惑星
系形成論）。はやぶさ2プロジェクトサイエンティスト。
趣味は、読書、ワイン、歴史探訪。

速く行きたければ一人で行け。 
遠くへ行きたければ皆で行け。

MyBestWord
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はやぶさ2の成功には、小惑星リュウグウに到着する
までの間に素晴らしいチームが出来上がったことがあ
りました。真にチームプレーが必要なのは、今まで経
験もしていないような遠い世界に向かうとき。長い行
程を共に歩めるチームを、歩みながらでも作っていく
ことが大切でしょう。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？
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小型衝突装置（インパクターまたはSCIともいう）に
よって、人工クレーターをリュウグウ表面に造ったと
き。運用状況から、なかなか成否が分からなかった中、
受信されたばかりの分離カメラDCAM3のアナログ
画像を運用室の解析用PCのディスプレイに映し出し
て拡大し、数人で目を凝らしていたとき、衝突で生じ
た放出物の輪郭が白い線として写っていることをこの
目で確認できました。やった。私はすぐに管制室にい
た衝突装置の開発責任者である佐伯孝尚さん（宇宙航
空研究開発機構(JAXA)）のところに走って知らせた
ところ、彼の目がたちまち潤んでいきました。生成さ
れた人工クレーターは直径18メートルもあり、同条
件の地上試験でできたクレーターの10倍近い大きさ
でした。これは、地球の8万分の1というリュウグウ
の超低重力によって、非常にゆっくり飛び出した砂礫
も遠くまで飛んだ結果です。この成果によって、太陽
系小天体のクレーターのサイズ頻度分布を使った年代
学が書き換えられることになりました。

A

Ⓠ 日本の探査機「はやぶさ2」のプロジェクトで、
これまで一番思い出に残っている出来事を
教えてください。

米国月惑星科学会議後の記者会見（2019年3月19日撮影）
左から、杉田精司氏、平林正稔氏、Ralph Milliken氏、Deborah Domingue氏、
本人、吉川真氏、津田雄一氏
画像クレジット：Lunar and Planetary Institute
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小惑星探査、特にサンプルリターン探査は、46
億年前の太陽系形成に関する他の手段では得られ
ない物証を手にできる方法です。困難で長大なプ
ロジェクトですが、思いもしなかった発見が得ら
れ、初期太陽系の歴史が垣間見えてきます。その
成果に触発され、新たな惑星形成論のアイディア
が生まれ、多くの室内実験や計算機シミュレー
ション、そして新たな探査計画が企画されます。
惑星科学は宇宙の進化と生命の進化をつなぐ鍵と
なる学問だと思います。リュウグウで見つかった
水は地球の海の起源を制約してくれるでしょう。
系外惑星は次々と発見されており、そのある割合
は海を持ち、生命が棲むものでしょう。新学術領
域「水惑星学の創成」では小惑星や氷衛星から生
命の起源や系外惑星までを水というキーワードで
体系化しようとしています。

A
Ⓠ 先生の研究の醍醐味は何でしょうか。

高度約6kmから見た小惑星リュウグウ。上側
が小惑星の南極方向。中央付近のクレーターは
ウラシマと名付けられた
クレジット：JAXA、東京大、高知大、立教大、
名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産業技
術総合研究所

先生の研究を
表す写真！

私は、2012年にはやぶさ2プロジェクトに参加
したとき、正直に言って、完璧な成功確率はかな
り小さいものと覚悟していました。たとえ打上げ
延期や探査途中の失敗によっても、それまでに積
み上げたことが無駄にならないようにやろうと考
えました。しかし、探査機の開発過程で、工学
チームの高い士気と理学検討を取りまとめるチー
ムの粘り強さを知り、困難やトラブルを乗り越え
て予定通り探査機を打上げて、さまざまな訓練も
こなすうちに、これは完遂できるぞと思い始めま
した。それでも、到着して岩だらけのリュウグウ
を眼前にしたとき、これは難しいと頭を抱えまし
た。これまでの訓練も通用しないかもと。しか
し、それまでの経験が培ったチームの対応力の高
さで、この難敵をねじ伏せ、2回のタッチダウン
を果たし、無事、試料を地球に持ち帰ることがで
きました。

A

Ⓠ はやぶさ2のプロジェクトで、今だから
言える、ここだけの話を聞かせてください。

まずは、はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウ表層
試料の分析を進め、太陽系初期や惑星のもとと
なった微惑星（リュウグウの母天体）に関する理解
を深めていきたいと思います。また、はやぶさ2
自体は、次の目的地に向かって10年以上の旅を
続けます。そこはなんと直径30メートルほどの
超小型小惑星、たった10分で一周するという超
高速自転天体でもあります。表面では重力より遠
心力が勝っていて、一体どんな形や構造をしてい
るか、岩体なのか凝集した砂礫なのかと興味は尽
きません。

A
Ⓠ 今後の目標を教えてください。

日本社会はある種の衰退期を迎えているという人
がいます。今般のコロナ禍は、それを加速させる
とも言われます。少なくとも、これから大きな変
化が起こる時代となるでしょう。その中で果敢に
人生を切り拓いていくには、自身の思考の深化・
独自性の追求と多様な人間関係・チームワークの
達成を、バランスさせながら進むことが大切で
す。ぜひとも大学時代にそれをスタートさせてみ
て。未来は可変です。わくわくしましょう。

A

Ⓠ 若い人たちに伝えたいメッセージはあ
りますか？

リュウグウにタッチダウンする「はやぶさ2」のイラスト　クレジット：池下章裕氏
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Q &A
先生に一問一答❷

うらた　まゆ
2011年名古屋大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了。博士

（情報科学）。同年、日本学術振興会特別研究員PD、名古屋大学 
大学院国際開発研究科助教を経て、2017年より現職。2017年よ
り総務省地域情報化アドバイザー、2019年より内閣官房IT総合
戦略室オープンデータ伝道師。趣味は、エレクトーン。

夢見ることができれば、 
それは実現できる

MyBestWord

浦
田 

真
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物事を“継続”するために大事だと思うのが、この
Walt Disneyの言葉です。未来をより具体的に想像
し、その夢や目標に向かって、継続的に取り組むこと
ができれば、何らかの成果を得ることができるのでは
ないでしょうか。研究においても、この“夢見ること”
ができるかどうかが、モチベーションの維持ややりが
いに繋がっていくと思います。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？
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情報通信技術を活用して社会課題を解決することで、
誰もが暮らしやすい社会をデザインすることを目指
し、実践的な研究を行っています。総務省の「地域情
報化アドバイザー」、内閣官房IT総合戦略室の「オー
プンデータ伝道師」（愛知県初）に任命され、自治体
や企業、地域コミュニティと連携し、社会情報学の視
点に基づいて、地域の活性化や情報化を促す研究をし
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？

小学生の時からコンピューターに興味があり、中学や
高校でもコンピューターの授業が好きでした。「情報
文化学」を学ぶことができる学部へ進学し、社会と情
報技術の関わりに興味を持つようになり、情報系の資
格試験やアルバイトを通じて、幅広い情報技術を身に
つけてきました。様々な学外活動にも参加し、多くの
ことを経験する中で、これらの経験を活かした仕事や
活動がしたいと思うようになり、研究職を目指すよう
になりました。この頃に経験した「実社会で情報技術
を活用する活動」が、今の研究に繋がっています。

A
Ⓠ 研究を始めたきっかけは？

一宮市ICT活用セミナーでは、職員約130名に対して自治体での取り組みを紹介
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総務省の地域情報化アドバイザーとして、鹿児島
県和泊町から派遣依頼が来た時はすごく驚きまし
た。メールで依頼が来たので、「和泊町」ってどこ
だろうと検索したら、なんと奄美群島の離島（沖
永良部島）でした。このような機会とご縁がなけ
れば、一生訪問することのない島なのではと思い、
思い切ってお引き受けし、バスくらいのプロペラ機
に乗って、沖永良部島へ行き、和泊町役場でオー
プンデータに関する講演やアドバイスをさせてい
ただきました。毎年、色々な自治体を訪問してい
ますが、和泊町への派遣が一番印象的です！

A

Ⓠ 先生は、内閣官房「オープンデータ伝道師」
などに任命され、新たなICTの実社会での
活用に向けて取り組んでいらっしゃいます。
印象に残ることがあれば教えてください。

休日は小学1年の娘の相手をしていることが多いで
す。出産後、暫くは、趣味のエレクトーンを弾いて
楽しむ余裕がありませんでしたが、最近は、娘が習っ
ている影響もあり、気分転換に、好きな映画音楽
等を演奏し、リフレッシュしています。また、時間
が取れる休日には、 娘に書道を教えていますが、
色々指摘すると娘の機嫌が悪くなってしまうので、
親子間で教える難しさを感じています。

A
Ⓠ 休日はどのように過ごされていますか？ 

リフレッシュ方法などあれば教えてください。

日本のデジタル化の遅れが問題視されています。
今後も、暮らしやすい社会を作るには、どのように
情報技術を活用していくべきなのか、産官学連携プ
ロジェクトを通じて、社会に貢献できる成果を示し
ていけたらと思っています。また、学内でも、博士後
期課程やポスドク等の若手女性研究者に対し、研
究のやりがいや魅力を伝えていきたいと思います。

A
Ⓠ 今後の目標や意気込みを教えてください。

実は、人前で話すのが苦手です。事前準備ができ
る講演や研修などは良いのですが、審査委員の講
評等は苦手なため、緊張で頭が真っ白になり、言
いたいことを上手く話せなくなってしまいます…。
近頃パネルディスカッションに登壇させていただく
ことがありますが、ご一緒する経験豊富な方々は、
楽しく、そして、分かりやすくお話されるので、自
分はもっとこういう言い方をすれば良かったなぁ…と
いつも反省しています。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせて 

ください。

オープンデータを活用した半田市観光案内スマートスピーカー
の実証実験

自治体職員向け写真オープンデータに関する勉強会を実施

様々な社会課題に対し、情報通信技術（ICT）を
適切に活用することで、それらを解決できたり、
対象とする利用者さんが喜んでくれたりする時で
す。フィールドでのヒアリング調査を通じて、利
用者視点での提案を行うようにしていますが、実
社会が対象ということもあり、様々な要因で上手
くいかない時もあります。その反面、利用者さん
にとても喜んでいただけたり、継続的に利用して
いただけたりなど、想像した以上の結果が得られ
ることもあるため、私達の分野は「実際にやって
みないと分からない」という面白さがあります。
また、研究活動として提案したことがそのまま実
社会の役に立っていることを実感できた時は、嬉
しい気持ちでいっぱいになります。

A
Ⓠ 研究が面白い！

と思った瞬間はどんな時ですか？

娘にとって初めてのエレクトーン発表
会では、私も演奏しました

先生の研究を
表す写真！
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短期日本語プログラム研修（NUSTEP）を開催

　2月10日（開講式）から24日（修了式）
までの13日間、名古屋大学短期日本語
プログラム研修（NUSTEP）を、オンラ
インで開催しました。
　このプログラムは、平成27年度から
開催を始め、今回で7回目です。
　今回の参加者は17名で、最終日に全
員が修了プレゼンテーションを行い、修
了証書を授与しました。
　参加者は、本学と学術交流協定を締
結する海外の大学に在籍する正規学生

（学部生）で、このプログラムに参加す
ることで、日本語学習、日本の伝統文
化体験、日本企業見学及び本学学生と
の交流等を通して、日本の文化・社会
の理解を深めてもらうこととしています。
また、本学の専門講義の受講やラボ見
学などを通じ、優れた教育・研究活動
を体験することも特色です。

●全てオンラインで実施
　過去6回は体験型プログラムとして開
催しましたが、今回は初めてオンライン
で実施することになり、不安の中で本
番を迎えました。開講にあたり、従来
の体験型のプログラムの特徴を生かし
て、渡日しなくても、オンラインならで
はのライブ感が得られるような工夫を凝

らしました。
　減災館からのライブ配信、キャンパ
スツアーの動画撮影と同時解説を行い、
名大にいるような臨場感が味わえるよう
にしました。また、外部から講師を招
いて落語や着付けの実演を行い、日本
文化に接してもらう機会を作りました。
このように、日本語を学ぶこと以外に、
本学学生との交流の場として、サークル
紹介なども行い、様 な々手段により交流
の機会を提供しました。受講者は、課
外時間にも「名大生とご飯を食べよう」
と呼びかけ、オンライン・ランチ会で学
生同士の交流が行われるなど、時間を
忘れて語り合う光景が幾度となく見ら
れ、距離感を感じさせないほどの絆を
体験してくれました。

●優秀な留学生獲得へ
　今回の試みが、本学と協定校との新
たな国際交流の礎となり、往来を伴わ
ないことがハンディではなく、新たな機
会と捉え、日本語教育の発展と学生同
士の積極的な交流を実践することがで
きました。
　この取り組みを契機に、今後は、多
くの優秀な留学生の獲得へと繋がって
いくことを期待しています。

サークル「怪踊乱舞」と受講生とで一緒にダンス

■国際機構国際言語センター

減災館からライブ配信
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立憲主義・市民権法に関する国際会議を開催

令和3年度大学入学共通テストが実施される

東郷フィールドの野菜を学生に配布

　1日14日、28日及び29日の3日間、立
憲主義・市民権法に関する2つの国際会
議を、オンラインで開催しました。
　1つ目は、ASEAN諸国における司法
の独立というテーマで開催したワークショッ
プです。「司法の独立の原則とは何か」
に加え、インドネシア、ミャンマー、カンボジア
及びベトナムが抱える課題に関する報告
があり、15ヶ国より約90名が参加しました。
　2つ目は、同センターが毎年開催する
年次国際会議です。市民権をめぐる紛争

を、各国及び国際アクターがどのように対
応しているのか、新型コロナウイルス感染
症が無国籍など脆弱な集団にどのような
影響を与えるかを議論しました。この会議
は2日間にわたって行われ、日本、台湾、
ベトナム、ネパール、ウズベキスタン及び
キルギスの市民権に関する報告があり、
12ヶ国より約100名が参加しました。
　同センターは、コロナ禍により、オンラインで
積極的に研究活動を実施しており、令和2
年度は、約20もの学術会議を主催しました。

　1月16日、17日の両日に、令和3年
度大学入学共通テスト（第1日程）が、
実施されました。このテストは、大学
入試センター試験に替わって導入され
たものです。全国の志願者数は、昨年
度より22,454名少ない535,245名でし
た。本学では、本学東山地区及び高等
学校の合計7会場で実施し、6,861名
が受験しました。
　新型コロナウイルス感染症の感染防
止のため、マスクの着用等の徹底や試

験室各試験室に飛沫防止用のアクリル
板を設置する等の対策を講じた上で、
試験を実施しました。
　また、1月30日、31日の両日には、
同テスト（第2日程）が、実施されま
した。このテストは、新型コロナウイ
ルス感染症の影響に伴う学業の遅れ等
を配慮し設定されたものです。本学の
東山地区では、第1日程の追試験受験
者を含め113名が受験しました。

　1月20日から2月24日までの間、学
生に、学内にある東郷フィールドで収
穫された新鮮野菜を無償配布しまし
た。
　この取り組みは、緊急事態宣言に
よって、アルバイトの時間短縮を余儀
なくされた学生を支援することを目
的に実施したものです。大学院生命農
学研究科の協力により、合計7回にわ
たり、延べ878名の学生に、大根、白
菜、芽キャベツ、ほうれん草を提供し

ました。また、昨年春に食料を寄附
していただいた方や株式会社Mizkan 
Holdings、レッドホースコーポレー
ション株式会社をはじめとする企業か
らも、お米、大根、カップ麺、鍋つゆ
やお菓子などの寄附をいただきまし
た。
　食料を受け取った学生からは、感謝
の言葉と共に笑顔が溢れていました。

年次国際会議のポスター

試験会場に向かう受験生（第2日程）

松尾総長の等身大パネルと共に

■法政国際教育協力研究センター（CALE）

■学生支援センター

東郷フィールドの新鮮野菜
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「標本に学ぼう！タネタネ大作戦」を開催

第4回東海スタートアップカンファレンスを開催

名古屋大学全学同窓会講演会を開催

　1月30日、2月13日の両日に、ワークショッ
プ「標本に学ぼう！タネタネ大作戦」を開
催しました。
　同館は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響により、臨時休館や人
数、時間制限が余儀なくされました。こう
した状況を踏まえ、このイベントは、「本
物」の標本に触れて学び、喜ぶ体験を
継続してもらおうと開催したものです。
　まず、「タネ」をテーマに、同館のタネ
標本を参加者に貸し出しました。

　参加者は標本を手にし、オンライン・ワー
クショップで標本の見方を学びました。そ
の後は、各自調査・研究を進め、質問に
は、「研究アドバイス会」という場を設け、
学生スタッフが対応しました。
　参加者からは、「最初送られてきた種
を見て虫みたいでビックリしたけど、調べ
てみると、すごく珍しい種なんだと知って、
貴重だなと思って嬉しかった」との感想が
ありました。

　 東 海 発 起 業 家 育 成 プ ログ ラム
「Tongaliプロジェクト」の一環で、「第
4回東海スタートアップカンファレンス～
スマートシティが拓く『NAGOYAの未
来』～」を、オンラインで開催しました。
　内閣府からの来賓講演「世界に伍す
るスタートアップ・エコシステム拠点
の形成について」の後、スマートシ
ティをテーマとした基調講演「With
コロナ時代のスマートシティのコミュ
ニティについて」と「スマートシティ

に関する世界動向」を行いました。後
半のパネルディスカッションでは、

「なぜ今スマートシティなのか？」や
「スマートシティの定義は？」などに
ついて、活発な議論が行われました。
　当日は、全国から民間企業や公的機
関などの方々、大学の学生・教職員な
ど200名以上の参加がありました。

　名古屋大学全学同窓会講演会を一般
社団法人学士会と共催で、オンライン
で開催しました。
　所　功京都産業大学名誉教授が、

「宮廷文化の再発見」と題して講演し
ました。講演は収録動画を配信し、所
名誉教授の挨拶と質疑応答は、ライブ
で行いました。
　講演では、平安時代から前近代、近
現代までの宮廷文化、皇室文化につい
て、資料も交えて詳しい説明がありま

した。各時代における特徴など具体的
なお話はとても分かりやすく興味深い
もので、宮廷文化に触れる貴重な機会
となりました。
　当日は、同窓生、教職員、在学生、
学士会員及び一般市民など約340名が
参加しました。

オンライン・ワークショップの様子

ライブ配信をしている会場の様子

講演会の様子

■博物館

■学術研究・産学官連携推進本部

■名古屋大学全学同窓会
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Meidai News

2
3 「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」説明会を開催

　アジアサテライトキャンパス学院が実施
する「アジア諸国の国家中枢人材養成プ
ログラム」の説明会を、モンゴルの関係
機関及び応募希望者を対象に、オンライ
ンで開催しました。
　まず、松尾総長から、東海国立大学
機構の設立、モンゴルにおける本学の活
動及び同プログラムの趣旨の説明をしまし
た。
　その後、エンフアムガラン ロブサンツェレン 
モンゴル国教育科学大臣、小林弘之

モンゴル国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 及び
オチルホヤグ バヤンジャラガル モンゴル
国立大学長から、モンゴル国における本
学の活動に対する謝意がありました。
　さらに、モンゴルのサテライトキャンパス
事業に参画する高井次郎教育発達科学
研究科長などが、同研究科の紹介やプロ
グラムの応募資格等の説明をしました。
　当日は約150名の参加者があり、コロ
ナ禍で活動が制限されている状況が続く
中での貴重な交流の機会となりました。

プログラム説明会の様子

■アジアサテライトキャンパス学院

ブレイクタイム

げんさいカフェ　シリーズ「東日本大震災から10年」を開催

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災から、今年で10

年を迎えます。毎月開催している「げんさいカフェ」では、減災

館の特別企画展「東日本大震災から10年—必ずやってくる南海

トラフ地震にどう備えるか」との連携企画として、東日本大震災

以降10年間を振り返り、将来の南海トラフ地震に備えを進める

ための取り組みについて知る企画を3回にわたり、オンラインで

開催しました。

　12月2日は、富田孝史大学院環境学研究科教授が津波への備

えについて、1月6日は、福和伸夫減災連携研究センター長が災

害の歴史及び南海トラフ地震対策の全体像について、3月1日は、

野田利弘同副センター長が地盤災害について、それぞれ最先端の

知見や国・自治体の対策などを紹介しました。また、ファシリテー

ターを務める隈本邦彦同センター客員教授との意見交換を通して

理解を深めました。

講演する富田大学院環境学研究科教授

第4回東海国立大学機構経営協議会を開催

　2月15日、第4回東海国立大学機構経営協議会を開催しました。

　会議では、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況、糖鎖生命コア研究所の設置、令和3年度予算案、中期目標・中期計画の変

更及び医学部附属病院の新型コロナウイルス感染症への対応等について審議・報告が行われました。

　次いで、松尾機構長及び森脇副機構長から第4期中期目標期間に向けた状況について説明があった後、活発な意見交換が行われました。

講演する福和減災連携研究センター長

げんさいカフェの様子
（左から隈本同センター客員教授、野田同副センター長）

9NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.333



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333 https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no333.html

　工学分野で国際的に優れた業績を挙げた個人や団体に贈られる「エリザベス女王工
学賞」の受賞者が発表され、発光ダイオード（LED）の開発と発展に尽力したとして、
赤﨑　勇特別教授・名誉教授が受賞しました。
　同賞は、2013年に創設以降、2年に一度受賞者を表彰しており、今回は5回目と
なります。

《関連URL》https://qeprize.org/winners/led-lighting

大学院医学研究科 伊澤俊太郎さんが 
第11回日本学術振興会育志賞を受賞

　大学院医学研究科博士課程4年（推薦時）の伊澤俊太郎さんが、第11回（令和2年度）
日本学術振興会育志賞を受賞しました。この賞は、将来、我が国の学術研究の発展に
寄与することが期待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰することを目的として、
平成22年度に創設されたものです。
　なお、今回は165名の推薦者の中から18名が受賞しました。 

受賞対象となったテーマ

　「視床下部MCH神経が誘導するレム睡眠中の記憶忘却」

《関連URL》https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/kettei.html

伊澤俊太郎さん

赤﨑　勇特別教授・名誉教授

赤﨑　勇 特別教授・名誉教授が 
エリザベス女王工学賞を受賞

西川博嘉 医学系研究科教授が2020 SITC Team Science Award
を受賞、またアメリカ科学振興協会（AAAS）のフェローに選出される

　米国がん免疫療法学会（Society for Immunotherapy of Cancer、SITC）は、
がん免疫療法の科学とその応用方法を発展させることにより、新しいがん治療をリー
ドする世界有数の学術団体で、功績が高く評価された会員・企業等に対し、5年毎に
記念の賞を贈呈しています。西川博嘉教授は、35周年記念賞“2020 SITC Team 
Science Award”をがん免疫学の創始者であるLloyd J. Oldの研究チームの一員
として受賞しました。

《関連URL》
https://www.sitcancer.org/funding/awards/anniversaryawards/sitc2020

　 ま た、 西 川 教 授 は ア メ リ カ 科 学 振 興 協 会（American Association for the 
Advancement of Science、AAAS）のフェローに選出されました。AAASは、

「Science」など多くの著名な学術誌を出版している世界最大級の学術団体で、各研
究部門において、功績が高く評価された会員に対し、毎年AAASフェローの称号が
贈られています。2020年は、Medical sciences部門で39名が選出され、同部門
での日本人の選出は西川教授のみでした。

《関連URL》
https://www.aaas.org/news/aaas-announces-leading-scientists-elected-
2020-fellows

西川博嘉教授
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腸管免疫で重要なα1,2-フコース修飾、 
その新たな標的タンパク質を発見！

2次元物質を用いた簡便薄膜作製法を開発
溶液1滴、30秒で機能性酸化物の 
ナノコーティングを実現

光依存的に環状ヌクレオチドを分解する 
ロドプシン酵素の構造を解明

核酸二重らせん構造に糖骨格は必要か？
～人工核酸の安定化の仕組みを解明～

ストレス・睡眠・体内時計を繋ぐ神経回路の 
発見

がん患者に優しい治療が可能な次世代型の
BNCT用加速器駆動中性子発生装置を開発

○ α1,2-フコースによる糖修飾は、腸内細
菌との共生や病原菌の排除に関与してい
る

○ α1,2-フコースによる糖修飾の標的とな
るタンパク質は知られていなかった

○ 本研究で、パネート細胞中の抗菌タンパク質CRS1のO-結合型糖鎖上に
α1,2-フコシル化が多く存在すると示された

○ α1,2-フコースなどの糖修飾がCRS1の抗菌性を調節し腸内環境を維持し
ている可能性が高く、このメカニズムを解明することで腸管免疫と関連す
る疾患の診断・治療への応用が期待される

○ 酸化物ナノシートなどの2次
元物質を、30秒程度の短時間
で基板上に隙間なく単層で配
列して、薄膜を作製する新技
術を開発

○ 単層膜作製の操作を反復することで、ナノシートを1層ずつ精密に制御し
て積み重ね、機能性酸化物の多層膜や超格子膜を構築

○ ナノシートを用いた各種デバイスの工業的製造を前進

○ 光に応答して環状ヌクレオチドを分解する
Rh-PDEの立体構造を解明した

○ Rh-PDEは8本の膜貫通ヘリックスからなる
ことを構造的に明らかにし、1本多いヘリッ
クスの果たす役割を解明した

○ 本研究は、ロドプシンファミリータンパク質
の多様性への理解を深めるとともに、これま
で考えられてきたロドプシンの定義を広げる
ものである

○ セリンやトレオニンの誘導
体を骨格にもつ人工核酸

（SNA お よ び L-aTNA） と
RNAとの二重鎖（ヘテロ二
重鎖）のらせん構造を明らかにした

○ SNAおよびL-aTNAは隣同士の残基で水素結合ネットワークを形成する
ことで立体構造を安定化していた

○ SNAおよびL-aTNAの立体構造情報に基づいた核酸医薬・ナノマシンの
デザインや人工生命の設計への応用が期待される

○ 体内時計の中枢の視交叉上核に存
在する抑制性神経がコルチコトロ
ピン放出ホルモン産生神経（CRF
神経）の活動を調節する

○ CRF神経の興奮によりオレキシン
神経が興奮し覚醒が誘導される

○ ストレスによる不眠や睡眠障害の新たな治療法の開発に貢献する研究結果
である

○ 先進性の高いリチウム封入
ターゲットと静電加速器を組
み合わせ、小型で正常組織へ
の影響が少ないクリーンな「次
世代型の加速器駆動中性子発生装置」を開発することに成功した

○ 予めホウ素薬剤をがん細胞に集積させたがん患部に、この装置を用いて中
性子を照射することで、がん患者や医療従事者に優しい「次世代のホウ素
中性子捕捉療法（BNCT）」を実現できる

大学院医学系研究科　橋口裕樹医員　藤城光弘教授　岡島徹也教授 未来材料・システム研究所　長田 実教授　施 越大学院生

大学院理学研究科　内橋貴之教授

大学院工学研究科　浅沼浩之教授　神谷由紀子准教授

環境医学研究所／大学院医学系研究科　小野大輔講師　山中章弘教授

大学院工学研究科加速器BNCT用システム研究講座
　土田一輝特任教授　鬼柳善明特任教授
大学大学院工学研究科　瓜谷 章教授　辻 義之教授
大学院理学研究科　清水裕彦教授
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オーロラの明滅とともに、宇宙から 
キラー電子が降ってくる

バソプレシンニューロンにおける小胞体ストレス 
は細胞死とオートファジーを引き起こす

認知症モデルマウスの超早期の認知機能低下を 
検出可能とする行動解析システムを開発

世界初！原子炉建屋コンクリートの放射線と 
熱による岩石化現象を解明

放射光を利用することにより熱電変換性能に 
関係する歪の観測に成功
―歪を利用した新たな熱電変換材料の開発に期待―

SARS-CoV-2感染のブースタータンパク質を発見！
COVID19パンデミックウイルスに対する創薬に 
つながる可能性あり

○ いろいろな大きさの淡い光が様々な周期で明滅
を繰り返す脈動オーロラと呼ばれるオーロラに
伴って、オーロラ電子の1000倍以上もエネル
ギーの高い電子が、大気に降り込むという新し
い理論を提案し、シミュレーションで実証した

○ この現象は、「宇宙のさえずり」と呼ばれる宇宙空間の電波（コーラス波動）
が磁力線に沿って地球側に伝わってくることによって起こるという仕組み
が明らかになった

○ また、JAXA「れいめい」衛星、NASA「SAMPEX」衛星の観測とも整
合的な結果が得られた

○ バソプレシン（AVP）ニュー
ロンにおいて小胞体シャペ
ロンBiPをノックダウンす
ると、AVPニューロンの小
胞体ストレスと細胞死を引
き起こすとともに、オートファジーが誘導される

○ 同時にオートファジーを阻害すると細胞死が加速することから、この過程で誘
導されるオートファジーは細胞死に対して保護的であることが明らかとなった

○ 小胞体ストレスに関連する多くの疾患に対する、新たな治療法の発見に繋
がることが期待される

○ 次世代型ADモデルマウス
の認知機能についてLD試
験、dPAL試験を用いて検
討したところ、比較的早期
な段階から認知機能が低下
していることが分かった

○ 認知機能評価法としてよく使われてきた水迷路試験では、有意な認知機能
の低下は確認できなかった

○ 原子炉建屋コンクリートの
放射線と熱による岩石化に
よって、強度が増大する現
象を発見した

○ コンクリートの砂の中の成
分（アルカリ長石類）とセメントの水和物（水酸化カルシウム）が反応し、
カルシウムアルミノシリケート水和物と呼ばれる岩石鉱物の前駆体を生成
して空間を充填して強度が増大する

○ 温度が高い場合にトバモライト（岩石鉱物の一種）が生成し、化学的安定
性が増大するとともに強度も増大する

○ 放射光による精密な構造解
析とスーパーコンピュー
ターによる大規模な結晶構
造のシミュレーションの組合せにより、熱電変換材料中に存在するわずか
な欠陥原子周辺の歪の観測に成功した

○ 製鉄所などの高温排熱を効率よく電気に変換することができるハーフホイ
スラー化合物の高い変換効率は、材料中の欠陥原子周辺の歪が関係してい
ることを世界で初めて明らかにした

○ “欠陥原子周辺の歪の制御”を利用した新たな熱電変換材料の開発が期待
できる

○ SARS-CoV-2 の受容体 ACE2 とは異な
る第2の受容体NRP1を発見

○ ウイルスのスパイクタンパク質がNRP1
と結合することをX線により構造解析

○ NRP1はウイルスの細胞への取り込みを
促進し、細胞間での広がりも促進するこ
とを発見

○ ヒト細胞でNRP1の阻害剤を用いるとウイルスの感染力を低下させること
ができた

宇宙地球環境研究所　三好由純教授 大学院医学系研究科　川口頌平大学院生
医学部附属病院　萩原大輔病院講師　大学院医学系研究科　有馬 寛教授

環境医学研究所　Saifullah研究員、医学部附属病院　溝口博之准教授　
環境医学研究所　山中宏二教授

大学院環境学研究科　丸山一平教授

曽田一雄名誉教授（研究当時：大学院工学研究科教授） 大学院理学研究科　山内洋平招へい准教授
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新しい分散型多数決アルゴリズムを開発
～センサネットワークの知能化に貢献～

大腸がん細胞の周囲で増える正常細胞の多様性を解明
～転移性大腸がんにおいてがん細胞の周囲環境を 
変える新規治療法の開発に期待～

環境変化に応じて遺伝子が空間配置を 
変化させ発現をONにする仕組みの解明

世界で初めて半導体ソフトエラーを引き起こす 
中性子のエネルギー特性を測定
～宇宙・他惑星などあらゆる環境での中性子起因ソフトエラー故障数を算出可能に～

周産期低酸素性虚血性脳症に対する 
Muse細胞の静脈内投与の治療有効性評価
～脳性麻痺の赤ちゃんに希望の光を 新しい治療法への挑戦～

健診データから分かったパーキンソン病の早期変化
―発症前から血圧やヘマトクリット、コレステロール 
が変化―

○ センサネットワークにおいて、それを構成
するセンサノード間での情報交換が2値（0
か1）に限られる場合に、多数意見を分散
的に決定するアルゴリズムを開発した

○ このアルゴリズムは、ネットワーク構造が、
強連結かつ平衡という性質を満たす場合に
は、ネットワーク構造の情報を使うことな
く、多数意見を決定することができる

○ 多数決アルゴリズムは、センサネットワークの知能化において不可欠な機
能であるが、本成果はそのための主要技術となることが期待される

○ がん細胞の周りには、線維芽
細胞と呼ばれるがん細胞とは
異なる正常細胞が増えること
が知られている

○ 今回、大腸がんの進行を促進
する線維芽細胞と、抑制する
線維芽細胞の2種類があることを発見した

○ 線維芽細胞においてがん促進タンパク質の機能を弱める、あるいはがん抑
制タンパク質を増やすことで、大腸がんの進行が抑えられる可能性が示唆さ
れました。本戦略が大腸がん肝転移の新しい治療法になる可能性を示した

○ DNAが3次元的にパッケージ
ングされた細胞核内で、外部
の環境変化に応じて遺伝子の
空間配置を変化させて発現をONにするメカニズムを解明した

○ 長年不明であった植物の細胞核の構造維持タンパク質がCRWN（クラウン）
であることを証明し、外部環境の銅濃度変化で、銅関連遺伝子の空間位置
が核膜近傍に移動し、CRWNタンパク質と結合することで遺伝子の発現が
ONになることがわかった

○ 遺伝子の空間配置を人為的に制御することで、環境変化に強い生物種を創
り出す技術開発に貢献することが期待される

○ 中性子のもつエネルギーごとの半導体ソ
フトエラー発生率を“連続的な”データ
として実測することに成功し、その全貌
を世界で初めて明らかにした

○ 光速に近い中性子の速度を測定可能にす
る超高速エラー検出回路を開発し、非常に広範囲なエネルギーの中性子に
よるソフトエラーの測定を可能とした

○ 宇宙ステーションにおける半導体信頼性の評価、半導体の材料レベルのソ
フトエラー対策、加速器によるソフトエラー試験、ソフトエラーの発生過
程シミュレーションへの適用などへの貢献が期待される

○ モデルラットに対して、免疫抑制剤を投
与することなくヒトMuse細胞の静脈内
投与を行い、受傷後5か月（ヒトの成人
に相当）もの長期間にわたる脳機能障害の改善効果を確認した

○ ヒトMuse細胞は、受傷後6か月の時点でも損傷したラットの脳に生着し
たまま残存し、神経細胞に分化していた

○ 投与後早期に脳内における興奮性脳伝達物質の産生やミクログリアの活性
化を抑制した

○ 本研究結果は、Muse細胞の点滴投与による新規治療法を開発する上で有
用な知見となる

○ パーキンソン病は、運動症状が発現する
10～20年前から非運動症状を呈し、早
期治療介入に向けて簡易な運動症状出現
前のバイオマーカーが望まれている

○ 運動症状発現前に、女性患者では血圧が
上昇し、男性患者ではヘマトクリット値、
コレステロールが低下することを明らかにした

○ 運動症状発現以前に、自律神経や貧血、代謝などの変化が始まっているこ
とが示唆され、アンケートなどによる前触れ症状の把握と合わせ、健康診
断による早期診断が期待される

大学院工学研究科　東 俊一教授 大学院医学系研究科　小林大貴大学院生　榎本 篤教授
　髙橋雅英名誉教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所ライブイメージングセンター
　佐藤良勝特任准教授

大学院工学研究科　鬼柳善明特任教授

医学部附属病院　鈴木俊彦病院助教　佐藤義朗講師　早川昌弘病院教授
　水野正明病院教授　清水 忍准教授　大学院医学系研究科　高橋義行教授

大学院医学系研究科　勝野雅央教授　横井克典大学院生
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分子内を歩き回る水素の姿を捉えた！
―化学反応の新しいルート「ローミング過程」の 
可視化に成功―

発光イメージングを用いてミュオンビームの 
分布計測に成功：ビームの精度管理や素粒子 
研究への応用に期待

産卵の痕跡が他のメスの産卵を妨げることを 
菌食性昆虫で発見
―竹の中で菌を栽培するニホンホホビロコメツキモドキにおける産卵場所の選択メカニズム―

偏光現象を利用し、粒子線照射による水の 
発光画像からチェレンコフ光の分離に成功
～粒子線がん治療の線量評価などへの応用に期待～

飛躍的に高強度化したセラミックス複合材料 
の開発とメカニズム解明に成功：次世代切削 
工具として応用！

生体内の高分子混雑に着目した新規の細胞 
モデルの創成に成功

○ 分子内を歩き回る水素原子の時間分解計
測により、分子内で起こる化学反応の新
しいルートである「ローミング過程」の
可視化に世界で初めて成功

○ 従来の予測より5桁も速く進行する脱励
起過程を発見

○ 燃焼反応における化学組成の予測精度向
上や新奇な化学反応の開拓につながる成果

○ 高輝度ミュオンビーム
を 水 に 照 射 し な が ら
CCDカメラでビームを
撮像することで、ミュ
オンが崩壊して生成する陽電子のチェレンコフ光イメージングに、世界で
初めて成功

○ プラスチックシンチレータに照射しながら撮像することで、崩壊前のミュ
オンビームのイメージングにも成功

○ 光計測を用いたイメージング法が、ミュオンビームの精度管理や素粒子研
究など幅広い分野へ応用されることが期待

○ 竹の空洞で幼虫が育つ昆虫ニホ
ンホホビロコメツキモドキの産
卵について調べ、竹の表面に作
られた産卵痕が他のメスの産卵
を抑制すること、その抑制効果
は産卵痕が古いほど強まること
を解明した

○ メスは、自分の卵が先に孵化する可能性が高い場合は産卵する一方、可能
性が低い場合は産卵を避けること、産卵痕の鮮度が産卵決断の鍵であるこ
とが判明した

○ チェレンコフ光は偏光し
ており、偏光フィルター
の方向を変えることで異
なる画像が得られること
を明らかにした

○ 粒子線照射により発生する水の微弱光は、偏光していないことを明らかに
した

○ 偏光フィルターの方向を変えて得られた画像を演算することでチェレンコ
フ光のみの画像を得ることと、チェレンコフ光のみの画像を用いて測定画
像から線量画像を得ることに成功した

○ 異種材料界面のミクロな
構造制御が材料強度の飛
躍的な改善に繋がる

○ 従来のセラミックス複合
材料の2倍以上の超高強
度複合セラミックス材料

○ 本材料を切削工具として応用した製品では、耐熱合金の切削加工において、
従来の切削工具に対し、2倍の高能率加工を実現

○ 複合セラミックス材料の開発の他、コーティング材料や積層材料への展開
にも期待

○ 二種類の水溶性高分子のミクロ相分離条件下で
DNAとリン脂質を共存させると、内部にDNA
を取込み、リン脂質の膜で囲まれた細胞内小器
官様の構造が自発的に生成することを発見した

○ この発見が元になり、細胞が自律的に複雑な構
造や高度な機能を生み出す機構の謎に迫る研究
に発展することが期待される

物質科学国際研究センター／大学院理学研究科　菱川明栄教授
大学院理学研究科　伏谷瑞穂准教授

大学院医学系研究科総合保健学専攻　山本誠一教授　平野祥之准教授

大学院生命農学研究科　宮崎雄太大学院生　土岐和多瑠助教 大学院医学系研究科総合保健学専攻　山本誠一教授　平野祥之准教授
　矢部卓也大学院生

大学院工学研究科物質科学専攻　松永克志教授　西 智広大学院生 大学院理学研究科　瀧口金吾講師
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暗い海に光をもたらす発光生物
―クシクラゲが深海性発光物質の生産者であること 
を発見―

究極的に細い原子細線からなる大面積薄膜を 
実現
～次世代の電子・エネルギーデバイス応用に期待～

○ 飼育実験によりクシクラゲ類の2
種がセレンテラジンを生合成で
きることがわかった

○ 本研究で用いたクシクラゲは、ゲ
ノム情報や遺伝学ツールも整備
されつつあり、セレンテラジン
の生合成研究における理想的な
実験動物となりうる

○ セレンテラジンの生合成経路が解明されれば、バイオイメージング分野へ
の貢献が期待できる

○ 3原子程度の究極的に細い構造を持つ遷
移金属モノカルコゲナイドの新たな合成
技術を開発し、その大面積薄膜の合成と
原子細線の束状構造などの形成、そして
それらの光学応答・電気伝導特性の解明
に初めて成功した

○ 一次元に閉じ込められた電子の特殊な性
質の解明や制御、微細な配線や透明で柔軟な電極、非常に小さな電力で動
く電子デバイスやセンサー、高効率なエネルギー変換素子などへの応用が
期待される

高等研究院　別所-上原 学特任助教 大学院工学研究科　蒲 江助教　竹延大志教授

2021年3月19日発行
編集・発行／名古屋大学管理部総務課広報室
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

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
（https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/
index.html）でもご覧いただけます。

No.333 2021年3月

編集後記

創刊号

　平成5年2月の創刊からこれまで、月に1度、本学

のニュースをお伝えしてきた名大トピックスは、

本号をもって終了いたします。

　今後は、大学のホームページ、SNSなどを通して、

多種多様な情報をタイムリーに発信してまいります

ので、ご活用くださいますと幸甚です。

　これまで名大トピックスをご愛読いただいた皆様

に厚く御礼申し上げます。

　28年間、ありがとうございました。

 名古屋大学管理部総務課広報室

（写真：53号表紙） （写真：132号表紙）

国立大学法人化から1年後、
全面リニューアル

（写真：143号表紙）

ビックニュースは、
特別号も発行

（写真：2015年2月特別号）

 撮影：Alexander Mahmoud 
 ©Nobel Media AB

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

特別号
2015年2月

全面リニューアル
（写真：296号表紙）

第20号からは読みやすく冊子のサイズを大きくした
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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

「おろし」か「颪
おろし

」か ― 「伊吹おろし」もう１つの謎 ―
　名大生に親しまれてきた旧制第八高等学校（八高）
寮歌「伊吹おろし」については、この連載の第219回
で前口上の謎を取り上げましたが、八高時代からの本
来の歌詞についても謎があります。
　その最たるものが、曲のタイトルにもなっている「伊
吹おろし」です。名大の『学生便覧』や『濃緑』（体
育会機関誌）では、タイトルも歌詞も「伊吹おろし」
です。しかし、この連載の第11回で紹介した、八高同
窓会の八高会が、1958（昭和33）年に八高創立50周年
を記念して鶴舞公園内に建立した歌碑では、タイトル
は「伊吹颪」、歌詞は「伊吹おろし」になっています。
八高や八高会が編さんした寮歌集でも、この使い分け
が多いようです。
　「颪」は難読漢字だから、歌詞ではひらがなにしたと
も考えられます。ただ、歌碑の歌詞は、他の難読漢字
にはふりがなをふってあるにもかかわらず、「おろし」
なのです。また、この歌を文中で表記する際、八高卒

業生を含めてほとんどの人が「伊吹おろし」と記します。
　八高で学び、この歌を作詞した中山　久氏は、その
40年余り後に歌碑が建立された頃、自筆の歌詞を残し
ています（写真4）。そこでは、タイトルも歌詞も「お
ろし」です。そのほかにも、1行目の「きえて」（歌碑
では「消えて」）、2行目の「流れ」（歌碑では「流」）など、
漢字やかな使いが異なっています。中山氏は、歌碑の
除幕式に招かれて参列しています。
　謎は解けないままですが、中山氏は『八高五十年誌』

（1958年）において、「私によって作られた「伊吹おろ
し」の歌は、とうに私から離れてとうにもう私のもの
では無くなっております。それは、四十年もの長いあ
いだを歌いつたえ、歌い育ててこられた旧八高の校友
諸兄のものになっておるのであります。」と書いていま
す。これから「おろし」と「颪」のどちらを選ぶかは、
歌い継ぐ名大生なのかもしれません。

1

1　�鶴舞公園内の歌碑。一番上のタイトルは「八高
寮歌伊吹颪歌碑」。

2　�歌碑裏側の碑文。こちらでは、「伊吹おろし」の
方が使われている。

3　�歌碑の除幕式（1958年9月）。写真2の碑文
には6月1日とあるが、これは「八高創立五十
年記念祭」が盛大に行われた日。名大瑞穂キャ
ンパス（旧八高校地）で挙行された記念祭の式
典には、勝沼精藏名大総長も出席している。

4　�作詞者中山　久氏の自筆歌詞（コピー）。歌碑
の建立に際して書かれたものと思われる。

5　�約450名が参加した復活第3回東海学士会寮
歌祭（2007年、名古屋国際ホテル）の一場
面。戦後、旧制高校の寮歌は、卒業生たちに
よっても長く歌い継がれた。

2

3

4

5

16


	表紙
	先生に一問一答①：渡邊誠一郎
	先生に一問一答②：浦田真由
	名大ニュース
	短期日本語プログラム研修（NUSTEP）を開催
	立憲主義・市民権法に関する国際会議を開催
	令和3年度大学入学共通テストが実施される
	東郷フィールドの野菜を学生に配布
	「標本に学ぼう！タネタネ大作戦」を開催
	第4回東海スタートアップカンファレンスを開催
	名古屋大学全学同窓会講演会を開催
	「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」説明会を開催

	祝　受賞
	研究成果情報
	編集後記
	ちょっと名大史

