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2019 年 4 月 No. 2 

巻頭言 

名古屋大学の国際化の次フェーズへの架橋 
 

 
名古屋大学 副総長 

国際機構長 
中東 正文 

 
本年４月から、渡辺芳人理事・副総長（４

月からは名古屋大学審議役〔国際戦略・指定

国立大学構想推進支援担当〕）の後任として、

国際担当の副総長と国際機構長を拝命するこ

とになりました。関係各位には、変わらぬご

指導ご協力を、お願い申し上げます。 
 法学研究科の副研究科長を２年間務めた

後、国際関係の総長補佐、副理事を約４年間、

務めてきました。本業は、法学研究科教授で

あり、会社法、金融商品取引法などの企業法

制を専門としています。 
日本企業の国際化と比べると、大学の国際化には多くの難題があると感じています。

例えば、海外派遣にしても、成熟した社会人であることが求められる企業の従業員を

送り出す場合と比べると、事前に必要となる研修、派遣後のケアなどが一段と大切に

なります。逆に、留学生を受け入れる際も、海外で社会経験のある成人を受け入れる

のとは異なり、また特別な配慮が必要です。このような大変な対応を、小さい組織で

ありながら、本学では国際機構と教育推進部の教職員が、限られた予算のなかで奮闘

しています。 
渡辺審議役のリーダーシップのもと、本学の国際化は加速し、国際交流の量から質

への転換が可能な状況にたどり着くことができました。とはいえ、大学を巡る環境は

劇的に悪化しています。私が任期中になすべきミッションは、国際化の流れを次の

フェーズに架橋することであると考えています。 
久々に人文社会系から国際担当の役員が就任するにあたって、国際化の内実につい

て、統一性と多様性について、法学的な観点から少しばかり述べさせていただきます。

グローバルであることは、典型的には、自然科学のように世界中のどこでも真理が存

在し得る分野もあり、収斂という表現を持ち出すまでもなく、世界標準があります。 
他方で、私が専門とする会社法がそうですが、会社が設立した国（法域）の法律に

よって法規整が設定されます。証券規制のように、他国の会社に適用される規定もあ

りますが、自国との関係性がなければ、国際的に許されていません。多様性の宝庫で

あり、学生と研究者は、各々の国・地域の特殊性を前提としつつ、自国の法制度への

示唆を得ようとします。 
統一性に関わる国際化、多様性を許容する国際化、どちらも大切にして、国際化の

次フェーズへの架橋を試みたいと考えています。多様性を許容してこそ、NU MIRAI 
2020 で私たち国際が謳った「世界の誰もが選びたくなるキャンパスの実現」が可能と

なると思います。
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 コンソーシアム推進室から 
 
 
 
 

粕谷 英樹 
 
AC21 通信から名称が NUIC: Nagoya 

University International Consortia（名古屋

大学国際コンソーシアム通信）となってか

ら今回が２回目の発行となるコンソーシア

ム通信でご挨拶をさせて頂きます。今まで

強力に名古屋大学のコンソーシアムを導

いてこられた渡辺理事の後任としてコン

ソーシアム推進室長の職に就くことになり

ました。私は今まで医学系研究科で国際

医学教育学を担当し、海外大学の教育シ

ステムの比較と癌に対する生物学的治療

薬の研究を行うとともに日本の大学の中で

も先駆的な Joint Degree Program をアデ

レード大学、ルンド大学、フライブルク大学

と開始し、ノースキャロライナチャペルヒル

大学と Supervision Program を開始するな

ど、国際的な取り組みに関わって来ました。

また、名古屋大学が設立の経緯から本学

に事務局を置く AC21 (Academic Consor-
tium 21) には平野前々総長の時代から推

進室委員の一人として関わり共にノース

キャロライナ州立大学を訪れて参りました。

その当時から名古屋大学は国際化を前面

に押し出し強力に推し進めて来ましたが、

現在名古屋大学が所属する主なコンソー

シアムは４つあり、ひとつは AC21、他には

日英の２国間で行われる RENKEI、日瑞

の２国間で行われる MIRAI、環太平洋地

域の大学を中心に行われる学長会議の

APRU (Association of Pacific Rim Univer-
sities) があります。それぞれに特徴があり、

お互いに大学間の情報交換を行うことで

学術交流、学生交流を活発とし、本学の国

際活動を内外に示す重要なネットワークと

なっています。大学の国際化は世界展開

力や指定国立大学構想など、多くのプログ

ラムの申請時にも重要な大学を評価する

要素となります。このように重要な役割を

担うコンソーシアム推進室の大役に４月か

ら就く事となり、今まで以上にコンソーシア

ムの活動を充実させて本学の評価を高め

ていきたいと思っています。そのためには

国際に関わる教員の方々はもちろんのこ

と、全学の取り組みとして教員皆さんのお

力をお借りする必要があると感じておりま

す。どうぞ、名古屋大学が関わるコンソー

シアムの推進に今まで以上のご理解とご

支援をお願い申し上げます。 

 
 

名古屋大学 
コンソーシアム推進室副室長 

岩城 奈巳 

 
ジョイントディグリーやダブルディグリー、

本国以外で同様の教育を提供・展開する

オーバーシーズキャンパスなど、国を超え

た大学同士の連携や運営は今でこそ当た

り前のことになっていますが、まだ世界の

各大学がどのような形で他国の大学との

連携を進めて行くのか、その方策を模索し

ていた時代に AC21 は本学にて誕生し、今

年で 18 年目を迎えます。すでに活動して

いる団体に参加するのではなく、世界的な

コンソーシアム（共同事業体）の事務局とし

て運営・主導していくのは日本の大学では

初の試みであり、画期的であると同時に大

変挑戦的な事業であったと思います。

AC21 の正式名称は Academic Consortium 
for the 21st Century で、その名の通り、21
世紀の大学連携とはなにかを考えながら

それにふさわしいコンソーシアムを目指し

てきました。例えば当時としてはまだ新し

かった産学官連携に着目し、コンソーシア

ムとして企業へのアプローチをおこなった

り、大学のベンチマーキングをおこなったり、

さまざまな活動をしながら、AC21 メンバー

の入れ替えなども経て現在の形で運営し

ています。活動は年 1 回の運営委員会開

催、それに伴う研究者参加型の国際

フォーラム、もしくは学生参加型の学生

フォーラムを柱に、現在は大学院生向け

のフォーラムも加わりました。また、メン

バー間の協同研究を支援するプロジェクト

ファンドも行っており、そこから大きな成果

も生まれ始めています。さらに、本学にて

数年前から開始した海外協定校とのジョイ

ントディグリープログラムは AC21 メンバー

校と多く実施しており、FD (Faculty Devel-
opment)、SD (Staff Development)などの教

職員の研修も AC21 メンバーと実施してい

ます。コンソーシアムの運営は一筋縄では

いかず、大変なことも多々ありますが、長

年の活動を通して蓄積された信頼関係も

これらに貢献していると多くの関係者に

言っていただくと、継続は力なりというのは

本当だと強く感じます。2 年後には 20 周年

の節目を迎えることになる AC21 をこれか

らもどうぞよろしくお願いいたします。

名古屋大学 総長補佐 
国際機構副機構長 

コンソーシアム推進室長 
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南アフリカ共和国・ステレンボッシュ大学が 
AC21 International Graduate School 2019 を開催 

"Invasion Science for society: hands-on experience of environmental, 
 social and economic impacts of alien species" 
 
Robert Kotzé 
Senior Director: Stellenbosch University International 
 

From 12 July – 21 July 2019 Stellenbosch 
University (SU) (www.sun.ac.za) will host 
the 2019 AC21 International Graduate 
School (IGS) in Stellenbosch and Fynbos 
Retreat, a rural field camp. The School will 
include daily workshops, lectures and field 
excursions into the unique and invaded fyn-
bos biome. It will be a fantastic opportunity 
to gain practical experience and unique un-
derstanding of invasions from world leaders 
in invasion science at one of South Africa’
s national centres of excellence, the DST‐
NRF Centre of Excellence for Invasion Bi-
ology (C∙I∙B) and partner organisations. 
This trans‐disciplinary IGS will appeal to 
post‐ graduate students of environmental 
sciences or those interested in the social and 
economic impacts of invasive species. 

The C·I·B                      is 
an inter-institutional Centre of Excellence 

established in 2004 and its members under-
take research on the biodiversity conse-
quences of biological invasions, largely 
through post-graduate student training. The 
C·I·B’s research targets all aspects of the 
phenomenon of biological invasions, all 
taxonomic groups and all ecosystems. Bet-
ter understanding of invasion patterns and 
processes is required, and options for man-
agement and remediation need to be ex-
plored. Each stage of the invasion process 
(pre-introduction; initial incursion; expan-
sion; and dominance) demands its own 
tools, insights and types of study. The C·I·B 
undertakes work in several overarching 
themes: Biological or biodiversity founda-
tions; model systems; human dimensions; 
basic inventories; modelling capacities; 
policy formulation and risk assessment. 
This suite of themes provides the scope for 
cutting-edge work in invasion science, 
while providing opportunities to draw in 
students from diverse biological fields and 
many other disciplines. 

Partipants will spend their first day in 
Stellenbosch for a welcome event and ex-

ploring the university town. On the second 
day they will travel to Fynbos Retreat for 
the full programme, including workshops 
and lectures on assessing the impact of in-
vasions, the economics of invasions, the 

restoration of in-
vaded habitats, 
marine inva-
sions and re-
sponding to al-
ien plants. Ex-
cursions will in-
clude clearing 
an incursion and 
a visit to an in-
vaded rocky shore and harbour. Fynbos Re-
treat is a fully equipped field camp where 
SU students regularly stay during field trips. 
All meals are served on site and the group 
will stay in shared facilities. 

Dr John Measey, C·I·B senior researcher, 
will lead a team of nine facilitators includ-
ing Prof John Wilson, science lead for the 
South African National Biodiversity Insti-
tute’s (SANBI) Directorate of Biological 
Invasions, Dr Elizabeth Pienaar, Assistant 
Professor in the Department of Wildlife 
Ecology and Conservation, University of 
Florida (USA), Dr Jana Fried, Assistant 
Professor at the Centre for Agriecology, 
Water and Resilience, Coventry University 
(UK), and Prof Karen Esler, Head of Con-
servation Ecology (SU). 

One can read about the Fynbos Biome and 
the Cape Floral Kingdom, the smallest of 
the six Floral Kingdoms in the world 
(http://pza.sanbi.org/vegetation/fynbos-bi-
ome) or you can join the 2019 AC21 IGS 
and experience it first-hand! We welcome 
you to the Western Cape and South Africa.

(http://academic.sun.ac.za/cib/) 
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 本学主催 MIRAI Seminar 2018  
〜Sustainable Social System and Technology for Ageing Society〜 

コンソーシアム推進室 プロジェクトコーディネーター  
岩月 淳子 
 
10月 9日（火）〜12日（金）、本学が

代表幹事校となって「MIRAI Seminar 

2018」が東京大学、東京工業大学、早稲

田大学、上智大学を会場に開催されまし

た。 

MIRAIは、2015年3月の「日本・スウェー

デン学長サミット」を契機に形成された

日瑞国際学術コンソーシアム（大学間連

携）で、スウェーデン 7大学、日本 8大

学がメンバーとして参加しています。日

瑞間の学術交流・連携の発展を目指し、

2017年から 3年間の予定で始まった MI-

RAI プロジェクトの第１回目のセミナー

「MIRAI Seminar 2017」は、昨年、ルンド

大学（スウェーデン）でメンバー大学か

ら研究者・学生が一堂に会して開催され

ました。 

今回の MIRAI Seminar 2018 初日と

なった 10月 9日には、メンバー大学から

の参加者が東京工業大学のキャンパス・

イノベーションセンターに集まって運営

委員会と総会が開かれ、MIRAI プロジェ

クトの強化を図る今後の方向性などにつ

いて活発な意見が交わされました。総会

後には、駐日スウェーデン大使館にて

Magnus Robach大使主催のレセプション

が日瑞両国からのセミナー参加者を歓迎

しました。 

翌 10日は、東京大学・安田講堂にて本

学渡辺理事・副総長が司会を務める

Plenary Sessionが、本学、松尾総長を

始めとする各メンバー大学代表の開会挨

拶で始まりました。2018年は日瑞外交関

係樹立 150周年にあたり、政府、大使館、

日瑞両国のファンディングエージェン

シー関係者も出席のもと、文部科学省山

脇審議官と Robach 駐日大使が署名した

「日瑞科学技術協力強化に関する共同文

書」が取り交わされました。この文書の

中には日瑞の教育研究交流の一環として

MIRAIの活動が紹介されています。 

続いて、本学の天野浩教授とリン

ショーピン大学の Andres Ynnerman教授

による基調講演が行われ、午後の部では、

「持続可能な社会および老年化社会」と

「医療」をテーマとしたパネル討議が行わ

れ、その後、日瑞両国のファンディング

エージェンシー（日本学術振興会<JSPS>、

科学技術振興機構<JST>、日本医療研究

開発機構<AMED>、Swedish Foundation 

for International Cooperation in Re-

search and Higher Education <STINT>、

Sweden’s Innovation Agency <VIN-

NOVA>、The Swedish Research Council）

によるプレゼンテーションをうけて、両

国間の学術研究交流支援の可能性などに

ついて議論が行われました。この日のプ

ログラム終了後には、会場をホテル椿山

荘に移し、日瑞外交関係樹立 150周年記

念晩餐会が催されました。 

セミナー会期後半の 11-12日には、上

智大学・四谷キャンパス、東京大学・本

郷キャンパス、早稲田大学・早稲田キャ

ンパスを会場に、MIRAI の 4 つの研究交

流テーマである Sustainability（持続可

能な社会）、Materials Science（材料科

学）、 Ageing（高齢化社会）および

Innovation（技術革新）の分科会が実施

され、本学からは、鳴瀧彩絵准教授（工

学研究科）、片山新太教授（未来材料・シ

ステム研究所）、鈴木裕介准教授（医学系

研究科）、平川仁尚准教授（医学系研究

科）、上出寛子特任准教授（未来社会創造

機構）、小宮仁医師（医学系研究科大学院

生）、井手一郎准教授（情報学研究科）の

7 名に参加いただいて、活発な研究交流

が実施されました。 

総参加者数 300 名を超えた今回の

MIRAI Seminar 2018を通じて、共同研究

や共著論文につながったという嬉しい例

が早くも報告されており、日瑞の研究交

流がさらに進展する一つの契機となりま

した。MIRAI プロジェクト最終年となる

来年を見据え、すでに継続活動について

の議論も始まっています。最後に、この

イベント開催に際し、コンソーシアムチー

ムを支えてくださった、教育推進部職員

の方々に感謝申し上げます。
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日本・スウェーデン国際学術コンソーシアム MIRAI プロジェクト MIRAI セミナー2018 に参加して 
名古屋大学 医学系研究科 国際保健医療学・公衆衛生学 

 

MIRAI は、2015 年 10 月に開催された

「日本・スウェーデン学長サミット」をきっか

けとして形成された、スウェーデン 7 大学、

日本 8 大学をメンバーとするコンソーシア

ムである。今回、2018 年 10 月 10 日（水）

～10 月 12 日（金）に東京で開催された

MIRAI セミナー2018 に参加したので報告

する。10 月 10 日は、東京大学安田講堂で

Plenary セッションが行われた後、夜にはホ

テル椿山荘で日本・スウェーデン外交関係

樹立 150 周年記念ディナーが催された。11
日、12 日はサイエンティフィック・セッション

が行われた。今回の参加者は両国の研究

者を中心に約 230 名であった。サイエン

ティフィック・セッションでは、Sustainability, 
Material Science, Ageing, Innovation の 4
分野に分かれ、日・スウェーデンの研究者

により国際共同研究の可能性について活

発なグループディスカッションが行われた。 
私は、早稲田大学で行われた Ageing 分

野のワークショップに参加した。ワーク

ショップでは、両国の研究者が自身の研究

または共同研究の提案について口演また

はポスターで発表した。発表は、学会とは

異なり、参加者間の交流を促進するため、

時折ジョークを織り交ぜながらのリラックス

した雰囲気の中で進行した。私は、

2018 年 6 月にチャルマース工科大学

（ヨーテボリ）で開催された Ageing ワー

クショップにも参加したが、その時に同

じディスカッショングループであった

チャルマース工科大学 Department of 
Technology Management and Econom-
ics の Erik Eriksson 先生との出会いが

あった。その後、何回かメールのやりと

りを行い、今回のワークショップでは共

同研究案を発表できた（現在、研究助

成申請中）。また、日本の研究者とも分野

の違いを超えて交流することができ、共同

研究の可能性は分野を超えて広がってい

る。 
私は、最終日の Farewell Party にも参

加し、お酒のためか参加人数は覚えていな

いが、大いに盛り上がり、別れを惜しむよう

に終電まで心行くまで語り合った。

 

日瑞コンソーシアム MIRAI のワークショップとセミナーに参加して 
 
 

 
 MIRAI は、日本とスウェーデンの外交樹

立 150 周年を記念し、両国間の学術交流・

連携のさらなる発展を目指して形成された

大学間コンソーシアムです。スウェーデン 7
大学、日本 8 大学をメンバーとし、2017 年

から活動を本格化しています。本稿では、

2018 年に日本で開催されたワークショップ

とセ ミ ナ ーの 様 子 をお 伝え しま す 。 
5 月 14～16 日に、九州大学でワーク

ショップが開催されました。MIRAIで焦点を

当てる「高齢化  (Ageing)」、「材料科学 
(Materials Science)」および「持続性 (Sus-
tainability)」のトピックスのうち、私は、Ulf 
Karlsson 先生（リンショーピン大学）と君塚

信夫先生（九州大学）を議長とする材料科

学のワークショップに参加しました。2 件の

基調講演に引き続き、両国の若手研究者

24 名が、エネルギーデバイス、低次元材料、

材料分析法、バイオインスパイアード材料

等について講演し、活発な討論を行いまし

た。会期 2 日目には、太宰府天満宮へのエ

クスカーションと、屋上ビアガーデンでの夕

食会が開催され、晴天の空の下で両国メン

バーの会話が弾みました。 
10月 9～12日には、東京地区でセミナー

が開かれました。セミナーは、高齢化・材料

科学・持続性をテーマとする研究者が一堂

に会する大規模なイベントであり、本学理

事の渡辺芳人先生が議長を務めました。2
日目に行われた Plenary Session（東京大学

安田講堂）の開会式では、本学の松尾総

長、ルンド大学の Schantz 副総長、東京大

学の五神総長に加えて両国の政府関係者

が挨拶し、その後、リンショーピン大学の

Anders Ynnerman 先生、本学の天野浩先

生による基調講演がありました。3 日目以

降、各テーマに分かれて Scientific Sessions
が行われました。私が参加した材料科学の

セッションでは、2 件の基調講演と、若手研

究者 25 名の講演が行われました。5 月の

ワークショップに引き続いての参加者もおり、

打ち解けた雰囲気によりディスカッションが

活性化しました。東京駅近くの夕食会会場

からは新幹線の往来

が 間 近 に 見 え 、 ス

ウェーデンの参加者

から歓声が上がって

いました。 
MIRAI のイベントに参加して、スウェー

デンの研究者の、人生も研究も楽しむ姿が

印象に残りました。また、日本側参加者の

中にも、ジョークを交えて講演したり、ス

ウェーデンの国旗色である青と黄色のシャ

ツを着て友好を表現する研究者がおり、国

際的な場におけるホスピタリティを学ぶきっ

かけとなりました。今後、MIRAI の取り組

みがさらに発展し、両国間の共同研究が数

多く生まれることを期待しています。 

名古屋大学 工学研究科   
鳴瀧 彩絵 

 

平川 仁尚 
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RENKEI Event 2018 
〜Annual Steering Committee Meeting ・ RENKEI Forum に参加〜 

コンソーシアム推進室 プロジェクトコーディネーター  
岩月 淳子 

 
11 月 26 日（月）・28 日（水）に九州大学

（伊都キャンパス）とブリティッシュ・カウンシ

ル（東京）において、「 RENKEI Annual 
Steering Committee Meeting（運営委員会）」

および「RENKEI Forum」が開催されました。 
日英の企業や政府と共に国際共同研究

を創出するためのプラットフォームを構築

することを目指して 2012 年から始まった

RENKEI は、今年度から第二フェーズ

（2018-2022 年）に入り、これまでの若手研

究者（博士学生およびポスドク）中心の交

流にシニア研究者や教員も加えて活動の

拡大を目指しています。 
今回のRENKEIイベントは、筆者の参加

した運営委員会、Forum に加えて、29-30
日の研究者ネットワーキングイベントという

3 本立てで開催されました。 
 
RENKEI 運営委員会 

まず、RENKEI 事務局のブリティッシュ・カ

ウンシルから 2018年のRENKEIの活動・経

費報告があり、続いて、第二フェーズの重

点テーマとなっている「気候変動」および

「健康」にどのように取り組むかについて運

営委員間で議論されました。特に、「気候

変動」のテーマを 2019 年も継続するのか、

あるいは「健康」に重きを置く選択肢も検討

された結果、「気候変動」をテーマとするイ

ベントを日本と英国、それぞれで開催する

ことに決まりました。さらに、幅広い層

（senior, mid-career, early-career）の研究

者に参加いただくなど、ユニークな活動を

通して日英の政府に RENKEI のプレゼンス

をアピールしてはどうかという提案が議論

されました。 

また、産官学から広く参加を募るという

RENKEI の新しい活動方針において、特に

産業界からどのような立場での継続的な参

加を促すかについても活発な議論がされま

した。 

 なお、次回の運営委員会は、2019 年 12

月の 1 週目に University of Newcastle で開

催されることに決定しています。 

 

RENKEI フォーラム 
今回初めての試みとして開催された

RENKEI フォーラムは、産官学連携を意識

した内容となっており、日英の政府機関を

始め、RENKEI を広く知ってもらえるよう、

新聞社は全国紙 5 社と地方紙 20 社、さら

に 50の出版社にアプローチするなど、広報

にも力の入ったものでした。 
フォーラム冒頭の、駐日英国臨時大使

代理 Dr. David Ellis、永岡桂子文部科学副

大臣からの挨拶につづき、今回「気候変動」

テーマの担当大学(lead universities）となっ

た University of Edinburgh、The University 
of Newcastle、京都大学)を代表して、The 
University of NewcastleのProf. Selina Stead
から「日英のオープンイノベーションによる

地球規模課題への対応に向けて」と題した

講演があり、さらに産業界からは株式会社

IHI の久保田伸彦氏が「産業界による気候

変動課題への最新の貢献と大学への期待」

と題した基調講演を行いました。 
 フォーラム後半には、RENKEIメンバー

の京都大学、University of Leeds、立命館

大学、University of Southampton、大阪大

学、University of Nottingham から、英国と

の産官学連携による研究事例についての

紹介がありました。 
RENKEI のイベントは筆者にとって初め

ての参加となりましたが、同じく二国間コン

ソーシアムである MIRAI と比較することで

非常に興味深い点が多々ありました。 

RENKEI は、これまでの学生中心の交流

から方向性を変えて、産官学の研究者交

流の促進を目指しており、この新しい方針

の実質化に向けて非常に活発な意見交換

がなされていたのが印象的でした。
© British Council 
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RENKEI (Research and Education Network for Knowledge Economy Initiatives) 

「気候変動」をテーマにした国際ワークショップに参加して 
 
名古屋大学 環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター 
杉山 範子 
 

2018 年 11 月 29～30 日に開催された

RENKEI Researcher Workshop に参加し

た。このワークショップ（WS）は、日英 12 大

学（エディンバラ大学、リード大学、リバ

プール大学、ノッティンガム大学、ニュー

キャッスル大学、サザンプトン大学、京都

大学、九州大学、大阪大学、名古屋大学、

立命館大学、東北大学）の研究者が参加

し、政府、産業界、民間非営利団体との協

働を通じて新たな国際共同研究を創出す

ることを目指している。2018 年度で 6 回目

となる WS のテーマは「気候変動」であっ

た。名古屋大学からは環境学研究科と経

済学研究科から 5 名が参加した。 

12 大学から参加した研究者約 40 名の

専門分野は、気候モデル、海洋生態学、大

気化学、エネルギー政策、氷河学、農学、

法学など、実に多様性に溢れていた。ま

た、参加者の男女比はもちろん、シニア、

中堅、若手といった世代別のバランスも配

慮されていた。 

2 日間にわたる WS では、参加者が挙

げたキーワードやテーマからいくつかを選

び、自分が関心のあるテーマのテーブルに

移動して議論するというセッションがあっ

た。私が出した「Local Climate Policy」も
テーマの 1 つに選ばれ、7 人が集まってグ

ループディスカッションが始まったのは嬉し

い驚きだった。気候変動は、緩和策として

都市の脱炭素化を進めるだけでなく、平行

して適応策に取り組まなければならない時

代になっている。地域の気候や資源、リス

クなどの特性を把握しステークホルダーを

巻き込んで、総合的に「地域気候政策」を

進めていくことが重要である。明確な定義

が必要だという指摘や、地方分権化や

NSAs（Non-State Actors）の役割などにも議

論が及び、あっという間に時間が過ぎた。 

WS の会議設計や手法、ツールなどはと

ても参考になった。参加者は、スマートフォ

ンやタブレットから指定のページにアクセス

し、議論中に出てきたキーワードを入力し

てスクリーンで共有したり、質問があれば

いつでも投稿したりできた。参加者の疑問

やひらめきを埋もれさせることなく全体で共

有できるツールは、ぜひ応用してみたい。 

最後に、この WS を経て自分が掲げた

目標を自分宛の絵葉書に書いて事務局へ

提出した。3 カ月後の 2019 年 2 月下旬、

絵葉書は過去の自分からのリマインドとし

て私の手元に届いたのであった。現在、私

は欧州委員会の事業として地域の気候エ

ネルギー政策を推進するための「世界首長

誓約/日本」を担当しており、名古屋大学を

「地域気候政策」の研究拠点にしたいと改

めて思っている。 

© British Council 
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コンソーシアム推進室活動記録   （2018 年 10 月–2019 年 4 月） 

 
イベント・カレンダー 
 

 

コンソーシアム 年 月日 イベント・活動 場所 

AC21 

2018 11/1 スペシャル・プロジェクト・ファンド 2019 募集開始  

2018 11/5 AC21運営委員会 名古屋大学（スカイプ会議） 

2019 3/14 スペシャル・プロジェクト・ファンド 2019 採択通知  

MIRAI 
2018 10/9-10 

10/11-12 
MIRAIセミナー2018、総会、運営委員会 
MIRAIセミナー2018分科会(SSC) ワークショップ 

東京工業大学・東京大学 
上智大学、東京大学、早稲田大学 

2019 ３/28-29 MIRAI Sustainability ワークショップ 東京工業大学 

APRU 2018 10/17-19 4th APRU Vice Presidents for Research Meeting カルフォルニア大学サンディエゴ校（米国） 

RENKEI 

 
2018 

11/26 RENKEI運営委員会 九州大学 

11/28 RENKEI フォーラム ブリティッシュカウンシル（東京） 

11/29-30 RENKEI Researcher Networking Event ベルサール九段（東京） 

コンソーシアム 年 月日 イベント・活動 場所 

 
AC21 

2019 
5/28 第 17回 AC21運営委員会 ワシントン D.C.（米国） 

7/12-21 第 3回 AC21国際スクーリング ステレンボッシュ大学（南アフリカ） 

2020 TBA 第 10回 国際フォーラム カセサート大学（タイ） 

2021 TBA 第 7回 学生世界フォーラム 南京大学（中国） 

MIRAI 2019 

11/11-14 
MIRAIセミナー2019、総会、運営委員会 ストックホルム大学、ウプサラ大学 

（スウェーデン） MIRAIセミナー2019分科会(SSC) ワークショップ 
ワークショップ：Materials Science（5月、リンショーピン大学)、Ageing・Innovation（6月、東京） 
PhD ショートコース：Ageing（5月、ヨーテボリ）、Materials Science（10-11月、広島大学／J-PARC）、 

Sustainability（11月、ルンド）、Sustainability（未定、スウェーデン） 
APRU 2019 6/23-25 Annual Presidents’ Meeting カルフォルニア大学ロサンゼルス校（米国） 

RENKEI 2019 12/2-6 
RENKEI運営委員会、RENKEI フォーラム、 
RENKEI Researcher Networking Event 

ニューカッスル大学（英国） 
 

 

コンソーシアム推進室 メンバー （2019 年 4 月現在） 
z 

摘要 氏名 所属等 担当 摘要 氏名 所属等 担当 

室長 粕谷 英樹 医学系研究科 教授 全担当 室員 清水 裕彦 理学研究科 教授 MIRAI 

副室長 岩城 奈巳 
国際機構 国際教育交流センター 

教授 
AC21 室員 菱川 明栄 物質科学国際研究センター 教授 MIRAI 

プロジェクト

コーディ

ネーター 
岩月 淳子 

国際機構 国際連携企画センター 

国際連携部門 学術専門職 
全担当 室員 アレクシッチ 

ブランコ 
医学系研究科 特任准教授 MIRAI 

室員 加藤 久美子 人文学研究科 教授 AC21 室員 張 紹良 工学研究科 教授 AC21 

室員 ﾍｲｸﾞ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 人文学研究科 教授 RENKEI 室員 村瀬 潤 生命農学研究科 教授 AC21 

室員 高井 次郎 教育発達科学研究科 教授 APRU 室員 野村 康 環境学研究科 教授 RENKEI 

室員 柳原 光芳 経済学研究科 教授 AC21 室員 佐々木 康 総合保健体育科学センター教授 MIRAI 

室員 岡本 祐幸 理学研究科 教授 RENKEI 室員 中島 英博 高等教育研究センター 准教授 RENKEI 
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