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　２１世紀のCOEプログラムは、我が国の大学に世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成し、研究水準の
向上と世界をリードする創造的な人材育成を図るため、重点的な支援（研究拠点形成費補助金）を行い、もって、
国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進することを目的としている。
　研究拠点形成費補助金は、この学問分野別に評価を行い、主として研究面においてポテンシャルの高い専攻等が
世界最高水準の研究教育拠点を形成するために必要とする経費を専攻等の研究者からなる研究グループに対して補
助を行うもので、
　①　当該分野における研究上、優れた成果を挙げ、将来の発展性もあり、高度な研究能力を有する人材育成機能

を持つ研究教育拠点の形成が期待できるもの
　②　学長を中心としたマネジメント体制による指導力の下、個性的な将来計画と強い実行力により、世界的な研

究教育拠点形成が期待できるもの
　③　特色ある学問分野の開拓を通じて創造的、画期的な成果が期待できるもの
　④　２１世紀COEプログラムに行う事業が終了した後も、世界的な研究教育拠点としての継続的な研究教育活動が

期待できるもの
に対し、重点的支援を行うものである。
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「システム生命科学：分子シグナル系の統合」の研究

大学院理学研究科教授　町　田　泰　則　

　文部科学省は、２１世紀中核的研究拠点（COE）プロ

グラムとして、平成１４年度から５年間の計画で、本学

から提案した「システム生命科学：分子シグナル系の

統合」を受理し、この１０月から研究がスタートしまし

た。その研究計画を紹介します。

目的と特徴

　生命活動は、生体や細胞の中で起こっている種々の

生化学的な反応によって支えられています。このよう

な反応は、タンパク質やDNAなどの生体高分子の相

互作用によって制御されています。一つの生体や細胞

の中では膨大な組み合わせの生体反応が整然と起こっ

ています。例えば、生体が傷害を受ければ、傷害刺激

が細胞内へ生化学的な信号（シグナル）として伝えら

れ、それまで分裂を停止していた細胞の増殖が誘導さ

れ（つまり、増殖に必要な遺伝子の情報が呼び出され、

必要なタンパク質が合成され）、最終的に傷害部位が治

癒されます。それと同時に、傷害部位では、病原体の

侵入と感染が起こる可能性があり、その場合には免疫

系が動員され、病原体排除の反応が誘発されます。こ

のような応答反応は、細胞内のタンパク質などの種々

の分子間相互作用のネットワークにより制御されてお

り、動物でも植物でも見られる一般的な反応です。し

たがって、これらの制御の仕組みを解明することは、

基礎生物学の重要な課題となっています。

　本学の生命理学専攻は、これまでこのような分子シ

グナルネットワークの研究で世界をリードする業績を

挙げてきました。本提案の目的は、このような研究を

さらに発展させて、シグナルネットワークを統一的な

システムとして理解するための研究の世界的拠点をつ

くることです。そのため、�細菌、酵母、植物、動物

など多様な生物系における多彩な生命現象を分子ネッ

トワークという視点から解析し、多様な分子ネット

ワークの実体を解明すること、�そのネットワークの

代表的な構成因子について、一分子計測を含めて分子

間相互作用の実験的・理論的方法論の確立と解析を行

うこと、�複数のネットワーク間の相互作用やシグナ

ル経路の動的状態をシュミレーションできるような理

論生物学の基礎を作ること、�このような研究を推進

するために、さらに本プログラムの支援により若手招

聘グループを作り、それらから成る二つの中心的な研

究グループ（分子シグナルシステム学、生命システム

学）を開設する計画です。このような生命の統合的理

解をめざす研究は、将来の基礎生物学の重要な分野の

一つであろうと考えられます。さらに、これは生命現

象を予測できる学問であることから、その成果は、組

み換え食品や遺伝子治療といった最先端技術が抱える

予測困難な諸問題を科学的に解決する方途を提供する

と期待されます。

研究の組織

　この研究組織には、生命理学専攻のすべての研究グ

ループと遺伝子実験施設、生物分子応答研究センター

の一部のグループが参加します。この組織には、上記

したように、分子シグナルシステム学と生命システム

▲図１　組織図
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学の二つの研究グループを作ります（図１）。前者は、

最先端の技術を駆使してシグナル伝達系（図２）や遺

伝子発現系（図３）に関する実証的研究を、後者はこ

れらの分子ネットワークをシステムとして理解するた

めの理論的研究を中心に行います。それぞれには、生

命理学専攻の既設の講座から数名の教官が参加すると

 拠点リーダーのプロフィール ���������� 

まちだ　やすのり

　昭和２３年生まれ、昭和４７年

千葉大学理学部生物学科卒業、

昭和５３年名古屋大学大学院理

学研究科博士課程満了、昭和

５４年農学博士。平成元年名古

屋大学大学院理学研究科教授

就任。この間、米国ニューヨー

ク州立大学医学部ポストドク、

農林水産省植物ウイルス研究所研究員、京都大学大学

院理学研究科教授などを務める。

▲図２　病原微生物から生体を防御するシグナルネット
ワークのー仕組み（松本教授提供）

▲図３　シアノバクテリアの概日時計は「時計」遺伝子に
より制御されている（近藤教授提供）

同時に、若手研究者を招聘して独自の研究グループを

設けます。この二つの研究グループは、既設の研究グ

ループからの研究上のサポートも受けます。このよう

にして、すでにある研究グループと新しい若手グルー

プとの共同作業により、先鋭的な分子シグナルネット

ワークの研究を展開したいと考えています。
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「新世紀の食を担う植物バイオサイエンス」拠点形成計画

大学院生命農学研究科教授　水　野　　　猛　

プログラムの概要

　本研究拠点形成プログラムでは、地球上の循環的生

命活動の根幹をなす「植物」の本質にせまるため、名

古屋大学のアカデミックプランとしての生命科学分野

の一翼を担いつつ、植物バイオサイエンスを総合的に

展開します。また、単に基盤研究のみならず、食糧

（食）の質と生産性の向上を視野に入れた独創的展開

研究を展開します。さらに、学生の個性を伸ばしつつ

次世代の力を育てる実践的教育の実施を重視していま

す。

拠点形成の目的と必要性

　植物バイオサイエンスは我が国において推進すべき

重要な研究教育領域であり、国策としての分野別推進

学術領域の重点項目の一つに指定されています。また、

質の高い食糧の安定供給のための基礎として地球規模

で取り組むべき研究教育領域であります。植物バイオ

サイエンスの成果を基盤にして、量と質の両面から生

産性の飛躍的向上に繋がる革新的な植物の開発が期待

されており、これらを目指した次世代生命科学を押し

進めるための研究教育拠点の形成が急務であります。

一方、遺伝子組換え食品の安全性評価、食物アレルギー

の表示、特定保健用食品制度の導入など、食に対する

社会的関心と重要性が高まっており、これらの問題に

正面から取り組むためには植物科学と食科学が有機的

に連携した研究教育拠点の形成が不可欠であると考え

ました。このような背景のもとに提案した本拠点形成

の目的は、植物科学と食科学の連携による新しい視点

を取り入れた次世代型植物バイオサイエンスの展開で

あり、１）植物の営みを理解し、２）植物を育み、３）

病害から護り、４）食として活かすことを目指した一

貫した学術基盤の構築と知的財産を創造することであ

ります。

プログラムの実施計画

　本プログラムは、生命農学研究科の新進気鋭の若手・

中堅研究者（１６名）を結集したものであります。層の

厚い植物科学研究者、生物有機化学者に加え、食科学

の研究者の有機的連携を目指して組織しました。具体

的研究計画としては以下のような項目（例）を実施し

２１世紀COEプログラム
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ます。植物における充実したゲノム情報の利点を活用

して、遺伝子の機能およびタンパク質の構造と機能の

解明を中心にした植物ポストゲノムバイオサイエンス

を展開します。�植物の生長、生殖、老化の分子機構

の解明（植物の生産性や持続性のホルモンによる制御、

開花と結実の光周性を支配する生物時計「概日リズ

ム」）�植物成分の生合成と集積制御機構の解明（貯

蔵タンパク質、デンプン、アントシアニン色素などの

植物成分の、糖やホルモンに応答した集積制御、植物

細胞液胞膜の酵素、輸送体、イオンチャンネルの構造

と機能）�植物の感染防御機構の解明（オキシダティ

ブバースト系を中心にした植物の感染防御応答機構、

植物への微生物感染における宿主選択的な病原性発現

機構　�植物成分の食物としての生理作用とその作用

機構（抗酸化成分の探索と機能評価、タンパク質や低

分子化合物などの消化管からの吸収と動態　�植物が

作り出す有機化合物の構造や活性の解析。これらの成

果を有機的に統合しつつ植物バイオサイエンスの新展

開を推進し、世界的な研究拠点の形成を目指します。

プログラムと教育

　本プログラムにおけるもう一つの重要な目的は「次

世代を担う若手研究者の育成」であります。そのため

 拠点リーダーのプロフィール ���������� 

みずの　たけし

昭和２４年愛知県大口町生まれ。

昭和５２年名古屋大学大学院農

学研究科農芸化学専攻修了

（農学博士）。昭和５２年～昭和

５８年㈱三菱化成生命科学研究

所研究員。昭和５６年～昭和５８

年ニューヨーク州立大博士研

究員。昭和５９年～昭和６３年名

古屋大学農学部助教授。平成元年より教授。微生物か

ら高等植物まで幅広い生物を対象とした分子遺伝学、

分子生物学を専門とする。

に、まず本拠点推進メンバーが創造

的な研究を推進することにより大学

院生の規範となるように努めること

で実践的な教育環境を形成すること

を第一義に考えております。加えて、

大学院生の研究推進能力の啓発、視

野の広い学力と柔軟な思考力の養成

を目標として、�１大学院生に対し

て複数の教官から成る研究指導体制

の実施、� TA、RA、PD制度を取

り入れた大学院生に対する経済的支

援、�研究教育施設環境を計画的に

整備、�海外の優れた研究者を積極

的な招聘、�セミナー、特別講義な

ど、若手の研究者および大学院学生

の教育のためのプログラムを設定　�大学院生、PD、

若手教官の国際会議や海外共同研究先への派遣のため

経済的支援、などの具体的方策を講じながら教育の充

実を図ります。
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「物質科学の拠点形成：分子機能の解明と創造」

物質科学国際研究センター教授　関　　　一　彦　

　２１世紀COE形成プログラムの一つとして、大学院理学

研究科物質理学専攻・物質科学国際研究センター・化学

測定機器センターが共同して応募した標記課題が採択さ

れました。以下にその概要を紹介します。

１．拠点形成の経緯と目的

　この計画の母体である三組織の構成員は少数精鋭を揃

えた化学教室を形成し、物質科学の世界的拠点形成に向

けて努力してきました。平成７年度には化学分野のトップを

切って科研費COE形成研究に選ばれ、その成果に基づき、

平成１０年度より物質科学国際研究センターが発足しました。

また物質理学専攻は平成１２、１３年度に教育研究拠点支援

経費も受け、大学院教育を充実させて来ました。研究水準

の高さは、物質科学国際研究センター長の野依良治教授

が平成１２年に文化勲章を、平成１３年にはノーベル化学賞

を受賞したことにも現れています。他の構成員も、科研費特

定領域研究、未来開拓推進事業などの代表として活躍し

てきました。

　この計画では、これまでメンバーが多くの面で世界を先導

してきた分子機能の解明と創造に主題を設定し、化学を中

心とした物質科学の分野での世界的な研究・教育の拠点

を形成することを目指します。

２．研究の展開

　有機物質や、一部の無機物質では、原子が集まって分

子という中間的な単位を形成し、さらに分子が集まって多様

な集合体、固体、液体などを作ります。このような多彩な面を

持つ分子性物質は、種 の々有用な機能を持ちます。薬理作

用や色素の色はもっとも身近なものでしょう。この拠点形成

では、学内からの協力教官も加え、次の三主題について、分

子の機能を解明し、創造する研究を展開します（○は責任

者、＊は協力教官）。

�　精密化学・分子触媒の反応設計（○巽、野依、北村、

渡辺、舟橋、高木、大熊、柏原＊、早川＊、斎藤＊）

　化学者の長年の努力により、分子をかなり意のままに合成

できるようになって来ています。我 の々グループには、多くの

世界的水準の合成化学者が属し、分子を自在に作れるよう

に研究を進めています。これを更に推進し、右手、左手の関

係にある分子を、触媒の働きをする分子（分子触媒）を使っ

て作り分ける「不斉合成」、酵素のモデルとなる物質の合成

２１世紀COEプログラム
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 拠点リーダーのプロフィール ���������� 

せき　かずひこ

昭和２２年芦屋市生まれ。昭和
５０年東京大学大学院理学系研
究科化学専攻修了。同年理学
博士。日本学術振興会奨励研
究員、同特別奨励研究員を経
て、昭和５３～６３年分子科学研
究所助手。昭和６３年～平成３
年広島大学理学部物性学科助
教授。平成３年名古屋大学理
学部化学科教授。平成７年同
大学院理学研究科教授。平成１０年より同物質科学国際
研究センター教授。この間昭和５８年にドイツ電子シン
クロトロン研究所（DESY）に留学。専門分野は機能
性有機固体・薄膜およびその表面・界面の構造、電子
構造の電子分光、Ｘ線分光等による研究。

などの研究を展開していきます。また、野依良治教授はこの

グループでの研究を行うと共に、特別チーム「野依分子触

媒研究ユニット」なる特別チームを率い、新たに建設される

「野依研究センター（仮称）」を拠点に、産官学連携、国際共

同研究、社会的活動等を積極的に展開します。

�　物性化学のフロンテイア（○関、篠原、今栄、阿　

波賀、大内）

　分子性物質の中には、固体や薄膜の状態で有用な材料

としての性質を示すものが多くあります。この拠点形成研究

では、カーボン材料を用いたナノ電子デバイス開発、ナノ

メートルレベルからマクロにわたる新規分子磁性対、機能性

分子集合体の構築と評価、電子機能性物質の電子構造の

解明などの研究を展開します。

�　化学の視点を貫く生命科学（○上村、渡辺、遠藤、

大峯、巽、小谷、吉久、有本、斎藤、西川＊、吉田＊）

　生体は多くの分子から構成されており、生体機能は分子

の示すもっとも高度な機能と言えます。このような生体の機

能を分子のレベルで理解し、制御すること、あるいは生体に

働きかける分子を発見し、その作用を解明することは、社会

的にも大きな意義をもつ研究です。本拠点形成研究では、

人工酵素の開発、細胞内での蛋白質の機能制御やシグナ

ル伝達の解明、天然生理活性物質の解明などを行っていき

ます。

３．研究体制、若手育成体制の構築

　本チームは精鋭の集団であることを特徴としますが、研究

の多様性の確保、量的な存在感の確保などを視野にいれ、

学内協力教官の参加を求めて研究を展開します。また、野

依分子触媒研究ユニットを始めとして、産官学連携等による

成果の社会還元を行っていきます。

　また、博士課程後期の大学院生、博士研究員などの若

手研究者育成にも意を注ぎ、RAへの雇用による研究の活

性化・経済支援、海外への派遣（学会発表、共同研究先へ

の滞在など）、若手研究者が中心となって組織する研究集

会の開催などを通じて、名古屋大学憲章にも謳われた「勇

気ある」研究者の育成に勤めます。

　さらに、国際交流の促進とそれによる若手の国際的視野

の獲得をめざして、外国人研究者の招聘と滞在中の教育

への関与、海外からの入学の促進などの施策を実施します。

　この他、種 の々研究教育支援体制充実、情報環境や評

価改善体制の整備などを行い、化学を中心とした物質化学

の世界的研究・教育拠点を構築して行きます。
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「自然に学ぶ材料プロセッシングの創成」

大学院工学研究科教授　浅　井　滋　生　

　中核的研究拠点（COE）形成プログラムに基づき、

平成１４年より５年間の計画で「自然に学ぶ材料プロ

セッシングの創成」をテーマとして研究活動を開始し

た。その研究と教育の計画概要を紹介する。

本拠点の目的と特徴

　本拠点では、「名古屋大学学術憲章」に掲げられた

「世界屈指の知的成果」を産み出すとともに、材料工

学の分野において「若き賢人集団」の育成と「継続的

発展」を目指す。

　自然界には生物、無生物を問わず「自然の摂理に則

り」生み出された優れた機能を有する構造が見られる。

自然界の造形物の特徴としては、�無機・有機界面構

造、�階層構造、�複合機能構造、�代謝・情報構造

を挙げることができる。これら造形物が有する固有の

構造やその形成過程から啓示を得て、人間生活に有用

な材料を人工的に製造するプロセスを創成することを

目標に、４つのサブグループにおいて本研究を推進す

る。

�　無機・有機界面構造形成プロセス

　（河本、竹田、高井、小林の各教授）

�　階層構造制御プロセス

　（松下、八島、岡本、金武、関の各教授）

�　複合機能構造形成プロセス

　（森永、浅井、平野、石川、興戸、香田の各教授）

�　代謝・情報構造形成プロセス

　（武田、入谷、田川の各教授）

　また、若手人材育成及び研究補完の観点から、重要

課題を集中的に研究推進するためのオープンクラス

ター制度や、教員、非常勤研究員などへの任期制の導

入により研究の活性化を図る。さらに、海外からの客

員教授や客員研究員の招聘、若手研究者の海外派遣、

国際シンポジウムの開催等を通して、世界に通用する

研究者の育成に努める。学術の成果については、評価

を著名な外国人研究者を加えた外部評価委員会に委ね、

国際的レベルでの評価を受けてその客観性を確保する。

　本研究の成果は機能材料に関するナノプロセス工学

の分野の学術に自然の叡智を吹き込んだ新たな展開を

記すのみならず、大量エネルギーを消費する今日の構

造材料製造プロセスを新しい視点で省エネルギー、環

境に適合した方向へ転換させることが期待できる。

教育実施計画

　大学院博士課程学生を対象に５つのプログラム（研

２１世紀COEプログラム
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あさい　しげお

昭和４１年名古屋大学工学部鉄

鋼工学科卒業、昭和４６年名古

屋大学大学院工学研究科博士

課程満了。同年名古屋大学助

手（工学部）に採用。昭和４７

年工学博士。同年～昭和４９年

までアメリカ合衆国ニュー

ヨーク州立大学留学。昭和５４

年助教授。昭和６２年グルノーブル大学客員教授。昭和

６３年教授に昇任、現在に至る。この間、平成１０年４月

～１２年３月　名古屋大学評議員を務め、平成１３年から

は難処理人工物研究センターセンター長。

究奨励費プログラム、研究助成プログラム、ロッジン

グ国際セミナープログラム、海外派遣プログラム、外

部評価プログラム）を重点的に実施し、材料系、化学

系毎の各自の専門分野を越えた広い視野を持ち、世界

をリードする創造的若手研究者を養成する。

　本COEプログラム終了後は、学内に設置される高等

研究院および若手研究者交換（留学）プログラムの優

遇措置の活用、競争的資金に伴う間接経費と総長の裁

量経費の重点配分による教育プログラムの継続を図る。

研究の方策

　本拠点では前述した４つのサブグループにおいて本

研究を推進する。また、産・官との共同研究及び社会

人ドクターの受け入れにも努める。

　産業に益する本拠点の研究成果は積極的に知的所有

権とし、各種競争的研究資金の獲得により経済資源の

確保に努め、本拠点の継続的発展に資することとする。

COE形成専攻

工学研究科

　材料プロセス工学専攻

　応用化学専攻

　物質化学専攻

　分子化学専攻

　生物機能工学専攻

　材料機能工学専攻

　物質制御工学専攻



１０

「先端プラズマ科学が拓くナノ情報デバイス」

大学院工学研究科教授　菅　井　秀　郎　

　文部科学省の「平成１４年度２１世紀COEプログラム」の

情報・電気・電子分野の拠点の一つとして、本学大学院工

学研究科の電気情報系から提案した「先端プラズマ科学

が拓くナノ情報デバイス」が採択されました。その研究教育

計画の概要について紹介します。

拠点形成の目的と特色

　２１世紀の高度情報化社会を支えるには、超高速・大容

量・低消費電力の情報通信技術の開発が不可欠です。そ

の開発の鍵は、ナノ構造を利用するロジック、メモリ、ディス

プレイ、センサ等の情報デバイス（ナノ情報デバイス）の創

出にあります。プラズマプロセスは優れたナノ構造形成技術

であり、現在のLSI 製造工程の約半分に利用されています。

しかし、プラズマは制御が難しく、経験則から脱皮した科学

に基づく技術が強く望まれています。

　このような背景のもとに、我 は々拠点形成の目的を次の３

点におきます。第１に、プラズマ科学の学術基盤を強化し、

洗練された新しいナノプロセス技術（スマートプロセス）を開

発します。第２に、この技術を拠点メンバーが実績をもつ各

種デバイスに応用し、高機能ナノ情報デバイスを開発し、そ

れらを集積化した情報システムへの展開をはかります。第３

に、本拠点の最先端の研究開発を通して、優れた若手研

究者を育成します。

　本拠点は、プラズマ、デバイス、システムという異分野の研

究者が連携してナノ情報デバイスの創出をはかるもので、

世界的にみても特色ある拠点の形成をめざしています。

拠点の組織と全体像

　拠点の中核となる専攻は電気工学専攻であり、それに４

つの専攻、２つのセンターの教官が組織に加わります。下の

図は本拠点の全体像をTree（樹木）の形に表したもので、

事業推進担当者は１８名からなります。

拠点の組織
電気工学専攻、電子工学専攻、電子情報学

専攻、量子工学専攻、情報工学専攻、先端

技術共同研究センター、情報メディア教育

センター

事業推進担当者（１８名）
　拠点リーダー：菅井秀郎（電気）

　プラズマグループ：

　　菅井秀郎（電気）、後藤俊夫（量子）

　　門田　清（電子）、河野明廣（電子）

　　堀　　勝（量子）、豊田浩孝（電気）

　　佐々木浩一（電子）

　デバイスグループ：

　　水谷照吉（電気）、澤木宣彦（電子）

　　綱島　滋（電子）、水谷　孝（量子）

　　岩田　聡（先端研）、藤巻　朗（量子）

　　丹司敬義（電子）

　システムグループ：

　　毛利佳年雄（電気）、大熊　繁（電子情報）

　　高木直史（情報）、片山正昭（情報メディア）

２１世紀COEプログラム
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すがい　ひでお

昭和１９年宮城県古川市生まれ。

昭和４６年東北大学工学研究科

博士課程電子工学専攻修了、

工学博士。昭和５１年に東北大

学から名古屋大学に移り、昭和

６２年から教授。この間、プラズ

マ物理およびプラズマ応用の

基礎研究に従事、特に、材料プ

ロセス用のプラズマ生成・診断・制御の研究および反応

機解明を進める。１９９７年プラズマ・核融合学会賞、１９９８年

STS Award、２００２年プラズマ材料科学賞受賞。

世界的拠点形成のための方策

　プラズマ、デバイス、システムという異なる分野の研究者

の統合拠点という特色を生かすため、研究教育システムの

再編を行って研究の活性化をはかります。すなわち、単一研

究室で独立して進めるのが通例であった研究教育を、複

数の研究室が連携して進めるグループ制に改編します。そ

して、上図のように、プラズマ、デバイス、システムの３つのグ

ループ内の基盤研究に加えて、３グループを横断して進め

る連携研究を推進します。

　さらに、海外のトップレベルの大学・研究所との交流、優

れた研究者の招へい等を行って国際連携を推進し、また、

社会連携を強めるため、民間から客員教授を招いたり、積

極的に社会人DCを受け入れる努力をします。

　研究面では、まず、プラズマの学術基盤を強化し、この基

礎研究をベースに、微細加工・極薄膜の低損傷・高品質界

面形成等を可能にする洗練されたナノプロセス技術（ス

マートプロセス）を開発します。次に、この技術を情報デバイ

ス作製へ応用するため、上図のように、６つのデバイスに関

する連携研究を進めます。すなわち、スピンストレージデバイ

ス、高温超伝導デバイス、超高速量子デバイス、GaN系デ

バイス、有機電子・光デバイス、カーボンナノチューブデバイ

スの各 に々関して連携研究を進めます。作製したデバイス

のナノ構造の評価も行いながら、最終的にはハードウエアア

ルゴリズムや知能化の概念を導入

し、集積化したナノ情報デバイスシ

ステムへ展開します。

教育・若手育成に向けた取り組み

　本拠点では、博士後期課程学

生・助手・ポストドクからなる若手

フォーラムという新しい組織をス

タートさせます。ここでは、研究室の

枠を超えて若手研究者が交流し、

自由な発想で研究プロジェクトを

立案、決定、実施します。一方、大

学院生に広い視野をもたせるため

に、工学研究科のダブルメジャー

制を堅持・強化し、さらに、拠点の

基盤研究と連携研究を軸として複数指導教官制の拡大を

はかります。また、原則として全ての博士後期課程学生を

RAに採用し、国際会議発表の渡航費補助等の経済的支

援を行い、創造研究奨励賞を設け、優れた若手研究者の

育成に力を入れます。
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「社会情報基盤のための音声・映像の知的統合」の研究活動

大学院工学研究科教授　末　永　康　仁　

　平成１４年度「２１世紀COEプログラム」において、

本学から申請されたプログラム拠点名：「社会情報基盤

のための音声・映像の知的統合」が情報・電気・電子

分野で採択されました。このプログラムは、工学研究

科　末永康仁教授をリーダーとする「知的メディア統

合」の研究拠点を形成し、世界でもトップレベルの教

育研究を推進するものであり、期間は、今年度から平

成１８年度までの５年間が予定されています。ここでは、

その概要と特徴を紹介します。

　「知的メディア統合」研究拠点では、音声や映像な

どのメディア情報の統合的な処理に関する研究を推進

します。人間は、日頃現れる様々な情報に対して、あ

らゆる種類の感覚器官を駆使してその意味を理解して

いますが、本拠点では、その代表的機能である「聞く

技術」（音声メディア処理）と「見る技術」（映像メ

ディア処理）を融合することにより、知的なメディア

処理機能を実現することを目指します。メディア情報

処理は、コンピュータと人間のインタフェースという

意味で社会情報基盤の根幹技術であり、それを高度化

することは、社会生活の利便性や快適性、安全性の向

上をもたらすことが期待されます。

　メンバーは、工学研究科情報工学専攻を中心に、電

子情報学専攻、計算理工学専攻、人間情報学研究科社

会情報学専攻、難処理人工物研究センター、情報メディ

ア教育センター、情報連携基盤センターに所属する情

報科学を専門とする教官によって構成されています。

また、平成１５年度概算要求中の情報科学研究科メディ

ア科学専攻には、音声・画像・認知の研究グループが

統合される予定になっています。これらのグループは、

「平成１１年度選定COE統合音響情報研究拠点」、「医用

画像処理」、「三次元自由視点テレビ」など、音声・画

像情報処理に関して卓越した研究成果を蓄積していま

す。本プロジェクトでは、それらを融合し発展させる

ための高度な研究・教育を行います。

　一口に「メディア」といっても、それにはいろいろ

な種類が存在します。世界中の研究グループが対象と

するメディアはそれぞれ異なっており、　そのための

処理方式もメディアの種類ごとに提案しているのが現

状であり、それらを比較することは容易ではありませ

ん。「知的メディア統合」拠点では、実世界上の多様

なデータ、例えば、画像情報付き音声言語データ、自

２１世紀COEプログラム
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すえなが　やすひと

１９７３年４月～１９７７年１月　電

電公社　武蔵野通研　画像通信

研究部にて画像認識生成の研

究に従事。１９７７年２月～１９８１

年１月　電電公社　横須賀通

研　大和特別研究室にて画像

認識生成の研究に従事。１９８１

年２月～１９８３年１月　電電公

社　横須賀通研　企画管理室にて会話型画像認識生成の

研究に従事。１９８３年２月～１９８５年２月　電電公社　横須

賀通研　画像通信研究部にて人物像の認識生成の研究

に従事。１９８５年３月～１９８６年３月　米国MITメディア

研究所にて人物像の認識生成の研究に従事。１９８６年４

月～１９９７年１月　NTTヒューマンインタフェース研

究所にて人物像の認識生成の研究に従事。１９９７年２月

～現在　名古屋大学　工学研究科　計算理工学専攻にて

３次元人物像処理の研究に従事。

動車交通やスポーツといった複数の人間と周囲の状況

との間で生じる実データ等を収集します。その上で、

共通の課題を設定し、他の研究機関も参加可能な競争

評価を国際的に実施します。

　本拠点では、プロジェクトを通じた多彩な研究教育

プログラムを設け、若手研究者の育成を図ります。大

学院生をRAとして雇用しプロジェクトへの参加を推

奨するとともに、競争的評価を導入してインセンティ

ブを高めます。また、ソフトウェア技術、英語論文作

成技術、プレゼンテーション技術等のセミナーを開催

し、先端的ソフトウェアの配布や国際学会での発表を

支援します。

　「知的メディア統合」研究拠点では、データの共同

利用や研究者の人的交流を通じて国内外の研究機関と

の連携を図り、プロジェクトメンバーの一致協力のも

と、メディア情報処理の研究・資源・評価に関する世

界的な拠点としてトップレベルの役割を果たしていき

たいと考えています。
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「統合テクスト科学の構築」

大学院文学研究科教授　佐　藤　彰　一　

　このたび２１世紀COEプログラムに文学研究科から

申請した「統合テクスト科学の構築」が、人文科学部

門で採択されました。このプログラムは、人間の表現

行為をすべからく「テクスト」の概念でとらえ、文字、

図像、儀礼所作など「テクスト」形態の差異を越えて

通貫するコミュニケーション行為の「一般文法」を解

明することを究極の課題としています。文字言語、音

声言語は、細部については様々な議論があるにせよ、

基本的に文法という分節体系が確立していますが、図

像や身体のパフォーマンスによって表現される儀礼現

象などは、イコノグラフィーや記号論的解読の試みは

模索されてはいるものの、分節化の確たる規範と体系

が見出されていないのが現状です。繰り返しになりま

すが、その発見が私どものプロジェクトが追い求める

「聖杯」です。

　計画の推進にあたって、個々の研究課題や研究集会

のテーマに応じて、文学研究科の内部や学内外に広く

人材を求めて協力してもらうつもりですが、中心とな

る推進担当者として名を連ねているのは、以下の１５名

の教官です。プロジェクトを推進する各部門とそれぞ

れの担当者の名前を敬称略で紹介しますと、史料部門

（佐藤彰一、江村治樹、稲葉伸道、周藤芳幸）、思想

部門（阿部泰郎、和田壽弘）、文学部門（高橋亨、松

澤和宏）、図像部門（宮治昭、木俣元一）、音声・身体

部門（和崎春日、嶋田義仁）、言語部門（天野政千代、

釘貫亨、町田健）となっています。それぞれの部門が、

本年度と来年度から成る第１クールで取り組む研究課

題は、「統治と文字記録」（史料）、「作者とテクスト生

成」（文学）、「テクストジャンル発生論」（思想）、「テ

クストとしての図像の存在構造」（図像）、「儀礼的パ

フォーマンスの記号的位相」（音声・身体）、「言語と

図像．身振り記号の関係」（言語）です。

　研究推進にあたって最も重視しているのは、国際的

スタンダードをクリアすることと、成果の海外発信で

す。たしかに理系、自然科学系の分野とは異なり、人

文科学は、研究手法やアプローチの仕方が固有の文化

と分ちがたく結びついて、「自然法則」という普遍言

語で簡単に了解し合えるという面が希薄です。１９世紀

に新カント派のリッケルトが自然科学を「法則定立科

学」とし、「個性記述科学」である人文科学との原理

的差異を指摘したことや、戦後イギリスの科学政策立

案に関わったC. P. スノーが、理系と文系を二つの異な

る「文化」と慨嘆したことなどが想起されます。だが

しばしばこの差異が遁辞として使われがちであること

も、自戒の意味もこめて指摘しておかなければなりま

せん。多少国際的な研究活動の場数を踏んでいれば経

験的に分かることですが、人文科学の手法、問題関心

も実はグローバルであり、言語障壁を取り払えば文化

ファクターが決定的に相互理解の壁になることは、そ

れが科学的営為であるかぎり、実は稀なのです。私ど

もは５年間の採択期間内に、少なくとも年に１度は国

際研究集会を開催して英文のプロシーディングをその

つど刊行し、研究報告は日本語バージョンと英欧文

バージョンの二本立てで出版すること、さらにこれま

で日本語で出版されている人文科学関係の優れた著作

を英訳して出版する叢書を立ち上げることを計画して

います。わが国のテクスト科学の傑出した成果の中に

は、世界のテクスト学に大いに寄与しうる業績が決し

て少なくないからです。

　申請の事務手続きが一段落した夏の終わりに、フラ

ンスから私のもとにコレージュ・ド・フランスが開催

する予定の、二つの大掛かりな国際コロキアムの案内

２１世紀COEプログラム
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 拠点リーダーのプロフィール ���������� 

さとう　しょういち

昭和２０年山形県生まれ。昭和

５１年早稲田大学大学院文学研

究科修了。日本学術振興会奨

励研究員を経て、昭和５４年愛

知大学法経学部助教授。昭和

６２年名古屋大学文学部助教授。

平成３年同教授。平成１４年 

日本学士院賞受賞。

が届きました。一つは９月末に予定されていた「言語

の起源と発展。アプローチ法、モデル、パラダイム」、

いま一つは１０月半ばの「生成と文化。発生学的外装と

文化的変異」と題するそれです。前者のプログラムに

見えるA. マッカーシー「その先史の鍵としての言語に

おける貧しいデザイン的特徴。なぜ言語はかようなも

のであるか」（カンタベリ大学、N. Z）や、L. カヴァリ

＝スフォルツァ「発生的進化と言語的進化の関係」（ス

タンフォード大、米国）、C. レンフルー「言語的多様

性の起源。新たな「総合」の問題点」（ケンブリッジ大、

英国）、また後者のC. アジェージュ「生物学的なもの

と社会的なものの挟間にある言語行為と言語」（コレー

ジュ、フランス）やB. ワリゼ「合理性、進化、制度発

生」（CERAS、フランス）のような論題を見ると、わ

れわれのプロジェクトが人文科学における先端的な国

際的動向と響き合う、構えの大きな計画であるのをあ

らためて確認し、意を強くしました。問題はどれだけ

の成果が挙げられるかです。

　最後に申請にあたり、種々ご支援をいただいた文学

研究科、全学COE委員会および本部研究協力課の担当

の方々に厚くお礼を申し上げます。



採択拠点の採択理由

採択理由リーダー拠点プログラム名

規範的なモデル生物が動物、植物、微生物学分野で汎用されているが、それ
らを一つの教育・研究体制の中でクロスオーバーさせ、分子シグナル系の構
築等に知見を生み出そうとする試みは、特に教育面で評価される。大学全体
の改革計画の中で、本拠点形成がよく位置付けられている。世界的競合分野
なので、「融合」と「特化」のサイクルを適切に運用することが望まれる。

町田　泰則
システム生命科学：
分子シグナル系の統合

植物の生命科学の基礎から応用までを含む研究教育の拠点への成長が期待で
きる。拠点形成を目標として、個別分野での研究水準の一層の向上と拠点内
外との共同研究の促進などの研究面、外部から大学院生受け入れの促進や植
物生命科学を越えた生命科学の先端教育など教育システムの、両面での改革
が期待される。

水野　　猛
新世紀の食を担う植物
バイオサイエンス

【生命科学】

採択理由リーダー拠点プログラム名

化学の世界的センターの構築を目指しており、その実力も十分ある非常に秀
でた計画である。拠点計画の３グループはそれぞれ研究実績があり、教育計
画を含めて本COEプログラムの代表的グループとして高く評価する。また、
大学の支援計画も十分であり、将来の継続・発展を十分に考慮して進めるこ
とを期待する。

関　　一彦
物質科学の拠点形成：
分子機能の解明と創造

プロセスに焦点を絞り、異分野の技術を足し合わせることで、新しい学問領
域を産み出そうとするユニークな構想である。高い研究実績に基づいて、各
サブテーマ毎・年度毎に明確な課題を設定しており、成果が期待できる。ま
た、大学の将来構想の中に拠点形成が戦略的に位置づけられており、研究資
源等の面からの支援体制も十分である。教育計画における５つのプログラム
も秀逸であり、人材育成の面での成果も期待できる。

浅井　滋生
自然に学ぶ材料プロ
セッシングの創生

【化学・材料科学】

採択理由リーダー拠点プログラム名

プラズマ科学の分野において世界水準の研究成果が認められる。プラズマ科
学の研究者がナノ情報デバイスの研究者と連携し、デバイス分野のニーズに
基くプラズマプロセス研究の方向性を見極め、世界をリードする成果を挙げ
ることが期待される。

菅井　秀郎
先端プラズマ科学が拓
くナノ情報デバイス

音声と映像の各分野の事業担当者の研究実績には高いものがある。これらの
分野を融合させた新しい分野を開拓して一層の展開を図ろうという構想であ
り、その発展が期待される。若手研究者の育成と博士課程学生の増強策につ
いても期待する。

末永　康仁
社会情報基盤のための
音声映像の知的総合

【情報・電気・電子】

採択理由リーダー拠点プログラム名

言葉、図像、身体技法に関わる文化表象を、テクスト科学として構築しよう
とする野心的な試みとして評価できる。また、大学全体の将来構想と支援体
制のなかに十分に位置づけられており、若手育成のための計画にも十分な配
慮が認められる。

佐藤　彰一総合テクスト科学の構築

【人文科学】

２１世紀COEプログラム委員会

委員長　江崎玲於奈


