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　平成１５年度「２１世紀COEプログラム」の審査結果が、７

月１７日（木）、公表され、本学では６件が採択されました。

これにより、平成１４年度採択の７件と合わせて計１３件の

研究教育拠点を有することになりました。

　「２１世紀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ごとに形成し、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ます。

今年度は、日本学術振興会が今年３月に、５分野（医学

系、数学・物理学・地球科学、機械・土木・建築・その他工学、社会科学、学際・複合・新領域）に対し、国公私

立大学から６１１件の申請を受け付け、２１世紀COEプログラム委員会（日本学術振興会を中心に、大学評価・学位授

与機構、私立学校振興・共済事業団、大学基準協会の４機関により運営）における審査を経て、５６大学１３３件が選

定されました。
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「神経疾患・腫瘍の統合分子医学の拠点形成」

大学院医学系研究科教授　祖父江　　　元　

　この度、平成１５年度から５年間の計画で、２１世紀

COEプログラム「神経疾患・腫瘍の統合分子医学の拠

点形成」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。

プログラムの概要

　２１世紀には医学上の解決すべき多くの問題が残され

ています。中でも神経疾患、特に神経変性疾患（パー

キンソン病、アルツハイマー病、運動ニューロン疾患

などの神経細胞が変性死に陥る疾患）をはじめとする

神経難病の病態解明とそれに基づく治療法の開発、お

よび悪性腫瘍の有効な治療法、特に分子標的治療の開

発は現在最もその解決が望まれている大きな課題です。

一方、神経再生・変性と腫瘍増殖・転移には多くの共

通分子機構が存在することが明らかになってきており、

２１世紀の大きなパラダイムになりつつあります。これ

らを統合的に研究することが、実を挙げる上で有効で

あり、このことを柱にしている点がこのプログラムの

大きな特徴です。また、本拠点のメンバーはこれまで

神経変性疾患・悪性腫瘍の両者に共通に関わる多くの

新規分子を同定することに成功してきており、本プロ

グラムではこれを更に発展させることが重要なテーマ

です。

　それでは本プログラムの柱になる点について少し詳

しく説明したいと思います。

�　神経疾患と悪性腫瘍の病態解明に基づく治療法－

分子標的治療の開発

　具体的には３つの研究グループを形成します。神経

疾患研究グループ（＊祖父江、＊＊貝淵、高橋、村松、古川、

妹尾、鍋島教授）、悪性腫瘍研究グループ（＊高橋、＊＊貝淵、

村松、浜口、古川、藤本、村田教授）、臨床開発研究

グループ（＊吉田、＊＊直江、西山、錫村、二村、吉川、

鍋島、長谷川、祖父江教授）、です（＊グループリー

ダー、＊＊グループ幹事）。神経疾患、悪性腫瘍研究グ

ループでは病態解明のカギとなる機能分子の探索とそ

れを使った病態モデルの作成、さらに治療法開発への

展開を目指します。臨床開発研究グループは実際の臨

床応用への展開を目指すものです。各グループは人的

にも交流を深め、定期的な研究発表会を公開で行う予

２１世紀COEプログラム
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定です。これらのメンバーによって従来から既に多く

の実績が蓄積されてきています。神経系と腫瘍の共通

分子としてRet、Ro ファミリー、ミッドカイン、糖脂

質の糖鎖修飾系、ドルフィンなどの独自の機能分子が

これらのメンバーによって発見されてきており、その

動物疾患モデルの開発が行われています。また治療法

への展開としては運動ニューロン疾患の抗ホルモン治

療やシャペロン治療、糖脂質抗体による肺癌治療、ヘ

ルペスウィルスによる乳癌・肺癌治療、FLT3（チロ

シンキナーゼ）阻害剤による白血病治療、リポソーム

法による脳腫瘍の遺伝子治療などが名大発の新規治療

法として実用化を目指しているものです。

�　若手研究者の育成、国際環境の整備

　本プログラムの大きな柱の一つとして客員助教授

（３名程度）、ポスドク（１０～１２名程度）、RA（３０名程

度）の創設により将来性のある有為な人材が独立して

研究者としてはばたける環境づくりを行います。また、

若手研究者のうち優れた研究を行った者に対して表彰

を行い、その成果の海外での発表の支援および必要に

応じて海外での共同研究のための旅費・滞在費などの

支援を行います。これらにより世界をリードする「勇

気ある」「力量ある」「独創性ある」国際的な人材の育

成をはかっていきたいと思います。

 拠点リーダーのプロフィール ���������� 

そぶえ　げん

昭和５０年名古屋大学医学部卒

業。平成７年より名古屋大学

医 学 部 神 経 内 科 教 授。

Schwann 細胞の増殖・分化の

cAMPシグナルによる調節機

構の解明、球脊髄性筋萎縮症

における androgen 受容体遺

伝子とその遺伝子発現の解析

ならびに動物モデルの作成とホルモン療法の開発、

ALSにおけるユビキチンリガーゼDorfin の発見など、

神経疾患の病態理解とともに治療への新しい方向を開

拓した。

　また、海外より卓越した研究者を招聘し、一定期間

滞在させ、本拠点との共同研究を促進します。さらに

定期的な国際シンポジウム、国際フォーラムの定期的

開催などを行う予定です。このように国際交流や国際

的な共同研究の場を恒常的に持つことによって国際的

視野を獲得できるよう環境の整備をすすめていきます。

�　新たな組織再編の促進と研究教育拠点形成

　本COEプログラムの柱の１つはプログラムの終了

する５年後に発展的な研究教育拠点の組織形成を目指

すことであり、新たな組織再編が期待されています。

「神経疾患・腫瘍分子医学研究センター」、「遺伝子・

再生医療センター」「環境医学研究所（ストレス適応

医学研究所（仮称））」を再編、統合した新たな研究所

あるいは研究センターの設立により世界的な研究教育

拠点を確立する構想です。これにより、基礎研究と臨

床研究との一貫性のある連携ができる体制作りに役立

てばと考えています。
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「宇宙と物質の起源：宇宙史の物理学的解読」

大学院理学研究科教授　福　井　康　雄　

　２１世紀COEプログラムの一つとして、大学院理学研究

科素粒子宇宙物理学専攻・物質理学専攻（物理系）・理工

科学総合研究センターが共同して応募した表記課題が

採択されました。以下にその概要を紹介します。

１　本拠点の目的

　本拠点は、人類共通の知的関心の焦点である「宇宙と

物質の起源」の解明に向けて、宇宙史の物理学的解読を

行うことを目的とします。宇宙は１３７億年前のビッグバンに

よって誕生し、膨張する宇宙の中で惑星・星・銀河などの

天体が形成され、天体進化の終末期にブラックホールな

どの高密度天体を生み出します。このような宇宙史の大枠

は、２０世紀最後の四半世紀に劇的に進展した宇宙物理学

によって提示されましたが、多くの重要な詳細過程が解明

されておらず、物理学上本質的な課題が解決されていま

せん。本拠点は、未知の素粒子反応の解明と新たな観測

波長帯の開拓に取り組み、初期宇宙の物理過程と膨張宇

宙での天体形成機構の研究に新展開を図るとともに、共

通領域として、宇宙物理学と物性物理学の融合によって

あらたな先端分野「天体の極限的物性」を開拓して、宇宙

史のメインストリームを物理学的に読み解くことを目的とし

ます。

２　本拠点の特長

　本拠点の母体となる理学研究科物理学関係専攻は、基

礎物理学において日本を代表する大学グループの一つ

であり、我が国の物理学史に不朽の足跡を残してきました。

先見性と開拓性に富み、エックス線・赤外線・電波の全波

長帯にわたる宇宙観測グループを育成し、タウニュートリ

ノ振動、CP対称性の破れの精密測定を行う素粒子実験

グループ、さらに理論物理学・物性物理学・生物物理学の

強力な研究者層を擁しています。

　宇宙観測においては国内の先頭を切って二つの海外

天体観測施設（チリと南アフリカ）を創設するとともに、日本

の天文観測衛星計画に主導的役割を果たし、新たな電磁

波帯を開拓しています。素粒子実験においても、独自の粒

子飛跡追跡法、粒子ビーム生成法など、他に類のない高

水準な実験手法を切り拓いています。これらに共通した基

２１世紀COEプログラム
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盤である本学の機器開発力の強さは、国内大学随一であ

り、本拠点の大きな特色です。また、学問研究と機器開発を

バランスよく進める独自の教育方法によって、優秀な研究

者を多数輩出しています。

　これらの特徴を活かして、独自の学問的発想と先進的

機器開発による観測・実験を進め、理論研究と有機的に結

合することにより、本拠点を形成します。

３　研究の推進と組織

　本拠点は、宇宙物理学・素粒子物理学を中心に物性物

理学・生物物理学の参加を得て、構築します。宇宙史にお

いて、とりわけ次の３点が物理学上の最も重要な研究課

題です。［１］「初期宇宙」においては超高エネルギー状態

が実現されており、最も基本的な素粒子物理学が有効で

す。素粒子の対称性の破れに起因する物質優勢の結果

が、現在の物質中心の宇宙を生んだと推定されます。その

後の宇宙は軽元素合成、中性化を経て、［２］「天体形成

期」となり、軽元素のみから形成される第一世代天体、そ

れによる宇宙再電離、超新星爆発による重元素供給、暗黒

物質による銀河・銀河団の形成、太陽系をはじめとする恒

星・惑星系形成に至ったと考えられます。これらの天体は

その終末期において中性子星、ブラックホールなどの、

［３］「極限天体」へと進化し、極限的物理現象を発現しま

す。

　以上の３課題に対応して、［１］初期宇宙を研究する素

粒子物理学チーム、［２］天体形成を研究する宇宙多波長

観測チーム、［３］極限天体の物理学研究チームの３チー

ムを構成します。

［１］素粒子物理学研究チーム（大島隆義※、三田一郎、

丹羽公雄、中西彊、飯嶋徹、菊川芳夫）

［２］宇宙多波長観測研究チーム（福井康雄※、山下広順、

芝井広、長田哲也、松原隆彦、伊藤繁）

［３］極限天体の物理学研究チーム（冨松彰※、田原譲、

原田正康、佐藤正俊、平島大、佐藤憲昭）

　この中で［１］［２］は、素粒子のCP対称性の破れと

ニュートリノ振動の測定を行って初期宇宙の物理過程を

明らかにし、サブミリ波・遠赤外線・硬エックス線等の新た

 拠点リーダーのプロフィール ���������� 

ふくい　やすお

昭和２６年大阪市生まれ。東京

大学大学院理学研究科博士課

程修了。専攻は電波天文学。

名古屋大学理学部助手、同助

教授を経て、平成５年１０月か

ら同教授。平成８年４月から

同大学院理学研究科教授。現

在、総長補佐（研究担当）、

高等研究院流動教官を兼任。平成１５年から文部科学省

科学研究費特定領域研究「サブミリ波からテラヘルツ

帯に至る宇宙観測の開拓」領域代表者。インド天文学

会バイヌバップ賞、中日文化賞他を受賞。

な波長帯での宇宙観測によって星・銀河形成過程の解明

を進め、さらに［３］はブラックホール周辺時空や高密度星

内部の極限的物性の研究を展開します。

　これらの大学独自の研究に加えて、巨大科学における

国家的大型計画として、ASTRO-F、ASTRO-E2、ALMA、

OPERA、Belle 計画等があります。本拠点は、大学共同利

用機関と協力しつつ、国内大学の最重要拠点としてこれ

らの国際的計画を推進します。５年後には、本拠点を発展

させて「宇宙史研究センター」の創設を展望しています。

４　若手の育成

　大学院生を含む若手研究者の研究条件の改善と、独立

性・国際性を高める方策を実施して、研究拠点としての充

実を図ります。具体的には、院生向けに、［複数指導教官制、

海外留学支援制度、顕彰制度と特別研究費等］、若手研

究者向けに、［フェローシップ型ポスドク、独立した研究経

費と国際共同研究支援経費、国際集会派遣経費、教育の

ための海外研究者招聘制度、民間研究者との交流制度

等］を新設して、力量ある「たくましい」若手研究者の育成

に努め、本学将来構想に掲げられた「優れた問題解決力

を有する若手研究者の育成」を目指します。
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「等式が生む数学の新概念」

大学院多元数理科学研究科教授　宇　澤　　　達　

　２１世紀中核的研究拠点（COE）プログラムの中の数学・

物理学・地球科学分野で、本学から提案したプロジェクト

「等式が生む数学の新概念」が採択されました。

　このプロジェクトは、整数論に端を発するLanglands 予

想と、数理物理学に端を発するMirror対称性予想に焦点

をあて、数理科学の研究拠点を形成し、問題解決型のア

プローチを通して世界でもトップレベルの教育研究を推進

するものです。期間は平成１５年度から平成１９年度までの

５年間が予定されています。

目的と特徴

　数学的対象としてもっとも基本的なものが、数の概念と

空間の概念であることには異論がないと思います。

　Langlands 予想は、数の概念と関係し、Mirror 対称性

予想は空間の概念と関係しています。ともにその予想をL

－関数の間の等式、また分配関数の間の等式としてあらわ

しているところに特色があります。

　L- 関数、分配関数の概念を簡単に説明しましょう。数学

的対象としてもっとも基本的なものは、数の概念と空間の

概念だと先述しました。現在の数学では、数の概念も一般

化されていますが、基本は、おなじみの����，－�，－�，�，�，�，

�，����という具合に続いていく整数です。加法的に見れば、

整数は単に１を足したり、引いたりしてできる数のことです。

L- 関数とは、次のような形をした級数のことです。

　　�　　�
�＋　―　＋　―　＋　…
　　��　　��

この関数は特にリーマンのゼータ関数とよばれています。

　分配関数は、量子力学的な系について考えるのが一番

簡単です。量子力学的な状態のエネルギーはとびとびの

値しかとることができません。各値に対し、その値をとる状

態の個数がわかれば、系のマクロな性質が理解できるは

ずです。この情報を母関数という形で表現します。

　L- 関数、分配関数はともに「集団」の性質をひとまとめに

関数の形で表現するアイデアです。L- 関数は１８３０年代に

数学者が発見し、分配関数は１８６０年代に物理学者が発

見しました。

　我 の々プロジェクトは、この二つが類似しており、類似を

正確に記述する過程で新しい数学の見方・概念が生まれ

出てくる、という信念を根拠にしています。ではどのようにし

てこの二つがつながるのでしょうか？

　間をつなげる概念が対称性です。対称性は、群の概念

を用いて定式化されます。群の概念は、ガロア、アーベル

によって方程式の可解性の考察を通して発見されました。

まず整数論の中でどのようにして群が出てくるか、複素整

数を例に考えましょう。����が整数値をとるとき、�����　－� の

形の複素数を複素整数とよびます。上記のゼータ関数に

相当する関数は、次の形をとります。

　ここで、ノルムを��������　－� ���������と定義します。

　ここで問題となるのは、�����　－� とその複素共役�－�

��　－� のノルムが等しい点です。つまり、ノルムという観点か

２１世紀COEプログラム
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うざわ　とおる

１９５９年生まれ、１９７２年東京大

学理学部数学科卒業、１９９０年

イエール大学 Ph. D.

２００２年名古屋大学大学院多元

数理科学研究科教授就任。こ

の間、ペンシルバニア州立大

学助教授、東北大学理学部助

教授、MIT客員研究員、立教

大学理学部助教授などを務める。

らは、二つともまったく区別がつかないということになります。

このときに、二つの数の入れ替えによる対称性があるとい

います。

　同じノルムを持つ数同士、同じエネルギーレベルを持

つ状態同士を「区別」するために内部対称性とよばれるも

のが定義されます。そして、対称性のもとで同等なものを

区別する方法として、行列を用いる、フロベニウスによる表

現論があります。

　ラングランズは、以上述べた数論的なL- 関数と、保型表

現から定義されるL- 関数の間の等式を予想しました。保

型表現のL- 関数はまだ定義が一般になされていないだ

けに問題が山積みです。解けている部分でも、３００年来未

解決だったフェルマー予想が解決されるという怪物のよう

な予想です。

　Mirror 対称性予想は、さまざまな空間を標的とした場

の理論の同等性を主張するものであります。幾何的なフー

リエ変換など双対定理と関係していることがわかってきて

います。数学者が持っている空間の概念を反省し、より深

める契機となります。

研究の組織

　最終的には、数論と数理物理学が自然な形で表現論を

介して結びつくことがこのプロジェクトの主目的です。

　プロジェクト始動の当初は、数論・表現論グループと、幾

何・数理物理学グループにわかれ、おのおのサーベイをま

とめ、各年度のスペシャルイヤーのテーマを整備していき

ます。分野横断的なアプローチをとり、国内外の専門家と

協力しながら基礎からの再構成・理解を目指していきます。

過去の遺産としての数学ではなく、絶えず批判にさらされ、

自己変容を遂げていく数学を目の当たりにすることは、若

手研究者、前期・後期博士課程の院生にとって、数理科学

者として出発するためのまたとない環境であると考えます。

　数理科学というときには、数学的対象を研究する科学、

という意味で、本来の意味では研究対象による分類です。

　この簡単な事実は、日本語では数学ということばのあと

で数理科学ということばが生まれたため、見過ごされやす

い点です。英語ではことばとして、mathematicsは

mathematical sciences の省略形として登場します。本プ

ロジェクトでは、名古屋大学の中で多元数理科学研究科

が果たすべき役割を真摯に考え、本来の意味での数理科

学が追究される健全な環境を創り出すことを一つの目標

としています。このプロジェクトを契機にさまざまな分野横

断的なプロジェクトが生まれることを願ってやみません。

　拠点の形成は、一朝一夕になるものではありません。

ハーバード、MIT、パリ大学といった拠点でお世話になっ

た方 に々拠点採択を報告したところ、激務を気遣うとともに

拠点の卵誕生を喜ぶ返事をいただきました。名古屋大学

の中でも暖かく見守っていただきたいと思います。

　最後に申請にあたり、種 ご々支援をいただいた多元数

理科学研究科、全学COE委員会および研究協力課の担

当の方 に々厚くお礼を申し上げます。
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「太陽・地球・生命圏相互作用系の変動学」

地球水循環研究センター教授　安　成　哲　三　

　平成１５年度「２１世紀COEプログラム」の数学・物理学・

地球科学分野に、本学の地球科学関連４組織（環境学研

究科地球環境科学専攻、太陽地球環境研究所、地球水循

環研究センター、年代測定総合研究センター）から提案した

「太陽・地球・生命圏相互作用系の変動学」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

　近年、人類活動による地球環境変化が大きな問題となっ

ていますが、この拠点では、過去約１０００万年から現在に至

る生命圏を含む地球システムの変化の実態とダイナミクスを、

より深く包括的に理解することにより、将来の地球変化を見

通し、人類の位置と役割をも考究する新たな地球学の創成

をめざします。

　「太陽・地球・生命圏相互作用系」とは、地球へのエネル

ギー源である「太陽」活動と、それに敏感に応答する「電磁

気圏」、大気圏・水圏・地圏からなる「地球表層圏」、および

人類も含めた生物活動の場である「生命圏」が、エネル

ギー・水・物質循環を通して相互作用するシステム（図１）

です。このシステムの変動には、時間スケールごとに異なる

素過程・フィードバックが機能しており、それらのプロセス解

明とモデリングが、変動の機構解明と予測には重要です。

研究課題としては、地球環境変動の過去約１０００万年から

現在に至る高精度復元と機構解明および将来予測を掲げ

ます。特に、地球システム変動における生命圏の能動的役

割の解明ををめざします。

　教育面では、この新しい「地球学」を担うべき次世代の国

際的地球科学者の育成をめざします。さらに、国際的COE

として、研究の永続的な推進を図るため、「太陽地球生命圏

システム研究所（仮称）」の創設をめざしています。

研究推進の方策

　研究課題である相互作用系の変動の解明のため、基盤

となる地球科学の上に、次の３つのグループ（図２）が、相

互に、密接な連携をとりながら横断的に研究を進めます。

　まず、１０００万年程度の「過去」の変動を高精度に復元す

る「高精度環境変動解析グループ」、つぎに、最近数十年

から現在の全球的な観測データを用いて、「現在」のシステ

２１世紀COEプログラム
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やすなり　てつぞう

１９４７年山口県下関市生まれ。
１９７７年京都大学大学院理学研
究科博士課程終了。同年、京
都大学東南アジア研究セン
ター助手、１９８２年筑波大学地
球科学系講師、１９９０年同助教
授、１９９２年同教授。この間、
インド国立熱帯気象研究所
（１９８２）、フロリダ州立大学
（１９８４－１９８５）などで客員研
究員。１９９７年１０月より地球フロンティア研究システム
水循環予測研究領域長を兼任。２００２年８月名古屋大学
地球水循環研究センター教授。筑波大学名誉教授。地
球の気候システム、水循環の変動に関する幅広い研究
活動を進めている。１９９６年からアジアモンスーンに関
する国際研究プロジェクトGAMEを推進している。

ムの素過程とフィードバック機構を明らかにする「変動機構

解明グループ」、そして、これらふたつのグループの成果を

統合、参照しつつ、変動のモデリングと「将来予測」を行う

「統合モデリンググループ」です。

　「高精度環境変動解析グループ」は、堆積物、雪氷、年

輪、化石などの多様な「地球科学的資料」から、連続的な時

系列データを読み出し、様 な々タイムスケールでの過去の変

動・変化を高精度で復元します。このグループは、数百万年

スケールの長期のデータを、数十年から１００年の分解能で

変動を復元し、さらに高精度年代測定法との組み合わせに

より、近年の変動との比較研究をめざします。

　「変動機構解明グループ」は、相互作用系における「太陽

エネルギー」、「水・物質循環」、「生命圏制御」という３つの

過程の機構解明をめざすチームからなり、精緻なフィールド

観測や衛星観測などにもとづき、詳細に、かつグローバルに

研究を進め、点観測がベースの第１グループの結果のグ

ローバルな意味付けも行います。

　「統合モデリンググループ」は、人類活動の影響も含む

様 な々フィードバック機構を組み込んだモデルにより、相互

作用系の特性を診断しつつ、タイムスケールに応じたシステ

ム変動の将来予測を目指します。全球大気海洋結合気候

モデルによる変動の再現実験と予測のほか、すべての過程

を含むシンプルモデルによるシステムの変動特性診断なども

進めます。

　以上３つのグループの密接な連携によって、地球を、物

理化学的システムと生物学的システムが有機的に結合し、

相互作用して変化する系として捉える「新たな地球学」の

開拓をめざします。

研究者育成・教育への取り組み

　拠点の持続的な発展のためには、若手研究者の育成が

不可欠です。本計画において特に重視する点は以下の通り

です。

�地球システムをより深く、包括的に理解するために、フィー

ルド観測・解析、モデりングを、一体として進められる能力

と意欲を有する研究者の育成

�優秀な若手研究者の能力育成と研究専念の具体案とし

てのPD・RA制度の大幅な拡充と、「横断研究プログラ

ム」の実施

�すでに実績のある留学生特別コースやユネスコ特別研

修コースを発展させたアジア・太平洋地域での地球科学

の研究教育拠点の形成

「太陽地球生命圏システム研究所」創設へ向けて

　本拠点では、研究・教育の永続化と発展のための「太陽

地球生命圏システム研究所（略称 SELS）」創設をめざして

います。この研究所は、拠点参加の１研究所２センターを

中心に再編・統合して創設し、「地球環境科学専攻」と密

接に連携・協力することにより、これまで説明してきました「新

たな地球学の創成」を担う研究拠点となることをめざします。　

このような研究所は世界に先駆けたものであり、地球変化研

究のいくつかの「国際プログラム」の推進や国内外の研究

プロジェクトにおける中核的機関の役割を果たします。同時

に、環境学研究科や留学生、研修生の特別コースとの密接

な連携により、アジア太平洋地域での地球科学の研究教育

拠点をもめざすものです。
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「情報社会を担うマイクロナノメカトロニクス」

大学院工学研究科教授　三　矢　保　永　

　文部科学賞が公募した「平成１５年度２１世紀COEプログ
ラム」の機械・土木・建築・その他工学分野に、本学大学院
工学研究科の機械系から提案した「情報社会を担うマイクロ
ナノメカトロニクス」が採択されました。このCOE拠点を形成
するための教育と研究の概要を紹介します。

１．拠点形成の目的と特色
　２１世紀には、産業構造、社会構造に大きな変革をもたらす
基盤技術として、ナノテクノロジーの発展が期待されています。
これに応えるために、ナノ機械科学（機械分野におけるナノ理
工学）を探求し、マイクロナノメカトロニクス技術として融合し、
高度情報社会のインフラストラクチャとなるシステム化技術を
開発する研究拠点を形成します。システム化技術としては、マ
イクロナノメカトロニクスが主導して、その研究成果を最も有効
に活用できる分野として、情報機械、情報知能化ロボット、生
命情報医療の三つのシステムを対象とします（図１）。本学に
おいては、１９９４年に世界に先駆けて、マイクロナノ領域の機
械技術に関する研究と教育を行う大学院マイクロシステム工
学専攻を開設しました。これまでに、マイクロナノ領域の相対
運動に関わる基礎学問、マイクロナノ領域の加工・制御・計
測・運動を対象とするメカトロニクス、およびシステム化の具体
的な応用展開として、情報機械システム、情報知能化ロボット
システム、生命情報医療システムの研究を進め、国際的な認
知度の高い先導的な役割を果たしてきました。とくに、大学が

不得意とするシステム化技術においても、産学官と連携した
豊富な研究実績と充実した研究基盤を持っており、この点が
他の研究機関に抜きんでた特色です。

２．拠点の研究内容
　ナノテクノロジーは、材料・電子の分野の技術として脚光を
浴びていますが、機械技術の分野においても、極めて重要な
技術となりつつあります。機械の特徴は相対運動を伴うというこ
とにあり、相対運動の境界面としては、固体・液体・気体があ
ります。これらの特性には、マイクロナノの微小領域の相対運
動において、量子化の影響が現れます。例えば、表面力、摩
擦力、摩耗、破壊、流れなどが量子化されます（図２）。このよ
うな量子効果を対象とするナノ機械科学の分野について研
究を推進します。メカトロニクスは、加工・制御・計測・運動の
四つの分野を融合した技術です。当拠点では、これらの分野
において、これまでに顕著な成果を上げてきました。そこで、ナ
ノ機械科学の研究成果を、加工・制御・計測・運動に関わる
要素技術と融合させ、マイクロナノメカトロニクスの基盤技術と
して体系化します。さらに情報社会を担うシステム化技術とし
て、三つのシステム（情報機械、情報知能化ロボット、生命情
報医療）の開発を進めます（図３）。情報機械システムは、機
械的な方法によって時間情報と空間情報の変換を行うもの
です。ビットサイズは原子分子サイズに、画素サイズは光の波
長に迫っています。ここでは高記録密度化、高精細化により、

２１世紀COEプログラム

▲図１　拠点形成の目的 ▲図２　ナノ機械科学分野における量子化効果
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みつや　やすなが

１９６８　名古屋大学大学院機械
工学専攻修士課程修了

同年　電電公社（武蔵野電気
通信研究所）入社

１９８３　同磁気記録研究室室長
１９８７　名古屋大学助教授
１９９０　名古屋大学教授
研究活動
�　文部科学省ミレニアムプロ
ジェクト　研究代表者（�０１－�０３）。
�　情報ストレージ研究推進機構　研究協力者（�９５－現
在）。
�　NEDO重点分野研究開発　研究代表者（�９５－�９６）。
専門分野　情報メカトロニクス、マイクロナノ計測、トライボ
ロジー（とくにナノトライボロジー）
受賞　日本機械学会論文賞、同技術賞、米国機械学会最
優秀論文賞など
趣味　山岳写真（�００年度、�０２年度朝日新聞読者愛知県
代表作品選定）

高速・大容量の情報ストレージを実現し、情報ネットワークに
提供します。このネットワークと人間との切り口に情報医療治
療システムを、また機械との切り口に情報知能化ロボットシステ
ムを位置付けます。ヒトに対しては、個人別の膨大な遺伝情
報や生涯病歴に基づいた情報医療治療システムの構築を
目指します。ここでは、化学ICチップと人工細胞デバイスを研
究します。機械に対しては、大規模センサ群やセンサ情報統
融合に基づいた情報知能化ロボットシステムの開発を目指し
ます。ここでは、ロボットの知能化および自律化を研究します。
また、情報ネットワークを介して、ヒトとの間で情報空間と物理
空間を共有することができれば、人間共存協調型ロボットを
実現することができます。

３．拠点の組織
　上記の基礎研究、基盤技術、システム化技術の三階層か
ら成る階層別組織と、三つのシステム化技術を研究プロジェ
クトとする分野別組織を形成して、事業推進担当者群を、そ
れぞれに所属する二重構造（マトリックス組織）に配置します。
また、それぞれの研究階層別とシステム化別に、サブリーダー
を配置するとともに、若手育成のための創造教育のサブリー
ダーを配置します。このような組織により、基礎学問からシステ
ム化技術まで一貫して、目的意識と社会的責任をもって研
究教育できる組織を構築します。
拠点リーダー：三矢保永（研究統括、情報機械システム担
当）
サブリーダー：福田敏男（情報知能化ロボットシステム担当）、
生田幸士（生命情報医療システム担当）、田中啓介（基礎
研究担当）、佐藤一雄（基盤技術担当）、新美智秀（創造教
育担当）

研究推進責任者：新井史人、大野信忠、社本英二、松室 
昭仁
研究担当責任者：秋庭義明、梅村章、菊山功嗣、式田光宏、
田中英一、琵琶志朗、福澤健二、細江繁幸

４．教育と若手育成プログラム
　教育の充実と若手研究者の育成は本拠点の重点施策で
す。このために、以下のプログラムを準備します。１）ドクター
コース学生のRA雇用、ポスドク雇用を拡充し、若手研究者
から構成される研究グループの形成を奨励して、競争的研
究環境を醸成します。２）大学院学生を国際会議で積極的
に発表させて国際性を涵養するとともに、短期派遣制度を定
着させます。３）若手研究者の独創的なアイデアには、学内
外の支援を優先的に活用して事業化を促進します。４）新
展開が有望なテーマを設定して、学生にアイデアを応募させ、
優秀なアイデアには研究費を補助して研究を実施させるととも
に、成果を評価します。５）社会人を積極的に受け入れ、キャ
リアアップした高度職業人を育成します。

▲図３　高度情報社会を担うマイクロナノメカトロニクス
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「同位体が拓く未来－　同位体科学の基盤から応用まで　－」

大学院工学研究科教授　山　本　一　良　

　平成１５年度「２１世紀COEプログラム」の学際・複合・新

領域分野における研究教育拠点のひとつとして、工学研究

科原子核工学専攻が中核となって申請した「同位体が拓く

未来―同位体科学の基盤から応用まで―」が採択されまし

た。以下でその概要をご紹介します。

拠点形成の背景と目的

　同位体とは、同じ元素でありながら質量が異なる原子のこ

と、すなわち、原子核を構成する陽子の数が同じで中性子の

数が異なる原子のことをさします。また、同位体の違いにより物

質の物理的・化学的性質が異なる現象を、同位体効果と呼

びます。

　同位体は、自然科学から人文科学にわたる広い分野で利

用されています。しかしながら、同位体利用手法の研究開発

は各分野で個別に行われる場合が多いこと、さらに同位体が

非常に高価であること、同位体の存在割合の測定が困難で

あることなどもあり、同位体の科学・技術が爆発的に展開する

には至っていません。

　本拠点では、同位体に関連する研究・開発に携わってきた

研究者が結集・連携して、同位体科学の基盤から応用にわ

たる研究を集中的かつ有機的に行います。そうすることで、同

位体科学の基盤を飛躍的に発展させると同時に、文理融合

分野等への新たな展開をはかります。

拠点の構成

　本拠点の中核となるのは、工学研究科原子核工学専攻

です。原子核工学専攻では、専攻創設以来、原子核エネル

ギー（原子力）利用のための研究のみならず、新しい原子核

（同位体）の創製、同位体の分離、同位体の計測、環境中の

放射性同位体の挙動、機能材料の同位体効果など、同位

体に関連する研究・教育にも力を入れてきました。

　また、原子核工学専攻と緊密な協力の下に教育・研究を

進めている、量子工学専攻、結晶材料工学専攻、環境量子

リサイクル研究センター、理工科学総合研究センターの研究

者も拠点メンバーになっています。

　さらに、環境中の同位体計測・微量元素精密計測のパイ

オニアである原口（応用化学専攻）、生体中の同位体挙動

研究の専門家である西澤（アイソトープ総合センター）、新しい

同位体の創製研究を進める柴田（同）、同位体を利用した

歴史的遺物の年代測定で画期的な成果をあげている鈴木

（年代測定総合研究センター）が拠点メンバーに加わってい

ます。

　拠点メンバーは、それぞれの分野ですでに一級の成果を

あげていますが、拠点形成にあたっては、メンバーが密接に協

力し合える仕組みを作ることに重点を置きました。その仕組み

のひとつが、２分野５部門から成る「同位体科学バーチャ

ル・ラボラトリ」の設置・運営です。メンバーは複数の部門に所

属し、部門内はもとより部門をまたいだ共同研究をも強力に進

めます。

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 ���������� 

やまもと　いちろう

１９４８年富山県高岡市生まれ。
１９７３年東京大学大学院工学系
研究科原子力工学専攻修士課
程修了。名古屋大学工学部助
手、同助教授をへて、１９９５年
同教授（工学部原子核工学科）。
１９９７年より名古屋大学教授
（大学院工学研究科原子核工
学専攻）。１９７９年工学博士。
１９８０年には日米科学技術協力
（核融合分野）の核融合燃料
取り扱い技術分野第一回派遣研究者として、米国ロス
アラモス国立研究所に滞在。２００１年４月より名古屋大
学核燃料管理施設長．２００２年４月より名古屋大学総長
補佐（教養教育担当）。

研究課題と期待される成果

　本拠点における主要な研究課題を以下に挙げます。

　・廃棄物の少ない同位体分離法の開発
　・新同位体の創製およびその性質の研究
　・同位体組成・配列を制御した新機能材料の創製
　・超高感度・超高精度同位体計測システムの開発
　・環境中の同位体挙動の研究→大気汚染や温暖化に

関する知見
　・体内放射性同位体分布迅速測定法の開発→医療被

爆の低減
　・同位体を用いた歴史的遺物の年代測定→歴史上の

新事実の発見

　これらの課題はいずれもすでに研究に着手しているもので

すが、前述のように研究体制を強化してその飛躍的進展をめ

ざします。

　さらに、レーザー共鳴イオン化法に基づく年代測定用同位

体分析装置の開発や、微生物による酸化還元反応を利用し

た同位体分離の研究など、融合展開をめざした拠点ならで

はの新規研究課題にも取り組みます。

国際的な研究協力・情報発信

　原子核工学専攻は、すでに２００１年８月に「物理・化学・

工学における同位体効果に関する国際シンポジウム」を主催

しました。ここでは、ふだんは顔を合わせることもないような様々

な分野の研究者が、同位体をキーワードに一堂に会し、活発

な議論を展開しました。本拠点では、このシンポジウムをさらに

発展させたものとして「同位体科学国際シンポジウム」を開催

し、異分野間の研究者の交流を促進します。国際的な協力・

共同研究もこれまで以上に推進します。

若手研究者の育成

　名古屋大学大学院工学研究科は、「流動型大学院シス

テム」を採用して多専攻型の教育を行っています。本拠点で

は、これに加えて複数担当教官制を導入し、学生が異なる視

点の複数の研究者と議論する機会を制度として設けます。こ

れらの制度によって、ひとつの専門分野にとらわれない広い視

野を養います。

　また、若手研究助成プログラムを実施するなどして、学生や

若手研究者を学際的・先端的な研究活動へ能動的に参加

させるとともに、研究に集中できる環境・国際的な経験を積む

ことができる環境の整備を進めます。

　同位体科学の教育は、同位体という切り口から、環境・材

料・エネルギー・生命・情報など２１世紀の最重要分野の課

題を理解させることでもあり、その解決に向けて活躍できる人

材を育成したいと考えています。
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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

神経細胞の変性、再生や腫瘍細胞の増殖の仕組みには、多くの共通蛋白質分
子が関与しており、いずれも細胞内情報伝達の異常ないし失調として把握さ
れるが、本グループでは、従来から多くの新規共通分子を固定し、その実績
は高く評価される。本プログラムは、これらの実績をさらに伸ばし、若手研
究者と共に医療への応用を視野に入れており、その成果が期待できる。

祖父江　元
神経疾患・腫瘍の統合
分子医学の拠点形成

【医学系】

採択理由リーダー拠点プログラム名

過去から現在まで大変高い実績を上げてきている研究グループの集まりであ
る。理論面から優れた先見性が示されている一方、実験・観測面では、優れ
た機器開発力を広く有している。その特徴を生かし、拠点プログラムもうま
くまとめられている。その総合的な力が結集できれば、「宇宙史の物理学的解
読」に向けて、国内的・国際的に傑出した研究拠点になることは十分期待で
きる。

福井　康雄
宇宙と物質の起源：
宇宙史の物理学的解読

目的指向型の拠点形成計画であり、大学としての支援体制の構想もしっかり
している。純粋数学研究の強力な伝統の中で、近年は数理物理学的思向が反
映された業績もあがっており、そのような事業推進担当者の高い学問的能力
が若手研究者の育成の拠点形成に強く結びつくことが期待できる。

宇澤　　達
等式が生む数学の新概
念

太陽エネルギー、水、物質循環に焦点を絞り、過去約１０００万年間の生命圏を
含む地球表層圏の変動を総合的に解明しようとするユニークな構想である。
これまでの本計画に関連する分野における研究教育実績も高く、また参加研
究者の意欲も高いと判断され、国際的拠点としての成果が期待できる。

安成　哲三
太陽・地球・生命圏相
互作用系の変動学

【数学、物理学、地球科学】

採択理由リーダー拠点プログラム名

マイクロ・ナノ分野において分離しがちなナノ・マイクロの基礎科学的研究
とシステム化技術をマトリクス上に位置づけて連携させ、基礎とシステム化・
応用研究を有機的にリンクさせながらプログラムを推進する戦略は評価でき
る。特に、システム化に重点化したナノ・マイクロ分野の研究拠点として世
界をリードすることを期待する。

三矢　保永
情報社会を担うマイク
ロナノメカトロニクス

【機械、土木、建築、その他工学】

採択理由リーダー拠点プログラム名

大学としての長期的な支援体制、若手研究者育成計画等がしっかりと構想さ
れている。広範な分野の同位体関連研究者が集まり、環境・生命、文理情報
分野への同位体応用を図りつつ同位体科学という学際的な拠点の形成を目指
す計画はユニークであり、世界的な拠点になることが期待される。

山本　一良同位体が拓く未来

【学際、複合、新領域】

２１世紀COEプログラム委員会

委員長　江崎玲於奈
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平成１４年度　２１世紀COEプログラム採択拠点

リーダー拠点プログラム名分　　野

大学院理学研究科
教授　町田　泰則

システム生命科学：分子シグナル系の統合生命科学

大学院生命農学研究科
教授　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

物質科学国際研究センター
教授　関　　一彦

物質科学の拠点形式：分子機能の解明と創造化学・材料科学

大学院工学研究科
教授　浅井　滋生

自然に学ぶ材料プロセッシングの創成化学・材料科学

大学院工学研究科
教授　菅井　秀郎

先端プラズマ科学が拓くナノ情報デバイス情報・電気・電子

大学院情報科学研究科
教授　末永　康仁

社会情報基盤のための音声映像の知的統合情報・電気・電子

大学院文学研究科
教授　佐藤　彰一

統合テクスト科学の構築人文科学






