平成２７年９月３０日

平成２７年度 第５回 名古屋教育記者会懇談会（９／３０）
Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み
１ ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０について
学部新設について・・・・松下 裕秀理事・副総長、
情報科学研究科 安田 孝美研究科長、北 栄輔教授、戸田山 和久教授

Ⅱ 行事・トピックス
２ アジアサテライトキャンパス学院
カンボジア（10/8）入学式、ラオス（10/13）開所式・入学式、ウズベキスタン（10/25）
開所式について
３－① PhD プロフェッショナル登龍門」第 3 期生入校式（10/1）
・・・リーディング大学院 PhD 登龍門
プログラムコーディネーター

杉山 直教授（理学部理学研究科

３－②「
『ウェルビーイング in アジア』実現のための女性リーダー育成プログラム」
第２期生入講式（10/1）

・・・・男女共同参画室 榊原 千鶴准教授

４ ベンチャー支援 ＡＰＴＪ㈱設立

・・・・未来社会創造機構 高田 広章教授

５ ジョイントディグリー・キックオフシンポジウム（10/16 開催）
６ 今後の行事予定（別紙）
７ ホームカミングデイ告知 10/17（土）開催
８ 配付資料について（①鶴舞公開講座 ②名大病院事業継続計画）
９ 未来材料・システム研究所設立（10/1）

・・・興戸 正純教授

Ⅲ その他
次回開催

１０月 28 日（水）１４：３０～（広報プラザ 2 階）

以上
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資料１

新学部の設置について
～構想中～

名古屋大学では、平成２９年４月に情報文化学部
を発展改組し、学生定員145名*の情報学部（仮称）
を設置する予定です。

*うち、10名は３年次編入学定員

新学部の設置については、文部科学省と協議中のため、学部・学科の名称等は、
今後変更することがあります。

概要
名古屋大学では、情報学部（仮称）を設置し、平成２９年４月か
ら学生の受け入れを開始する予定です。
情報学部（仮称）では、情報文化学部におけるこれまでの成果の
うえに、ビッグデータ、人工知能、IoTなどを活用することで、人
類の直面する課題を解決し、新しい価値を生み出すための、新し
い情報学の創出を目指します。
柔軟なカリキュラム編成により、文系・理系の境界を越えた立
場から情報学を幅広く学びつつ、それぞれの専門分野において先
端的な知識とスキルを身につけた人材を育成します。

情報学部（仮称）の設置目的
ビッグデータの活用や、人工知能、IoTなど、情報は世界を革命
的に変え、新たな価値を創造する可能性を持っています。
情報学部（仮称）では、情報科学技術に関する基礎知識・適用能力
と、自然や社会をシステムとして普遍的に理解する能力を涵養する
ことにより、システム思考に基づいて人類の直面する課題を解決し、
新しい価値を生み出せる人材を育成することを目指します。

１
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特色１

学科横断の専門基礎教育

自然や社会をシステムとして普遍的に理解し、人類の直面する
課題解決・新しい価値の創造につなげるために、「情報科学技術
の基礎」、「自然と社会をシステムとして理解するための基礎」、
「論理的に考えるための基礎」についての教育を実施して、文
系・理系の境界を越えた立場から情報学を幅広く学んだ融合型人
材を育成します。

特色２

専門性と総合性を加味した専門教育

コンピュータ科学科、自然情報学科、人間・社会情報学科の３
学科において、それぞれに特徴的で先端的な専門性を深めます。
それと同時に、情報倫理と法律、マネジメントなどの科目を通し
て、自分の専門を異なる専門とつなげる総合性を学び、新たな価
値創造につなげます。
さらに、専門英語や専門論文作成等の講義を通して、高度研究
者を目指す人材の育成への教育を行います。

特色３

柔軟なカリキュラム編成とクォーター制の導入

入学後に専門基礎の教育を受けているうちに、自分の興味が他
学科の専門に移ったとしても、３年生に進級するときに、入学時
と異なる学科に進級することが容易になるような柔軟なカリキュ
ラム編成をします。１、２年生での受講科目にあまり縛られずに、
じっくり考えて自分の専門を決めることができます。
さらに、１年を４つの学期で構成するクォーター制を採用し、
学生が海外留学やインターンシップに参加しやすいカリキュラム
編成とします。

２

004

学科名称（仮称）・概要
コンピュータ科学科
コンピュータ科学科においては、コンピュータやネットワーク、
人工知能や音声画像処理などの情報科学技術を専門的に学びつつ、
社会や自然に対する理解力も持つことで、情報科学技術を活用し
た新しい機器、システム、サービスなどの創出や、社会課題の解
決に貢献できる人材を養成します。

自然情報学科
自然情報学科においては、自然現象や社会現象のデータ分析と
数理モデル化、シミュレーションによる理解を通して、新たな発
見や人類の直面する諸問題の解決をすすめて社会の持続的発展に
貢献し、新たな価値を創造していく人材を養成します。

人間・社会情報学科
人間・社会情報学科においては、人間の心理や知覚・感覚、コ
ミュニティやマーケットを情報学を駆使して解明できる人材を育
てると共に、その成果によって人間、人と人の関係性、社会のあ
り方等を変革し、新たな価値創造に結びつけられる人材を養成し
ます。

学部の改組に伴い、大学院情報科学研究科についても発展的改組を検討中です。

３
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資料２
名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院
サテライトキャンパス式典日程

カンボジア SC 入学式
開催日：10 月 8 日（木）9：30-11：00
場

所：CJCC（王立プノンペン大学）、Kizuna Hall

参加予定者：
（カンボジア）カンボジア政府関係者（教育省、司法省、農林水産省）、
大学関係者（王立プノンペン大学、王立農業大学）
、
日本大使館、JICA、JETRO、国際機関（UNDP、ADB）他
（名大）総長、渡辺理事、磯田学院長、伊藤参与

ラオス SC 開所式・入学式
開催日：10 月 13 日（火）9：30-11：00
場

所：ラオス国立大学、大講義室（2 階）

参加予定者：
（ラオス）ラオス政府関係者（農林省、保健省、教育スポーツ省）、
大学関係者、日本大使館、学生所属機関関係者
（名大）総長、市橋理事、竹下事務局長、磯田学院長

ウズベキスタン SC 開所式
開催日：10 月 25 日（日）時間未定
場

所：ビジネスセンター（調整中）

参加予定者：
（ウズベキスタン）ラオス政府関係者（司法省、教育省、保健省）、
大学関係者（タシケント法科大学、大統領アカデミー、
世界経済外交大学）
（名大）総長、市橋理事、磯田学院長、伊藤参与、鮎京参与
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名古屋大学
アジアサテライトキャンパス学院について

008

アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム
海外サテライトキャンパス設置を通じて、世界と競う大学を形成

○名古屋大学では、これまでアジア地域において、法政国際教育協力センター（CALE）の法整備に係る人材
育成のプログラムや、医学部のヤングリーダーズプログラム等を提供し、修士の学位を取得させることに
より、各国の副大臣、大臣秘書官、局長クラスなどアジア諸国の政府等機関の幹部候補者の育成に貢献。
○彼らの中にはさらに博士の学位取得を希望する者が少なくないにも関わらず、①途上国の行政官等を対象と
した博士の学位取得のための我が国のプログラムがほとんど無いこと、②各国の政府幹部等は長期に職場を
離れられないこと、等からその機会は極めて少ない。
○当該状況を踏まえ、名古屋大学ではこれまでのアジア地域における他に類のない実績と経験を活かし、各国
政府幹部等に対して、長期に職場を離れることなく博士の学位取得を可能とする「名古屋大学アジアサテラ
イトキャンパス」と本邦キャンパスとの連携によるハイブリッド型プログラムを構築。

名古屋大学
アジアサテライトキャンパス

名古屋大学
法学

法制度設計

医学

医療行政

生命農学

農林水産行政

国際開発

経済・社会開発

環境学

環境政策

●法政国際教育協力センター（CALE)等本学の海外
拠点を活用
●本学固有の研究指導体制の確立
・コアとなる研究指導教員等の派遣
・現地大学等の教員を本学の特任教員等として採用
・TV会議システム、スカイプ、Eメール等ICTを活
用した遠隔指導
・名古屋大学での短期スクーリング（数か月程度）
●短期スクーリング期間中の奨学金等経済的支援

名古屋大学
アジアサテライトキャンパス

本プログラム実施により、
■上位学位(博士)取得を可能にし、我が国の途上国の人材育成のデメリットを克服
■各国の中枢機関に在職する人材の各分野での指導能力、分析能力等を向上
■各国の法整備状況、医療等の状況の論文（英文）等による海外への発信
■各国の行政現場への成果等の反映

各国の中枢を担う優秀な人材を育成し、
以って、我が国の国力を増大し、日本のプレゼンスを向上
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名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院（構想図）
＜SCで教育を行う研究科＞

：サテライトキャンパス（SC）
H26発足,H27発足目指して準備,H28発足目指して準備

モンゴル

カンボジア

Mongolia

Cambodia

法

医

農

開

法

法
医
農

開
環

法学研究科
医学系研究科

国際開発研究科
環境学研究科

生命農学研究科

ベトナム

医

Vietnam

日本法教育研究センター
名古屋大学事務所 フィールドリサーチセンター

法

名古屋大学事務所

医
日本法教育研究センター
（ハノイ）

名古屋大学事務所

運営支援部門

日本法教育研究センター

インドネシア

名古屋大学
アジアサテライトキャンパス学院

Indonesia
法

医

開

日本法教育研究センター
（ホーチミン）

ミャンマー

Myanmar

各国サポート体制
研究指導教員、研究指導補助教員、事務職員の配置

法

医
日本法律研究センター

日本法律研究センター

ラオス

法

医

Laos

環

農

ウズベキスタン

海外キャンパス
部門

Uzbekistan
法
名古屋大学事務所

日本法律研究センター

フィリピン

Philippines
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内視鏡センター
（ハノイ・フエ）

国内教育部門

日本法教育研究センター

農

開

医

平成26年度の活動
8月4日看板上掲式
アジアサテライトキャンパス学院が発足しました。

10月 開校式・入学式
モンゴル、カンボジア、ベトナムで開校式を行いました。

10月13日
モンゴルSC
学生1名入学

テレビ会議を通じた指導の様子
サテライトキャンパスに学生が来て指導を受けています。
（モニター内は法学研究科 市橋教授）

10月13日
カンボジアSC
学生3名入学

10月15日
ベトナムSC
学生1名入学
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平成26年度入学者一覧
研究科
Graduate School

法学研究科
Graduate School of Law
法学研究科
Graduate School of Law
医学系研究科
Graduate School of Medicine
医学系研究科
Graduate School of Medicine

修士取得大学
Master’s degree

現所属
Affiliation

現職
Position

法制度設計
Legal Development

モンゴル
Mongolia

ウィラメット大学
Willamette University
College of Law

ウランバートル市控訴行
政裁判所 Administrative
Court of Appeals

判事
Main Judge

法制度設計
Legal Development

ベトナム
Vietnam

名古屋大学
Nagoya University

ベトナム商工省
Ministry of Industry and
Trade

法律アドバイザー
Legal Advisor

医療行政
Medical administration

ミャンマー
Myanmar

名古屋大学
Nagoya University

ミャンマー保健省
Ministry of Health in
Myanmar

Deputy Director
Personal Staff Officer to the Union
Minister

医療行政
Medical administration

ラオス
Laos

名古屋大学
Nagoya University

ラオス保健省
Ministry of Health in Lao

副官房長
Deputy Director General

生命農学研究科
Graduate School of
Bioagricultural Sciences

食糧生産・農業開発
カンボジア クイーンズランド大学
Food production &
Cambodia University of Queensland
agricultural development

カンボジア農林水産省
Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries

Director, Department of Rice Crop
of the General Directorate of
Agriculture

生命農学研究科
Graduate School of
Bioagricultural Sciences

帯広畜産大学
食糧生産・農業開発
カンボジア Obihiro University of
Food production &
Cambodia Agriculture and Veterinary
agricultural development
Medicine

カンボジア農林水産省
Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries

Deputy Director, Department of
Animal Health and Production,
National Veterinary Research
Institute

国際開発研究科
Graduate School of International
Development
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修学分野
Field of Study

サテライト
キャンパス
Satellite
Campus

経済・社会開発
Economic and social
development

カンボジア
Cambodia

名古屋大学
Nagoya University

Head of Office of Greenhouse Gas
カンボジア環境省
Ministry of Environment in Inventory and Mitigation, Climate
Cambodia
Change Department

平成2７年度入学者一覧
サテライト

研究科
Graduate School

修学分野
Field of Study

キャンパス

修士取得大学
Master’s degree

現所属
Affiliation

現職
Position

法学研究科
Graduate School of Law

法制度設計
Legal Development

カンボジア
Cambodia

名古屋大学
Nagoya University

司法省
Ministry of Justice

担当次官 兼 法整備局長
Undersecretary of State and Chief
of Secretariat for Legal & Judicial
Reform

法学研究科
Graduate School of Law

法制度設計
Legal Development

カンボジア
Cambodia

シンガポール国立大学
National University of
Singapore

市民行政省
Ministry of Civil service

担当次官
Under secretary of state

医学系研究科
医療行政
Graduate School of Medicine Medical administration

カンボジア
Cambodia

名古屋大学
Nagoya University

国立エイズ対策機構
National AIDS Authority

上級大臣・国立エイズ対策機構理
事長補佐
Assistant to Senior Minister, Chair
of National AIDS Authority

医学系研究科
医療行政
Graduate School of Medicine Medical administration

ラオス
Laos

名古屋大学
Nagoya University

保健省
Ministry of Health

薬物取締課チーフ
Chief of Drug Control Division

生命農学研究科
Graduate School of
Bioagricultural Sciences

Satellite
Campus

食糧生産・農業開発
カンボジア王立農業大学
カンボジア チャールズスタート大学
Food production &
Royal University of
Cambodia Charles Sturt University
agricultural development
Agriculture

国際開発研究科
Graduate School of
International Development

経済・社会開発
Economic and social
development

環境学研究科
Graduate School of
Environmental Studies

環境政策
Environmental Policy

民主的地方開発委員会
国際大学
National Committee for
カンボジア
International University of
Cambodia
Sub‐National Democratic
Japan
Development
ラオス
Laos

アジア工科大学
Asian Institute of
Technology

副学長
Vice Rector
上級モニタリング・評価オフィサー
Senior Monitoring and Evaluation
Officer

ラオス国立農林業研究所
農林政策研究センター次長
National Agriculture and Deputy Director, Agriculture and
Forestry Research Institute Forestry Policy Research Center
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Furo-cho, Chikusa, Nagoya 464-8601, JAPAN
Phone:+81-52-789-3595
Fax:+81-52-789-4647
E-mail: 10ryumon03@adm.nagoya-u.ac.jp
http://www. phdpro.leading.nagoya-u.ac.jp/

2015 年 8 月 3 日
関

係 各

位
名古屋大学 PhD 登龍門推進室
室長 前島 正義

拝啓

残暑の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび名古屋大学「PhD プロフェッショナル登龍門」におきましては、第３
期履修生を迎えた入校式を、以下の通り開催することとなりました。
本プログラムも３年目を迎え、教職員一同、一層気を引き締め、更なる発展を目指し
ていきたいと考えております。
つきましてはプログラム関係者の皆様におかれましてもご都合が許すならばご臨席
いただきたく、お願いする次第でございます。
ご多忙の折申し訳ありませんが、ご出席いただける場合は 9 月 11 日までにご連絡い
ただきます様、重ねてお願い申し上げます。
敬具
記

日

時：2015 年 10 月 1 日（木）15:00～16:00

開催場所：名古屋大学 豊田講堂シンポジオンホール
なお、入校式終了後にレセプションを 16:00～17:00 に実施予定です。
以上
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PhD プロフェッショナル登龍門第三期生入校式

日

時：１０月１日（木）15：00～16：00 （終了後 16：00～17：00 レセプション）

会

場：豊田講堂シンポジオンホール （レセプションは豊田講堂アトリウム（吹き抜け部分）
）

●入校式プログラム
司会進行 藤巻教授
1. 開会の辞
プログラムコーディネーター 杉山 直

2分

2. プログラム責任者挨拶
プログラム責任者 前島 正義

10 分

3. 三期生紹介 ※司会者が名前を読み上げ、履修生は立って一礼

５分

４. 来賓紹介

３分

５. 来賓祝辞
公益財団法人 フォーリンプレスセンター

５分

理事長 赤阪 清隆 様
６. 三期生代表挨拶
（日本人代表）
：国際言語文化研究科 中山 佳子（英語）

20 分

（留学生代表）
：工学研究科 趙 珉吉（日本語）
７. 総長挨拶
総長 松尾 清一
８. 記念撮影

10 分
５分

●レセプション
司会進行 藤巻教授
１.乾杯の辞（松尾総長）
２.ご歓談
３.閉会の辞（前島副総長）
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第三期履修生 21 人について

研究科：１１（名古屋大学

１４研究科）

文学１
教育１
法学３
経済２
理学２
医学１
工学４
生命農学１
国際開発４
国際言文１
環境１

女性１２
男性９

日本人学生７
外国人学生１４
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平成 27 年 9 月 24 日
名古屋教育記者会各社

殿

名古屋大学「
『ウェルビーイング in アジア』実現のための
女性リーダー育成プログラム」入講式の開催について
名古屋大学博士課程教育リーディングプログラム「『ウェルビーイング in アジア』実現のための
女性リーダー育成プログラム」は、下記のとおり第 2 期生の入講式を開催します。
記
１． 開催日時及び場所
平成２７年１０月１日（木）９：３０～１５：００
名古屋大学野依記念学術交流館会議室（１階）
２． 概要
「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラムは、高度の専門性に
根ざしアジア地域の諸問題を俯瞰し国際的に活躍できる女性リーダーの育成を目指してい
ます。
本プログラムは、新たに第２期生１９名を迎えて、入講式を開催します。
入講式では、松尾清一名古屋大学総長、髙橋雅英プログラム責任者、束村博子プログラム
コーディネーターの挨拶等のほか、前 UN Women 主席補佐官 Roswitha Newels 氏の特別講
演やユネスコ・アジア文化センター柴尾智子氏、マヒドン大学アセアン保健開発研究所長
Supa Pengpid 氏及び笹川記念保健協力財団理事長喜多悦子氏によるパネルディスカッショ
ンを行います。
３． プログラム履修生の展望
第２期生は、４研究科（農学、国際開発、教育、医学・保健）の大学院生から成り、本プログラ
ムにおいて、ベトナム、インドネシア、フィリピン等における海外実地研修や国際シンポジウ
ムなどに参加して国際感覚を養い､分野を越えてアジアの国々の文化・社会を理解し、各自
の専門性に根ざしてアジアの諸問題を解決に導く国際的な女性リーダーとなるべく研鑽を積
むことを目指します。

＜入講式に関すること＞
名古屋大学 Well-being 推進室
特任准教授 香 川 憲 夫
TEL：052-744-1946
FAX：052-744-1917
E-mail：coemed@med.nagoya-u.ac.jp

＜報道対応＞
名古屋大学総務部広報渉外課
TEL：052-789-2699
FAX：052-788-6272
E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp
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Enrollment Ceremony 2015
Women Leasers Program to Promote Well-being in Asia

Date and Time: 9:30-15:00, Thursday, October 1, 2015
Venue: 1 st Floor, Noyori Conference Hall
Time

Content

Remarks

Session I (09：30-10：35)
Moderator: Dr. Saw YuMon
09:10-

Registration Open

09:30-09:35

Opening Remarks

09:35-09:40

President’s Speech

09:40-09:45

Program Manager’s Speech

Dr. Hiroko TSUKAMURA

09:45-10:05

Program Coordinator’s Speech
Introduction of Executive Committee
& Program ManagementMembers
Confermentof EnrollmentCertificate

10:05-10:15

Greetings from New Students 2015

TBA

10:15-10:20

Message from the Students 2014

Ms. Aiza SARWAR
Ms. Akiyo TSUJI (confirmed)

10:20-10:50

Commemorative Photo & Break

10:50-11:50

Keynote Speech
(45min speech, 15min Q&As)

Dr. Seiichi MATSUO
President, NAGOYA University

Dr. Masahide TAKAHASHI
Dean, Graduate School of Medicine
Director, Office for Gender Equality
Professor, Grad. School of Bioagricultural
Sciences

Dr. Roswitha Newels
Sciences Po

12：00-13：00 Lunch（lightmeal will be provided）
@ Open Space (in frontof the registration desk), 1st Floor

Session II (13:00-14:50) Panel Discussion on Women Leaders in Asia
Moderator: Hiroko TSUKAMURA
13:00-13:20

PanelistI: Title

13:20-13:40

PanelistII: Title

13:40-14:00

PanelistIII: Title

14:00-14:15

Break

14:15-14:45

Panel Discussion

14:45-14:50

Closing Remarks

14:50-15:00

Commemorative Photo

Ms. Tomoko SHIBAO
Asia-Pacific Cultural Center for UNESCO

Dr. Supa Pengpid
Director, ASEAN Institute of Health
Development, Mahidol University

Dr. Etsuko KITA
Chair, Sasakawa Memorial Health Foundation

平成 27 年度 入講式スケジュール
ウェルビーイング in アジア実現のための女性リーダー育成プログラム
日時：2015 年 10 月 1 日（木） 第一部： 9:30-11:50

第二部： 13：00-15：00

場所：野依記念学術交流館１階
時間

進行

第 I 部（09：30-10：35）

司会・進行： Saw Yu Mon

9:10-

受付開始

09:30-09:35

開会の辞

09:35-09:40

総長挨拶

松尾 清一（名古屋大学総長）

09:40-09:45

プログラム責任者挨拶

高橋 雅英（大学院医学系研究科長）

09:45-10:05

プログラムコーディネータ挨拶
入講証 授与

束村 博子
（大学院生命農学研究科教授、男女共同参画室長）

10:05-10:15

履修生挨拶

10:15-10:20

第 1 期生 歓迎の言葉

10:20-10:35

記念撮影

10:35-10:50

休憩

10:50-11:50

キック・オフ講演（45 講演＋15
質疑）

Mccallum Derrace Garfield
辻 晶代

Roswitha Newels
Sciences Po (Paris Institute of Political Studies)

12：00-13：00 立食ランチ交流会
第Ⅱ部（13:00-14:50） 招待講演・パネルディスカッション

司会・進行： 束村 博子

13:00-13:20

招待講演

柴尾 智子
公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)
シニアアドバイザー

13:20-13:40

招待講演

Supa Pengpid
Director, ASEAN Institute for Health Development,
Mahidol University

13:40-14:00

招待講演

喜多 悦子
笹川記念保健協力財団 理事長

14:00-14:15

記念撮影・休憩

集合写真

14:15-14:45

パネルディスカッション

14:45-14:50

閉会の辞

14:50-15:00

記念撮影

ウェルビーイング第２期履修生19名の内訳
部局別人数

農学

GSID

保健学

教育

外国人学生数等

日本

部 局
農学
GSID
保健学
教育
医学

人 数
7
4
4
3
1

国 籍
日本
留学生
中国
カンボジア
フィリピン
インドネシア
カナダ

人 数
11
8
3
2
1
1
1

男女別
男性
女性

人 数
4
15

医学

留学生

男女比

男性
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女性
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報道の解禁日（日本時間）
(ﾃﾚﾋﾞ,ﾗｼﾞｵ,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)：平成 2７年 10 月 1 日 午前 6 時
(新 聞)
：平成 2７年 10 月 1 日 付朝刊

平成 27 年 9 月 30 日
名古屋教育記者会各社

殿

名古屋大学発ベンチャー企業 APTJ 株式会社を設立
国際的に通用する車載制御システム向け SPF の開発を目指す

名古屋大学では，情報科学研究科附属組込みシステム研究センター（NCES）において，
車載制御システム向けのソフトウェアプラットフォーム（SPF，広い意味での OS）に関
する研究開発を産学連携体制で推進してきました。この度，その研究開発成果を活用し
て，車載制御システム向けの SPF を開発・販売する名古屋大学発ベンチャー企業として，
APTJ 株式会社（APTJ）を設立しました。
APTJ は，自動車部品メーカーなどと共同で，AUTOSAR 仕様をベースとした SPF の開発に
取り組みます。開発する SPF は，最新の AUTOSAR 仕様をベースとしつつ，名古屋大学の
研究開発成果や知見を活用した先端的な機能や実装技術により，機能安全規格，サイバ
ーセキュリティ対策，マルチコアプロセッサに効率的に対応できることを技術的な特徴
とします。この SPF を活用することで，安全で品質の高い車載組込みソフトウェアの開
発が効率化され，自動車部品メーカーの競争力向上につながります。
APTJ の代表取締役会長兼 CTO には NCES センター長／教授の高田広章が，代表取締役社
長には NCES 特任准教授の高嶋博之が，10 月 1 日付けで就任しました。今後，開発技術
者を順次増員し，半年内には 30 50 名の体制とします。SPF の開発には 2 3 年の期間
を見込んでいますが，開発完了した部分から順次，国内のみならず海外の自動車部品メ
ーカーなどにも広くライセンス販売していく計画です。そのライセンス収入等により，
5 年後には年間 10 億円の売り上げを目指します。
さらに将来的には，
自動運転システム向けの SPF 仕様として AUTOSAR が策定中の AUTOSAR
Adaptive Platform 仕様に基づいた SPF の開発や，セキュリティ対策を強化するなどで
IoT や Connected Vehicle の流れにも対応するなど，車載制御システム向け SPF の分野
において，国際的なトップクラス企業に成長させていく計画です。

＜研究内容＞
＜報道対応＞
名古屋大学大学院情報科学研究科
○○○○○○○○○○○○を世界で初めて発見
名古屋大学総務部広報渉外課
附属組込みシステム研究センター
TEL：052-789-2699
特任准教授・高嶋博之
FAX：052-788-6272
TEL：052-789-4228
E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp
FAX：052-789-4237
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NCES・・・
・・・・
・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・
・
SPF・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SPF ・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・APTJ・・・・・
APTJ・
・・・・・・・・
APTJ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・AUTOSAR ・・・・・・・・・SPF ・・・・・・・・・・・・・・・
SPF ・・・・・ AUTOSAR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ SPF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
APTJ ・・・・・・・・・ CTO・・ NCES ・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・NCES ・・・・・・・・・・・・10・1・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30・50・・・・・・・・・SPF・・・
・・ 2・3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・5 ・・・・・・ 10 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SPF・・・・・AUTOSAR・・・・・
AUTOSAR Adaptive Platform・・・・・・・SPF・・・・・・・・・
・・・・・
・・・・・・・IoT ・ Connected Vehicle・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・ SPF ・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・
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・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・
・・・・・・・NCES・・・・・・・・・・・・・
・・・・・OS・・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
AUTOSAR ・・・・・・・・・SPF ・・・・・・・・・・・・・・・
2011・・・2013・・・・・・・・・・ATK2・・・・・・・・・・AUTOSAR・
・・・・・・・・OS・
・・・・・・ OS・SPF ・・・・・・・・・
・ CAN ・・・・・
・・・・・・・・・・TOPPERS ・・・・・・
・・・・・・・・・・・・2014 ・・・
・・・・AP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26・・・・・・・・・・
・・ATK2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SPF ・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・APTJ・・・・・・NCES・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・SPF ・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
【
お
問
い
合
わ
せ
先
】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
APTJ・・・・
・464-0814 ・・・・・・・・・・
・・・・・ ・・・・・・・・
・・・ 2 ・
TEL: 052-782-5705 FAX: 052-782-5706
Email: contact@aptj.co.jp
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・・・・・ ・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・
・464-8601 ・・・・・・・・・・ NIC508
TEL: 052-789-4228 FAX: 052-789-4237
Email: nces-office@nces.is.nagoya-u.ac.jp
【
用
語
説
明
】
NCES

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・
Nagoya university Center for Embedded computing
Systems・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 2006 ・ 4 ・・・・・・・
・・・・・・・・・
SPF
・・・
・・・・・・・
・・・・・
Software PlatForm・
・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・
・・・・・・・・・・OS・・・・
AUTOSAR
AUTomotive Open System ARchitecture・・・・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・2003 ・・・・・・・・・・・・・・・・AUTOSAR ・・
・・・・・SPF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ISO
26262 ・2011 ・ 11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
TOPPERS
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・
・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・2003・9・・NPO・・・・・・・
・・・・・・ OS ・ H-IIB ・・・・
・・・・・・・・・・・・・
・・NCES ・・・・・・・・・・・・・・
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名古屋⼤学発ベンチャー企業

APTJ株式会社を設⽴

国際的に通⽤する⾞載制御システム向け
ソフトウェアプラットフォームの開発を⽬指す
⾼⽥ 広章
APTJ株式会社 代表取締役会⻑・CTO（就任予定）
名古屋⼤学 未来社会創造機構 教授
名古屋⼤学 ⼤学院情報科学研究科 教授
附属組込みシステム研究センター⻑
APTJ Co., Ltd.

1
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APTJ設⽴の背景
車載組込みソフトウェアの大規模化・複雑化
自動車のコンピュータ化の進展より，自動車に組み込まれ
る制御ソフトウェアの大規模化・複雑化が進展
安全性・品質を確保しつつ，ソフトウェアを効率的に開発
する技術は，自動車産業の大きな課題に
⇒ ソフトウェアプラットフォーム（SPF，広い意味でのOS）
の導入が望まれる
AUTOSARによる標準化と懸念
車載制御システム向けのSPF仕様として，AUTOSAR仕様
が，国際的な標準として広く使われつつある
AUTOSARベースのSPFの開発・ビジネス展開においては，
海外有力企業が先行しており，我が国は負けそうな状況
我が国の自動車産業のものづくり力の低下につながる
ことが懸念される
028

APTJ Co., Ltd.
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これまでの取り組みと実績
2000年頃 TOPPERSプロジェクトの開始
ITRON仕様に準拠したリアルタイムOSを開発し，オープン
ソースソフトウェアとして公開
2003年 TOPPERSプロジェクトをNPO法人として組織化
様々な組込みシステムに利用される（次スライド参照）
2011年度 2013年度 ATK2コンソーシアム
AUTOSAR仕様ベースのSPFを産学共同で開発
2014年度 継続中 APコンソーシアム
ATK2コンソーシアムの活動を拡大
26社の企業が参加（2015年9月時点）
2014年 科学技術政策担当大臣賞を受賞
第12回 産学官連携功労者表彰において，「オープンソー
スの組込みリアルタイムOSの開発・普及」によって受賞
APTJ Co., Ltd.

3
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TOPPERSの主な利用事例

キザシ (スズキ)

スカイラインハイブリッド (日産)

IPSiO GX e3300 (リコー)

UA-101 (Roland)

提供：JAXA，イラスト：池下章裕

H-IIB（JAXA)
030

ASTRO-H (JAXA)
＜開発中＞

APTJ Co., Ltd.

OSP-P300
(オークマ)

SoftBank
945SH
（シャープ）

PM-A970(エプソン)
4
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APTJの設⽴と狙い
APTJ株式会社の設立
名古屋大学発ベンチャー企業として設立
APコンソーシアムなどの研究開発成果を活用して，車載
制御システム向けのSPFを開発・販売
APTJの活動と狙い
自動車部品メーカーなどと共同でSPFを開発
最新のAUTOSAR仕様をベースとする
技術的な強みは，機能安全規格，サイバーセキュリティ
対策，マルチコアプロセッサに効率的に対応できること
開発するSPFを活用することで，安全で品質の高い車載
組込みソフトウェアの開発が効率化
⇒ 我が国の自動車産業の競争力向上につなげる
APTJ Co., Ltd.

5
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APTJの役員
代表取締役会長・CTO（非常勤）
高田広章（名古屋大学 未来社会創造機構／大学院情報
科学研究科 附属組込みシステム研究センター長）
役員兼業により就任予定
代表取締役社長
高嶋博之（名古屋大学 大学院情報科学研究科 特任准教
授，元デンソー）
9月30日付けで名古屋大学を辞職して就任予定
取締役（非常勤）
浅野真弘（名古屋大学 産学官連携コーディネータ，元ル
ネサスエレクトロニクス）
監査役
桑木肇（公認会計士）
多くのベンチャー企業を支援してきた実績
032

APTJ Co., Ltd.

6

報道解禁⽇：2015年10⽉1⽇

APTJの開発体制と事業計画
開発体制と計画
半年内には，技術者が30 50名の開発体制に
SPFの完成までに3年程度かかる予定
開発完了した部分から順次，ライセンス販売を開始
ビジネスモデルと売り上げ目標
開発したSPFを，国内外の自動車部品メーカーなどに広く
ライセンス販売
5年後には年間10億円の売り上げを目指す
開発拠点
名古屋大学東山キャンパス内に置く
新しく整備された大学発ベンチャー企業の事務所を学内
に置く制度を活用
APTJ Co., Ltd.

7
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APTJの将来と抱負
自動運転システムに向けて
将来的には，AUTOSARが策定中の自動運転システム向
けSPF（AUTOSAR Adaptive Platform）の開発に取り組む
セキュリティ対策を強化するなど，IoTやつながるクルマ
（Connected Vehicle）の流れにも対応
国際的なトップクラス企業に
車載制御システム向けSPFの分野において，国際的なトッ
プクラス企業に成長させていく
我が国の車載組込みソフトウェア産業の強化を通じて，自
動車産業全体の競争力向上に資する

034

APTJ Co., Ltd.
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資料６
Nagoya University Joint Degree Program Kick-off Symposium 概要
行事等の正式名称

概要（場所・時間・講演内容・講演者・入場料など）

連絡先及び内線番号

場所：名古屋大学 坂田・平田ホール
日時：10月16日（金）9：30-12：20

名古屋大学ジョイント・ディグ
リープログラムキックオフシン
ポジウム
（Nagoya University Joint
Degree Program Kick-off
Symposium）

発表者：
文部科学省高等教育局高等教育企画課
国際戦略分析官 田浦宏己
医学部長・医学系研究科長 高橋雅英
豪国アデレード大学健康科学部長 Alastair Burt （アラスタイア バート）
理学部・理学研究科副研究科長 阿波賀邦夫
英国エジンバラ大学化学科長 Eleanor Campbell（エレノア キャンベル）
農学部・生命農学研究科研究科長 川北一人
タイ国カセサート大学 大学院長 Gunjana Theeragool(ガンヂャナ ティーラグン）
教育推進部事業推進課事業
内容：10月より本学医学系研究科と豪国アデレード大学と共同で実施する国際共同学位プログ 推進第一係 （2195）
ラムの開始に伴い、その実施内容及び今後他研究科の実施予定を発表する。併せて海外連携
大学関係者と交えて名古屋大学の将来について議論を展開する。
定員：300名
対象：大学関係者（本学・他大学）、海外連携大学関係者、一般の方も傍聴可能
参加費：無料
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名古屋大学 平成27年10月予定表

資料７

(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

5日(月)、
19日(月)

役員会

20日(火)

部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日)

会議の名称(部局)

1日(木)

教授会(宇宙地球環境研究所)

7日(水)

教授会(法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医学部・医学系研究科、
環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

14日(水)

教授会(文学部・文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

21日(水)

教授会(医学系研究科、工学部・工学研究科、農学部・生命農学研究科、国際開発
研究科、国際言語文化研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

22日(木)

教授会(創薬科学研究科)

23日(金)

教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)

28日(水)

教授会(情報文化学部、多元数理科学研究科、宇宙地球環境研究所、未来材料・
システム研究所、総合保健体育科学センター)
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○行事等
日(曜日)

行事等の名称

連絡先

「第四紀における人類の進化と文化」
場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

7月4日(土)～
10月3日(土)
(日・月曜日休
館)

9月8日(火)～
10月24日(土)
(日・月曜日休
館)

概要

博物館スポット展示

10月13日(火)
～
11月14日(土)
(日・月曜日休
館)

「植物細胞壁のミクロの世界」
場所：博物館ホワイエ(9/8～10/3)、博物館3階展示室(10/6～24)
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

「花祭」
場所：博物館エントランス
時間：10：00～16：00
入場料：無料

7月6日(月)～
10月30日(金)
(土・日・祝日休
館、10月10日、
17日臨時開館)

「ムシの世界－名古屋大学博物館の昆虫標本と切り紙と博物画」
(7/6～10/30)
「博物館実習ポスタ－展」(11/5～13)
「名大の蛾Ⅰ」(11/24～1/15)

11月5日(木)～ 博物館野外観察園セミナーハウ
13日(金)
スサテライト展示
(土・日・祝日休
館)
11月24日(火)
～
1月15日(金)
(土・日・祝日、
12月26日～1月
3日休館)

場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

［関連ワークショップ「切り紙実演」］
10月10日(土)
時間：11：00～12：00、13：30～15：00
講師：石川進一朗氏(切り紙作家)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：18：00～19：30
8月18日(火)～
テーマ：「秩序と渾沌」
10月15日(木)
平成27年度名古屋大学公開講座
定員：200名
(期間内の火・
対象：一般(満18歳以上)
木曜日)
参加費：9,460円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-789-6584

場所：愛知県および周辺地域
内容：様々なサイエンス／ものづくりイベントが集合する地域科学
祭
9月19日(土)～ あいちサイエンスフェスティバル
11月3日(火)
2015

「化石発掘体験ツアー」
10月18日(日)
場所：土岐川河川敷、瑞浪市化石博物館(岐阜県瑞浪市)
時間：9：00～16：00
内容：化石発掘、クリーニング、観察、鑑定、他
定員：40名
対象：小学3年生以上、一般
参加費：無料(高校生以下)、200円(一般)

学術研究・産学官連携推進本部
特任講師 成 玖美
052-747-6527

10月3日(土)

総合保健体育科学センター
柔道寝技教室

場所：第4体育館(柔道場)
時間：14：00～16：00
講師：二村雄次(本学柔道部師範)
内容：柔道の寝技の実技講習
定員：30名
対象：小学生以上、一般
参加費：無料

10月3日(土)

地域貢献事業「都市近郊の農業
教育公園」
農業ふれあい教室 「親子農業体
験－サツマイモとラッカセイの収
穫」

場所：東郷フィールド(附属農場)(愛知郡東郷町)
時間：10：00～12：00
内容：東郷フィールドの紹介、サツマイモ・ラッカセイ掘りとでき方の
観察、サツマイモの試食
対象：小学生とその保護者
定員：15家族
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド(附属農場)事務室
0561-37-0200

10月5日(月)

秋季入学式

場所：豊田講堂
時間：10：30～

企画・学務部学務課
052-789-2159

040

工学研究科
教授 瓜谷 章
052-789-3797

10月7日(水)

10月7日(水)

第53回げんさいカフェ
－Gen Science Caf －

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「外国人から見たニッポンの減災対策」
講演者：エマニュエル・レレイト(工学研究科講師)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

心の発達支援研究実践センター
公開レクチャー

場所：教育学部E演習室
時間：19：00～21：00
講演題目：「フィンランドにおける女性のキャリア開発」
講演者：ソイリ・ケスキネン氏(トゥルク大学名誉教授)
講演題目：「子どものための交通安全教育：最近の科学ニュース」
講演者：エスコ・ケスキネン氏(同名誉教授)
対象：一般
参加費：無料

心の発達支援研究実践センター
052-789-2658

10月8日(木)～
国際開発研究科
11月19日(木)
2015年度公開講座
(期間中の木曜
「新時代の国際協力」
日 全7回)

10月8日(木)

カンボジアサテライトキャンパス
入学式

場所：国際開発研究科棟8階オーデトリアム
時間：18：30～20：00
内容：国際協力分野に関連する諸問題を、特に法、政治、社会と文
文系事務部総務課(国際開発)
化の側面から解説
052-789-4952
定員：80名
対象：高校生以上、一般(全日程参加可能な方)
参加費：無料

場所：王立プノンペン大学内(カンボジア王国)
内容：2015年度にカンボジアにおける「アジア諸国の国家中枢人材
養成プログラム」に入学した学生を対象に入学式を行う
教育推進部事業推進課
052-789-2512

10月9日(金)

ラオスサテライトキャンパス
開校式、入学式

場所：ラオス国立大学内(ラオス人民民主共和国)
内容：新規に設置されるラオスサテライトキャンパスおよび、2015年
にラオスにおける「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」に
入学した学生を対象に入学式を行う

10月9日(金)

医学部解剖弔慰祭

場所：覚王山日泰寺
時間：13：30～14：30

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

場所：多元数理科学棟5階大講義室(509室)
時間：9：30～17：00
講演題目：「ユークリッドから現代数学への道」
講演者：大沢健夫(多元数理科学研究科教授)
講演題目：「計算と論理」
講演者：ジャック・ガリグ(同准教授)
講演題目：「素粒子論と現代数学」
講演者：濱中真志(同助教)
定員：100名
対象：高校生、高校教員、一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
052-789-5994

10月10日(土)、
多元数理科学研究科
10月24日(土)、
2015年度数学公開講座
11月21日(土)

［中学校説明会］(10/10)
場所：豊田講堂
教育学部附属中学校
時間：10：00～(1回目)、14：00～(2回目)
副校長 原 順子
内容：本校の教育方針･特色･学校生活などについての説明、質疑
052-789-2680
応答
対象：小学6年生とその保護者(小学5年生以下も参加可能)
10月10日(土)
10月31日(土)

教育学部附属中学・高等学校
学校説明会・オープンキャンパス

［第2回高等学校説明会・オープンキャンパス］(10/31)
場所：教育学部附属中・高等学校
教育学部附属高等学校
時間：9：30～12：30
副校長 山田 孝
内容：本校の教育方針･特色･学校生活などについての説明、体験
052-789-2680
授業、質疑応答、他
対象：中学3年生

10月10日(土)、
10月24日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
11月14日(土)、 ボタニカルア－トサ－クル
11月28日(土)

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

10月10日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
11月14日(土) 写真サ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767
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場所：河合塾千種キャンパス千種校(名古屋市千種区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「科学でどうする科学をどうする」
講演者：戸田山和久(情報科学研究科教授)
内容：講演、懇談会
定員：70名
対象：中学生、高校生、高校卒業生、保護者
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
研究員 戸次真一郎
052-747-6791

10月11日(日)

名大研究室の扉 in 河合塾
第6回情報文化学部

10月11日(日)

場所：野依記念学術交流館1階会議室
時間：13：00～15：30
第3回東海ハラスメント相談研究 内容：講演、他
ハラスメント相談センター
会「大学におけるハラスメント相談 対象：東海地方の大学においてハラスメント相談に従事している
052-789-5806
方、ハラスメント対策に関わっている方、男女共同参画、学生相談
セミナー」
対応等に関わっている方、他
参加費：無料

平成27年度第6回、第7回
10月13日(火)、
情報連携統括本部公開講演会・
10月27日(火)
研究会

場所：情報基盤センター4階会議室
時間：13：00～14：30
講演題目：「教研系システム導入について」(10/13)
講演者：西村浩二氏(広島大学教授)
内容：広島大学の教研係システムの導入例を例にクラウドサービス
利用のための環境整備、仕様策定、導入、運用状況等を紹介する
講演題目：「UX Design Approachの紹介」(10/27)
講演者：田中拓也氏(株式会社リクルートマーケティングパートナー
情報推進部情報推進課
ズ)
052-789-4368
内容：実際にUXアプローチを軸として行ったケーススタディとともに
要件設計をどのように行ってきたのかを紹介
定員：40名
対象：一般
参加費：無料
［今後の開催予定］
11月24日(火)、12月22日(火)、1月26日(火)、 2月23日(火)

場所：2008ノーベル賞展示室(ES総合館2階)
時間：10：00～16：00
入場料：無料
10月13日(火)
2008ノーベル賞展示室 ニュートン
～
著「プリンキピア」第2版(1713年出
24日(土)
(日・月・祝日休 版)ホームカミングデイ特別展示
館)

［関連特別講演会］(10/17)
時間：13：00～14：00
講演題目：「ソフトマターの理論物理学」
講演者：宮崎州正(理学研究科教授)
内容：液体とも固体ともつかぬ物質「ソフ トマター(柔らかい物質)」
について語る
参加費：無料

理学部・理学研究科事務部
052-747-6577

10月15日(木)
～17日(土)

アデレード大学・フライブルク大
学・名古屋大学との国際共同シン 場所：医学部附属病院鶴友会館、病棟、中央診療棟、他
ポジウム

10月16日(金)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：9：30～12：20
講演者：田浦宏己氏(文部科学省高等教育局国際戦略分析官)、髙
橋雅英(医学系研究科教授)、アラスタイア・バート氏(アデレード大
学健康科学部長)、阿波賀邦夫(理学研究科教授)、エレノア・キャン
名古屋大学ジョイント・ディグリー
ベル氏(エジンバラ大学化学科長)、川北一人(生命農学研究科教
プログラムキックオフシンポジウ
教育推進部事業推進課
授)、ガンヂャナ・ティーラグン氏(カセサート大学大学院長)
ム
内容：10月より医学系研究科と豪国アデレード大学と共同で実施す 052-789-2195
(Nagoya University Joint Degree
る国際共同学位プログラムの開始に伴い、その実施内容および今
Program Kick-off Symposium)
後他研究科の実施予定を発表する。併せて海外連携大学関係者
と交えて本学の将来について議論を展開する
定員：300名
対象：大学関係者(他大学含む)、海外連携大学関係者、一般
参加費：無料
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医学部・医学系研究科国際連携室
052-744-2507

10月17日(土)

場所：東山キャンパス
時間：10：00～
内容：名古屋大学の集い、学術講演、名古屋フィルハーモニー交響
楽団コンサート、平成27年度国際交流貢献顕彰授与式、名古屋グ
第11回名古屋大学ホ－ムカミング ランパススクールコーチによる親子ふれあいサッカ－教室、あかり
総務部広報渉外課
デイ「持続可能社会の実現に向け んご隊科学実験、施設公開・見学ツアー、他
052-747-6558
参加費：無料
て」
［学術講演］
講演題目：「世界を照らすLED」
講演者：天野 浩(工学研究科教授)

10月17日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
11月21日(土) シャンソンサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

10月18日(日)

第10回名大病院市民公開講座

場所：中区役所ホール(名古屋市中区)
時間：13：30～15：30
講演者：後藤百万(医学系研究科教授)、川上 肇(医学部附属病院 医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター特任教授)、藤原忠美(同特任教 先端医療・臨床研究支援センター
052-744-1956
授)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第37回

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：18：00～19：30
講演題目：「モノのふみをよむ－絵図と遺構で読む高木家陣屋－」 附属図書館情報管理課
052-789-3666
講演者：溝口正人氏(名古屋市立大学教授)
対象：一般
参加費：無料

第13回減災まなび舎

場所：減災館1階減災ホール
時間：13：00～14：00
講演題目：「火災から身を守るには」
講演者：廣井 悠(減災連携研究センター准教授)
対象：一般
参加費：無料

10月22日(木)

第114回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「スーパーコンピューターの地震防災・減災への利用(仮
減災連携研究センター
題)」
052-789-3468
講演者：堀 宗朗氏(東京大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

10月22日(木)

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～
高等教育研究センター
内容：留意事項、ポスターセッション、教育ワークショップ、他
教授 夏目達也
平成2７年度第2回新任教員研修
対象：平成27年4月2日以降に本学に着任した教員、第1回研修(4
052-789-5693
月開催)に参加できなかった教員(週38時間45分勤務する研究員を
含む)

10月20日(火)

10月21日(水)

博物館事務室
052-789-5767

災害対策室
052-788-6040

第47回地球教室－フィールドセミ
10月24日(土)、 ナー－
「博物館の収蔵庫と野外で深海の
25日(日)
地層と化石を調べよう！」

場所：博物館2階実験室(10/24)、南知多の海岸(10/25)
時間：13：30～16：00(10/24)、9：00～16：00(10/25)
内容：深海でできる地層の特徴や化石の観察方法を学び実践する 博物館事務室
052-789-5767
定員：30名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：2,000円

10月24日(土)、
10月31日(土)、
平成27年度防災人材育成研修
11月13日(金)、
防災・減災カレッジ
11月20日(金)、
11月28日(土)

場所：減災館2階災害対策室、環境総合館1階レクチャーホール
時間：9：30～17：00
講演者：廣井 悠(減災連携研究センター准教授)、山中佳子(環境
学研究科附属地震火山研究センター准教授)、都築充雄(減災連携
減災連携研究センター
研究センター寄附研究部門准教授)、北野哲司(同寄附研究部門教
052-789-3468
授)他
内容：防災基礎研修
定員：60名
参加費：3,000円(防災基礎研修1日＋各コース2日間)、他
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10月24日(土)

10月29日(木)

2015年度第2回農場講演会

第29回国際経済政策研究セン
ター・キタン国際学術シンポジウ
ム／名古屋大学、ジェトロ・アジア
経済研究所共催国際シンポジウ
ム

場所：東郷フィールド(附属農場)農業館(愛知郡東郷町)
時間：14：00～15：30
講演題目：「いつも食べてるお米の話」
講演者：西内俊策(生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セ
ンター助教)
内容：お米の品種や味といった身近な話から、育種や日本のイネ
の今後といった難しい話について、幅広い分野から少しずつ話題を
取り上げる
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド(附属農場)事務室
0561-37-0200

場所：野依記念学術交流会館
時間：9：30～17：00
経済学研究科
テーマ：「中国・日本と激変するアジア経済」
内容：講演、パネル討論(使用言語は英語、日本語、中国で同時通 附属国際経済政策研究センター
052-789-4945
訳あり)
定員：150名
参加費：無料

宇宙地球環境研究所
設立記念公開講演会

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：13：30～16：00
テーマ：「私たちのくらしと宇宙地球環境」
講演題目：「オーロラを通して診る宇宙地球環境」
講演者：藤井良一(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「過去2千年間の気候変動の歴史から学べること」
講演者：中塚 武氏(総合地球環境学研究所教授)
講演題目：「気候変動リスクと人類の選択」
講演者：江守正多氏(国立環境研究所地球環境研究センター気候
変動リスク評価研究室長)
研究所事務部総務課
内容：講演、パネルディスカッション
052-747-6303
対象：一般
定員：300名
参加費：無料

11月4日(水)

宇宙地球環境研究所
設立記念式典・祝賀会

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール、1階ラウンジ
時間：16：00～18：30
内容：所長あいさつ、松尾清一(本学総長)祝辞、文部科学省学術
機関課長祝辞、来賓祝辞(西田篤弘氏(宇宙科学研究所名誉教授、
文化功労者)、安成哲三(本学名誉教授))

11月4日(水)、
5日(木)

宇宙地球環境研究所
設立記念シンポジウム
「宇宙・太陽・地球環境の結びつ
きと過去・現在・未来(Evolution of
the Space-Sun-Earth
Environmental system in space
and time)」

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：13：00～15：00(11/4)、9：00～17：00(11/5)
内容：国内外の招待講演者による講演および一般講演者による講 太陽地球環境研究所
http：//st4a.stelab.nagoya演(使用言語は英語)
u.ac.jp/ISEE/
対象：研究者
定員：200名
参加費：無料

11月3日(火)

11月7日(土)～
名古屋大学オープンカレッジ
3月12日(土)
「自由奔放！サイエンス－知識・
(期間中の土曜
博学への挑戦」
日 全8回)

11月7日(土)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
環境学研究科地球環境科学専攻 時間：13：00～
内容：全体説明会、パネルによる研究内容の紹介、研究室見学
大学院説明会
参加費：無料

11月10日(火)
～1月23日(土)
第31回博物館企画展
(日・月曜日、12
「北の縄文人」
月27日～1月4
日休館)

11月13日(金)
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場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
経済学研究科
内容：大学の研究室で行われている最新の研究やその熱意をでき
エクステンション・サービス
るだけわかりやすく伝える
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

環境学研究科
准教授 中川書子
052-789-3464

博物館事務室
052-789-5767

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
国際言語文化研究科
平成27年度国際言語文化研究科 時間：14：45～16：15
講演題目：「日本人の言語行動におけるポライトネス－効率的な日 教授 杉村 泰
教育研究プロジェクト
sugimura@lang.nagoya-u.ac.jp
本語ポライトネス指導を目指して－」
日本語教育学講座講演会
講演者：松村瑞子氏(九州大学教授)

11月14日(土)

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：30～16：15
講演題目：「うんちの管理と在宅ケア」
講演者：前川厚子(医学系研究科教授)
平成2７年度鶴舞公開講座
「家族のきずなで健やかに生きる 講演題目：「発達障害をもった子どもとの関わり方－特に家族を中 医学部・医学系研究科総務課
052-744-2040
－子・親・祖父母で考える家庭内 心に」
講演者：岡田 俊(医学部附属病院准教授)
の医療－」
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～16：35
講演題目：「一般相対論の誕生」
講演者：佐藤文隆氏(京都大学名誉教授)
講演題目：「アインシュタイン最大の成功？」
講演者：杉山 直(理学研究科教授)
講演題目：「天文観測に見られる相対論効果」
講演者：國枝秀世(本学理事)
講演題目：「重力波の観測に挑む－アインシュタイン100年の宿題
－」
講演者：梶田隆章氏(東京大学教授)
内容：時空理論とその周辺の研究の歴史、展開、そして最前線に
触れる
定員：300名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

11月21日(土)

素粒子宇宙起源研究機構
一般相対論誕生100年記念市民
講演会

11月24日(火)

場所：ES総合館1階会議室
時間：14：00～16：00
平成27年度コンベンション開催支
講演者：藤巻 朗(本学副理事)
援セミナー
対象：本学教職員
定員：70名

理学研究科
教授 白水徹也
052-747-5577

研究協力部研究支援課
052-789-2039

場所：博物館野外観察園、博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
博物館事務室
講師：西田佐知子(博物館准教授)、野崎ますみ(同研究員)
内容：季節の花をみながら自然を学び、電子顕微鏡でミクロの自然 052-789-5767
を見る
参加費：無料

11月28日(土)

博物館野外観察園見学会

11月30日(月)

場所：国際開発研究科棟8階オーデトリアム
時間：13：00～17：00
総合保健体育科学センター
講演題目：「ネット社会に生きる若者の感性と陥穽－ソーシャル・オ
こころの絆創膏セミナー
総合保健体育科学センター
タク・聖地・承認・物語－」
「インターネット社会に生きる学生
052-789-5778
講演者：谷村 要氏(大手前大学准教授)
への新たな対応－情報意見交換
内容：講演、パネルディスカッション
会」
対象：教職員、本学学生(講演のみ)
参加費：無料

12月3日(木)

場所：⽇本経済新聞社名古屋⽀社3階会議室(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
国際経済政策研究センター・キタ 講演題目：「最近の金融情勢と展望」
ン会第22回名古屋ビジネスセミ
講演者：梅森 徹氏(日本銀行名古屋支店長)
ナー
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：16：00～17：30
講演題目：「高速道路 四方山話－名神高速道路が全線開通して
50年 高速道路の過去・現在・未来－」
全学同窓会事務局
講演者：宮池克人氏(全学同窓会副会長・中日本高速道路株式会
052-783-1920
社 代表取締役社長CEO)
定員：250名
対象：一般
参加費：無料

12月8日(火)

全学同窓会講演会

12月9日(水)

場所：博物館2階実験室
ミクロの探検隊
時間：13：00～16：00
「ミクロの世界をのぞいて放散虫
定員：22名
の進化に触れよう！－ 電子顕微
対象：小学5年生以上、一般
鏡のふしぎ」
参加費：500円（保険料)

博物館事務室
052-789-5767
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場所：博物館2階展示室
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

12月24日(木)、
博物館コンサート NUMCo
2月27日(土)

「ジャズオーケストラによるクリスマスコンサート」(12/24)
時間：13：00～14：00
演奏曲目：「サンタが街にやってくる」、「雪だるまつくろう」、他
出演：フリーヒルズジャズオーケストラ
「ウクレレデュオ」(2/27)
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「ナプアモハラ(花は咲く)」、「メドレー(ふるさと、浜辺の歌
等)」、他
出演：Yeh☆`ie(イェーィエ)、千田初子(フラ)
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博物館事務室
052-789-5767

資料９
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資料９

名古屋⼤学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ）
名古屋⼤学医学部附属病院では，東海地区での⼤規模な地震・津波等⾃然災害，ま
たはそれに類する事態が発⽣した場合を想定し，名古屋⼤学医学部附属病院事業継
続計画（ＢＣＰ）を策定いたしました。
今後も訓練などにより検証し，継続的に改善を図っていきます。
運⽤⾯（ソフト）と施設⾯（ハード）が⼀体となった名⼤病院ＢＣＰは，基本・運
⽤編が９６ページ，施設編が８６ページとなり，国⽴⼤学法⼈「初」のものとなり
ます。
◆事業継続計画
（ＢＣＰ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ）
大地震等の自然災害，感染症のまん延，テロ等の事件，
大事故，サプライチェーン（供給網）の途絶，突発的な経
営環境の変化など不測の事態が発生しても，重要な事
業を中断させない，または中断しても可能な限り短い期
間で復旧させるための方針，体制，手順等を示した計画
のこと
◆事業継続マネジメント
（ＢＣＭ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）
ＢＣＰを継続的に運用・見直しを行い，事業継続を継続的
に改善する 経営管理活動

1
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名古屋⼤学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ）
名古屋⼤学医学部附属病院（以下「本院」という。）は，名古屋市中央部の昭和区に位置し，
過去に濃尾地震，南海，東南海を震源とする⼤地震にしばしば襲われてきた。また，南海ト
ラフ全域について⾔えば３０年以内にマグニチュード８以上の地震発⽣の可能性がしばしば
⾔及されており，その確率は７０％程度とも予測されています。
このような⾃然災害に対して⼈的被害を防ぎ，災害の影響を最⼩限に抑制して医療⾏為を継
続しなければならないことから，防災意識の⾼揚，防災体制の強化，災害応急体制の整備な
ど，防災対策に万全を喫する必要が⽣じています。
本院は，東海地区での⼤規模な地震・津波等⾃然災害またはそれに類する事態が発⽣した場
合でも，病院機能を可能な限り維持しまたは早期に復旧し，病院内の全職員が協⼒して，初
動，急性期から復興期に⾄るまで切れ⽬無く災害医療活動を継続することにより，⼈命を救
助し，地域社会の早期復興に貢献するため，名古屋⼤学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）を策定いたしました。
名⼤病院ＢＣＰの特徴は，２０１４年夏から本院の医師，看護スタッフ等による「ＢＣＰ策
定委員会」と施設管理部が中⼼となった「名⼤病院ＢＣＰ策定プロジェクトチーム・ワーキ
ンググループ」が情報共有を図りながら，作業を進めたという教職協働で実施したところに
あります。
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名古屋⼤学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ）
名⼤病院ＢＣＰの基本⽅針
本院は，⼤規模災害時においてもその社会的使命を果たすため，名⼤病院ＢＣＰの策定にあ
たり以下のとおり基本⽅針を定める。
（１）他の医療機関等との協⼒体制に基づき，状況に応じた最善の⽅法を柔軟に選択し，⼀⼈
でも多くの⼈命を救助する。
（２）病院機能が可能な限り維持できるよう施設・設備等への事前の対策を強化するとともに，
災害時には，患者や職員の安否確認を⾏うと同時に，施設・設備等の被災状況を確認し，
病院機能の維持継続または早期復旧に最善を尽くす。
（３）災害拠点病院としての役割を鑑み，災害時の初動対応から復旧・復興期にわたり，地域
社会の「芯柱」となっての復興への貢献を果たす。
病院ＢＣＰ

ＢＣＭの概念
災害発生

病院の場合は、災害時対応業務が増大する。

事前

事後

サービスレベル

事業継続マネジメント

病院
復旧

100%

教育・訓練

目標復旧曲線

事業継続計画

見直し

現状の予想復旧曲線
経営層の
チェック・承認

一般
企業

時間軸

マネジメントサイクルによって
事業継続を眷属的に改善
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名古屋⼤学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ）策定の事例紹介
平成27年9⽉24⽇（⽊）に医学部附属病院中央診療棟３階講堂にて，名古屋⼤学医学部附属
病院事業継続計画（ＢＣＰ）策定の事例紹介を開催いたしました。
全国の国⽴⼤学法⼈等及び愛知県内の公私⽴⼤学，名古屋市内の病院から総勢145名の参加
があり，４名の講演者によるプレゼンテーションの後，活発な質疑応答が⾏われました。

名大病院ＢＣＰ策定の事例紹介
会
場
全
体
風
景

西脇副病院長による名大病院ＢＣＰ
－基本・運用編－のプレゼン
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竹下理事・事務局長による
開
会
の
挨
拶

松井課長補佐による名大病院ＢＣＰ
－ 施 設 編 － の プ レ ゼ ン
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◆
基
本
・運編
◆

◆名古屋大学医学部附属病院事業継続計画（ ＢＣＰ ）
０ ． はじめに
１ ． 目的・ 基本方針
１ －１ 目的
１ －２ 名大病院ＢＣＰ の基本方針
１ －３ 適用の範囲
１ －４ 文書管理と開示範囲
２ ． 災害拠点病院としての使命および他の医療機関
との連携
３ ． 被害想定
３ －１ 想定する災害と被災想定
３ －１ －１ 想定する災害
３ －１ －２ 病院外の被災想定（ 病院周辺）
３ －１ －３ 病院内の被災想定と対策の現状
４ ． 災害時の対応体制
４ －１ 災害対策本部
４ －１ －１ 設置基準
４ －１ －２ 設置場所
４ －１ －３ 災害対策本部組織図
４ －１ －４ 災害対策本部組織図（ 休日・ 夜間）
４ －１ －５ 災害対策本部体制の構築
４ －１ －６ 職員の安否確認
４ －１ －７ 被災情報の収集
５ ． 非常時優先業務
５ －１ 概要
５ －２ 災害発生時の業務フロー
６ ． 非常時優先業務と行動計画
６ －１ 事業継続戦略
６ －２ 部門別行動計画表
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基本・ 運用編【 全96 ページ】
７ ． 部門別事前対策リスト
８ ． 名大病院ＢＣＰ の維持・ 運用
８ －１ 名大病院ＢＣＰ の推進体制
８ －２ 名大病院ＢＣＰ 訓練
８ －３ 名大病院ＢＣＰ の点検
８ －４ 名大病院ＢＣＰ の改訂
９ ． 添付資料
９ －１ チェックリスト
９ －２ 緊急連絡先リスト
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◆
施
設
編
◆

◆名古屋大学医学部附属病院事業継続計画（ ＢＣＰ ）
１ ． 名大病院ＢＣＰ 「 施設編」 の考え方
１ －１ 「 施設編」 策定の趣旨
１ －２ 名大病院ＢＣＰ のリソース
１ －３ リスクの想定
１ －４ 災害時医療の時系列変化
１ －５ 名大病院ＢＣＰ の基本的な考え方
１ －６ 災害時に継続する病院機能の考え方
１ －７ 初動対応（ 発災後72 時間） の考え方
１ －８ 設備の機能維持
１ －９ 医療機器・ 什器類の耐震対策
１ －１ ０ 備蓄の考え方
２ ． 施設・ 設備の現状
２ －１ 基本情報
２ －２ 建物の状況
２ －３ ライフラインの状況
２ －４ 昇降機設備の状況
２ －５ 医療機器や家具の転倒対策状況
２ －６ 設備の整備状況
２ －７ 中央診療棟ヘリポート と患者搬送用エレベー
ター
２ －８ 医療継続のための対応
２ －９ 災害時医療体制等
２ －１ ０ ト リアージスペース
３ ． 備蓄品
３ －１ 備蓄品 一覧
３ －２ 備蓄倉庫 配置図
４ ． 非常用電源供給
４ －１ 病棟 非常用電源供給先 一覧
４ －２ 中央診療棟 非常用電源供給先 一覧
４ －３ 外来棟 非常用電源供給先 一覧
４ －４ エネルギーセンター棟 非常用電源供給先
一覧
５ ． 名大病院ＢＣＰ の被害想定
５ －１ 被害想定の考え方
５ －２ 大規模地震時における名大病院被害想定の前
提条件
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施設編【 全86 ページ】
５ －３
５ －４

名大病院におけるインフラの被害想定（ 要約）
大規模地震時における名大病院のインフラ被
害想定
５ －５ 大規模地震時における名大病院の建物被害想
定
５ －６ 大規模地震時と火災発生時の違い
６ ． 大規模災害時の施設側， 運用側対応
６ －１ 設備機能が停止した場合の代替措置
７ ． 施設・ 設備の初動対応（ 点検チェック）
７ －１ 施設・ 設備の初動対応体制
７ －２ 第１ 段階
７ －３ 第２ 段階
７ －４ 第３ 段階
７ －５ 第４ 段階
７ －６ 想定外リスクと重要設備の損失への対応
８ ． 防災設備の状況
８ －１ 防災設備機能
８ －２ 病棟
８ －３ 中央診療棟
８ －４ 外来棟
８ －５ エネルギーセンター棟
９ ． 鶴舞キャンパスの液状化
９ －１ 鶴舞キャンパスの液状化調査と評価
１ ０ ． ボト ルネック改善対策（ 施設・ 設備)
１ ０ －１ 名大病院全体
１ ０ －２ 病棟
１ ０ －３ 中央診療棟
１ ０ －４ 外来棟
１ ０ －５ エネルギーセンター棟
１ ０ －６ 屋外
１ ０ －７ 名大病院ＢＣＰ に対する今後の検討
１ １ ． 参考資料
１ １ －１ 名古屋市昭和区のハザード マップ
１ １ －２ 南海ト ラフ地震に係る被害統計（ 名古屋市）
１ １ －３ 過去の大規模地震時に発生した状況
１ １ －４ 参考文献

資料１０
平成２７年９月３０日

革新的省エネルギー研究を先導する未来材料・システム研究所の設置

名古屋大学は，学内唯一の理工学系附置研究所であるエコトピア科学研究所を改組し，
平成２７年 10 月 1 日から「未来材料・システム研究所（所長：興戸正純教授）」を設置
する．新研究所は，新しい材料・システムの研究に取り組み，環境調和型持続可能社会の
実現に寄与する。
学内外から研究者を集結し，天野 浩名古屋大学特別教授(２０１４年ノーベル物理学賞
受賞）をセンター長とする「未来エレクトロニクス集積研究センター」を所内に設置し，
所内の「高度計測技術実践センター」，「材料創製部門」，「システム創成部門」との協
働により，エネルギーの創出・変換，蓄積，伝送，消費の高度化・超効率化の全体を視野
にいれた革新的省エネルギーのための材料から社会実装に至る幅広い研究を行う．
名古屋大学の“ものづくり研究”の伝統と電子顕微鏡などの高度な計測技術，さらに社
会実装をみすえたシステム応用をワンルーフの下に取り入れた研究所は，他に類をみない
新たな試みであり，画期的な成果が期待できる．
新研究所の建物は今後，クリーンルーム等を有した実験棟を研究所地区に新設予定である．

新研究所組織
未来材料・システム研究所
（IMaSS, Institute of Materials and Systems for Sustainability）：総教員数６２名
○未来エレクトロニクス集積研究センター
（CIRFE, Center for Integrated Research of Future Electronics）：教員数１２名
○高度計測技術実践センター
（AMTC, Advanced Measurement Technology Center）：教員数１２名
○材料創製部門
（DM, Division of Materials research）：教員数１９名
○システム創成部門
（DS, Division of Systems research）：教員数１７名
○寄附研究部門
（Funded Research Division）：教員数２名
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省エネや生活革新のための材料創製とシステム創成の研究を推進

先端的な材料･デバイスの基礎研究から
社会実装のためのシステム技術までを
一貫研究
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未来材料・システム研究所の組織

未来エレクトロニクス集積研究
センター
天野浩教授をセンター長とし，
GaN半導体等次世代の省エ
ネのためのエレクトロニクス
材料・デバイスの研究開発．
高度計測技術実践センター
高度計測技術シーズを活用し、
高度計測技術の開拓、機器共
用と共同研究および人材育成
を行う．材料開発を支える物性
解明と作動原理探究．

材料創製部門
エネルギーの創出・変換・貯蔵・消費の高効率化の
ための材料・デバイス・装置の研究開発．

システム創成部門
情報・通信技術の更なる発展に立脚し，様々な要
素・装置がネットワーク化された社会におけるエネル
ギーシステム技術の研究開発
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未来材料・システム研究所附属未来エレクトロニクス集積研究センター
【基本思想】
• 省ｴﾈﾙｷﾞｰに資するﾃﾞﾊﾞｲｽ開発を目的として、基礎～ｼｽﾃﾑに至る一貫した開発
俯瞰的視野と知識を持った人材育成
• 米国が先行するシミュレーションによるデバイス開発体系の確立
• 企業との積極的な連携により、最終システムを念頭においた開発環境の実現
【運営方針】
• 卓越大学院（仮称）や連携大学院制度等により、次世代を担う優れた人材を育成
• 産学協同研究部やクロスアポイントメント制度等により、企業や独法との連携を促進
• 知財や先端機器管理等の支援人材を充実

【組 織】
未来デバイス部
結晶成長Gr

MOVPE法・バルク結晶成長法による高品質・大口径
GaNウェハ

未来デバイス部
表面・界面Gr

GaN結晶・デバイスの表界面制御

未来デバイス部
デバイス開発Gr

超高効率GaNパワーデバイスや超低消電力CNTデバ
イス等の未来型デバイス

マルチフィジックス
シミュレーション部

原子レベルからデバイス・システムまで多様なスケー
ルの包括的設計シミュレーション技術

先端物性解析部

電子顕微鏡による原子レベルの欠陥・不純物解析

システム応用部

GaNシステム実証と未来型通信・信号処理システム

国際客員部

GaN開発研究に関する国際セミナー等の開催

070産学協同研究部

GaNデバイスの応用拡大と産学共同開発推進

※

究極的な省エネルギー
エレクトロニクスの実現によ
る長期の持続的発展性を
担保

3

未来材料・システム研究所附属高度計測技術実践センター (AMTC)

4

研究所のもつユニークな高度計測技術シーズを活用し、高度計測技術の開拓、
機器共用と共同研究および人材育成を行うためのセンター（平成27年4月設立）
X線分光計測部
電磁波計測部
電子顕微鏡計測部
原子レベルの空間／電子構造
解析、格子歪精密測定、三次元
構造解析、電磁場の可視化、化
学反応その場観察／分析

知の拠点あいちシンクロトロ
ン光センターの電子蓄積リン
グ・分光ビームラインを活用し
たX線分光技術の高度化

プラズマ中の原子・分
子からのスペクトル解
析、発光体や材料から
の電磁波計測

素粒子計測部
素粒子ミューオンを利用し
た巨大構造物（溶鉱炉、原
子炉、火山）の内部を透か
し撮るミューオンラジオグラ
フィの開発

直線型プラズマ装置に
おけるヘリウムプラズマ

ナノ加工計測部
薄膜作成装置、微細加工装置、分析・計測
装置等の共用・薄膜・ナノ材料作製、ナノ加
工、評価／計測技術の高度化

反応科学超高圧走査透過型電子顕微鏡

あいちシンクロトロン（BL6N1）の
放射光XAFS-XPS分析装置

超高速原子核乾板読み出し装置

微細加工を行うためのクリーンルーム
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