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2020 年 6月 No. 3
巻頭言

名古屋大学の国際化寸感

名古屋大学 副総長

国際機構長

川北 一人

国連サミットが 2015 年 9 月に達成目標「Sustainable Development Goals（持続可能

な開発目標）」を採択したように、国際社会は食料安全保障、気候変動、環境破壊、健

康などの深刻な課題に直面しています。新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延では、

グローバル社会の内包する様々な課題を顕在化させました。大学が担うべき使命は当

然のことながら社会と密接に結びついており、今日の地球規模の課題に挑戦する人材

の育成、課題解決に向けた学術研究の推進、その成果の社会への還元が大学の最も重

要な役割となっています。そしてそれらの取り組みは、一大学のみで遂行することは

不可能であり、国内外の大学の連携のもとで成し得ると言えます。

多種の大学間コンソーシアムが存在する中で、名古屋大学は現在 4 つの国際的な大

学間コンソーシアムに参加しています。AC21(Academic Consortium21)は本学に事務局

を置き、SDGs の達成に向けた取り組みを活動の中心に据えています。日英間の

RENKEI(Japan-UK Research and Education Network for Knowledge Economy Initiatives)は
「社会の仕組みの変革を促すこと」をビジョンに掲げ、現在は「気候変動」と「健康」

を活動テーマとしています。日本とスウェーデン間のMIRAIは2020 年から第2フェー

ズの活動に入ります。APRU(Association of Pacific Rim Universities)は環太平洋地域を代

表する約 60 の大学で構成され、本学は 2017 年に加盟しました。いずれのコンソーシ

アムにおいても、加盟大学間で教育と研究の連携を促進するためにシンポジウムやワー

クショップが開催され、若手研究者や学生の交流が行われています。

2020 年 4 月には岐阜大学と名古屋大学が一法人となり、新たに「国立大学法人東海

国立大学機構」が発足しました。機構のスタートアップビジョンには「国際的な競争

力向上と地域創生への貢献を両輪とした発展」を掲げています。また、2018 年 3 月に

は名古屋大学が指定国立大学法人に指定されましたが、その構想では「国際的なキャ

ンパスと海外展開」を重要項目とし、国際的な教育プログラムの充実、国際大学間コ

ンソーシアムの展開、海外への情報発信などを掲げています。今後これらの実現に向

けてさらに取り組んで参りますので、関係の皆様には、引き続きご理解とご支援を賜

りますようお願いいたします。
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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" 

Vincent Pamugas REYES 
Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University 

Invasive alien species can cause harmful 
impacts not only on biodiversity but also on 
human health, livelihoods, and well-being. 
Last July 12-21, 2019, Stellenbosch Univer-
sity in South Africa hosted the 2019 AC21 In-
ternational Graduate School (IGS) which was 
attended by about 16 students from different 
AC21 universities around the world. This 
year’s theme was, “Invasion Science for so-
ciety: hands-on experience of environmental, 
social and economic impacts of alien spe-
cies”. The main goal of the program is to in-
troduce and further broaden the students’ 
knowledge on invasive alien species.   

A workshop led by Prof. Sabrina Kum-
shick discussed a new method of assessing 
the invasive species based on socio-eco-
nomic aspects. SEICAT (Socio-economic im-

pact classification of alien taxa), a new sys-
tem of ranking the impacts of invasive alien 
species, is based on the Nobel prize-winning 
welfare economics approach. Impacts are as-
signed in five different levels, from minimal 
to massive, according to several criteria they 
are into. Unlike other methods, this uses 
changes and development in community ac-
tivities as a common criterion for assessing 
the impact of alien invasive species. Guest 
lecturers from Coventry University in the UK 
and University of Florida in the USA dis-
cussed the role of social science and econom-
ics with regard to invasion science. A work-
shop led by Prof. Jana Fried and Prof. Eliza-
beth Pienaar was organized to design ques-
tionnaires that would evaluate the socio-eco-
nomic impacts of alien species. After the 
workshop, students were grouped and as-
signed to visit different areas of Western 
Cape to assess the impact of invasive species 
based on individual, households, and com-
munities.  

Invasive alien species have different im-
pacts on the invaded ecosystems and one of 
the main goals is to restore the ecosystems af-
ter eradicating the invasive alien species. A 
workshop on restoration ecology was con-
ducted and headed by Prof. Karen Esler. She 
explained the complexity of the restoration 
process and students had ocular investigation 
of the sites that have been under restoration 
for 10 years. Three sites were observed to 
have improvements as compared to their pre-
vious states, but restoration success of each 
site is highly dependent on the alien invasive 
species that previously invaded the area. On 
the other hand, a workshop on marine inva-
sions was headed by Prof. Tammy Robinson. 
Students visited a local port in Gansbaai to 
observe invasive mussels and discussed the 
role of the large ships as vectors for these ma-
rine invasive species. In addition to these 
workshops, Ms. Suzaan Kritzinger-Klopper 
took the students for a three-hour walk 
around the great floral cape of Fynbos. An-
other fieldwork led by Prof. John Wilson 

tackled eradication of 
invasive alien species 
specifically the Bank-
sia ericifolia. This plant 
species is native in 
Australia, was intro-
duced in South Africa 
as a horticultural plant, 
and now considered as 
invasive species as it 
out-competes natural 
vegetation in the eco-
system. Using a global 
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positioning system (GPS), positional data of 
the Banksia ericifolia were gathered. Moreo-
ver, phenotypic data such as plant height, 
number of immature/mature, and pres-
ence/absence of dropped seeds were also col-
lected for data analysis. The last workshop 
was about the assessment of students’ under-
standing of invasion science based on making 
risk assessment for invasive species. Led by 
Prof. Sabrina Kumschick, students were 
grouped and asked to determine the long-
term effects and impact of species on an indi-
vidual, household, and community level. To 
make the activity fun, each group was given 
a Pocket Monster (Pokemon) as their fic-
tional invasive species.  

The last day of the program aimed to inte-
grate the students learning in different as-
pects of invasion science. As compared to 
basic knowledge that invasion science is 
only about biodiversity and species control, 
students have learned that invasion science 
is trans-disciplinary and should have a data-
driven approach. Invasion science encom-
passes knowledge from the general public, 
stakeholders, policymakers, and scientists. 
In order to achieve success in controlling 

these invasive alien species, 
adaptive management and to-
tal engagement from the com-
munities and people involved 
are needed. 
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AC21 ~Academic Consortium 21~ 
17th AC21 Steering Committee Meeting Report 

岩月 淳子

On May 28, 2019, the 17th AC21 Steering 
Committee (STC) was hosted by Nagoya 
University at the Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS) Washington 
Office in the U.S.  

Annual AC21 Steering Committee 
Meetings (STC) are usually called at the 
time of major AC21 events; however, this 
year the STC member universities met in 
Washington D.C. during the NAFSA 2019 
Conference. Participating universities were; 
University of Adelaide (Australia), 
University of Freiburg (Germany), North 
Carolina State University (the U.S.), 
Stellenbosch University (South Africa, 
joined via Skype conference), Northeastern 
University (RP China) and Nagoya 
University (Japan). 

The half-day meeting started in the 
afternoon. AC21 Director Professor Hideki 
Kasuya, opened the meeting by welcoming 
the members. The AC21 General Secretariat 
gave an overview of the key activities last 

year: NAFSA 2018, APAIE 2019, AC21 
International Forum (IF) 2018, IF 2020, 
Special Project Fund (SPF) 2018 and 2019, 
Financial Report of 2018, and Financial Plan 
for 2019. With regard to SPF 2019, the AC21 
General Secretariat explained that the SPF is 
awarded to 3 proposals each year, with up to 
2 additional awards available to exceptional 
applications. This year, 5 proposals were 
selected out of 14 applications, after careful 
consideration by the STC members, as those 
5 proposals were all highly evaluated and 
cover diverse research disciplines 
(Information Science, Agriculture, 
Linguistics, Political Science, and Civil 
Engineering). 

Subsequently, a progress report on the 3rd 
AC21 International Graduate School 2019 
(July 12-21, 2019) was delivered by Robert 
Kotze, Senior Director, SU International, 
Stellenbosch University. The theme for this 
year’s IGS2019 was "Invasion science for 
society: hands-on experience of 
environmental, social and economic impacts 
of alien species".  

The focal point of 
the discussions in the 
second half of this 
meeting was in 
regards to strategy and 
governance to further 
enhance AC21 
activities. The AC21 
General Secretariat 
collected comments 
from the STC member 
universities prior to 
the meeting to 

maximize the efficiency of the meeting. 
Based on those comments on the “strengths” 
and “weaknesses” of AC21, the members 
discussed the future vision of AC21 in order 
to determine our goals, aims and purposes 
for the next few years. The Vision statement 
in the AC21 ARTICLES was read out to the 
members and suggestions were made that 
“education” and “research” within the AC21 
network should be redefined in order to 
establish a more concrete aim.  

After the three-hour intensive meeting, the 
members agreed upon the following;  

AC21 would choose one (or two) theme(s) 
from the list of the UN SDGs; and all the 
current AC21 activities (IF, SWF, IGS and 
SPF) will be connected together under that 
particular theme.  

The ultimate goal is that AC21 will 
influence public policies through various 
research activities and possibly be invited to 
the UN to give a presentation within 
approximately 10 years.  

Discussions regarding the above ideas 
will continue through email and Skype 
communications. By the end of 2019, the 
STC will propose a direction and a theme to 
the General Assembly. The STC Meeting 
ended on a very successful and positive  
note.

名古屋大学 コンソーシアム推進室

プロジェクトコーディネーター



5 

名古屋大学国際コンソーシアム通信 No. 3
NUIC – Nagoya University International Consortia 

MIRAI ワークショップは、日本とス

ウェーデンの複数の大学でコンソーシア

ムを形成し、人的交流を通して国際共同

研究などに発展させることを目指して

2016 年度から実施されている。今回の

ワークショップは、一昨年のルント大学，

昨年のヨーテボリ大学でのワークショッ

プに続くイベントとして 2019 年 3 月 28
日～29 日に東京工業大学 大岡山キャン

パスで開催された。 

ワークショップのテーマは「Pathways to 
Achieving the Sustainable Development 
Goals (SDGs) (持続的発展実現のための

道筋)」とされ、またサブトピックとして

「(1) Solutions for energy issues」「(2) Solu-
tions for water resources」「(3) Solutions for 
other sustainability related issues」が設定さ

れていた。これまでのワークショップと

比べると、具体的な道筋や解決策を指向

したテーマ設定となっているようである。

本ワークショップに、日本からは東京工

業大学、名古屋大学、広島大学、上智大

学、九州大学、スウェーデンからはヨー

テボリ大学、ルンド大学、ストックホル

ム大学、ウプサラ大学、リンショーピン

大学の参加があった。

ワークショップは、関口秀俊教授（東

京工業大学）の進行のもと、水本哲弥理

事（東京工業大学）による歓迎挨拶に始

まり、続いて、中井検裕教授（東京工業

大学）、リネア・ビョーノラ教授（リン

ショーピン大学）、山本陽介教授（広島大

学）基調講演が行われた。昼食をはさ

み、上記サブトピックをもとに、

「Solutions for energy issues and solutions 
for other sustain-ability related issues」、
「Solutions for water resources」の2つの

グループに分かれて、参加者による研究

発表が行われた。それぞれのグループで

は、三名のコミッティーメンバーと二名の

司会者が設定されて、研究発表が進行

された。私は「Solutions for water resources」
において、「Water pumping using flowing 
water power」という題目で

話題提供を行った。このグループでは、

私が所属する土木工学分野にも含まれる

水処理関連の研究発表の他に、社会科学

分野からみた地域の持続性の分析や、魚

の養殖、マイクロプラスチックなどの多

様なアプローチでの研究紹介がなされた。

研究発表の他に、東京工業大学の研究施

設の見学や、目黒川沿いの花見が実施さ

れた。

二日目には、一日目の研究発表を踏ま

え、それぞれの取り組みの SDGs をベー

スとした位置づけが俯瞰された。これら

の議論を踏まえ、デストーニ教授（ストッ

クホルム大学）による世界の湖沼をター

ゲットとして研究者へのアンケート調査

にもとづくネットワーク分析によるSDGs
目標と対象の整理・集約化の事例紹介が

あり、総合的な持続的発展実現のための

道筋を議論する際に有効な研究アプロー

チの一例として言及され、ワークショッ

プがまとめられた。

本ワークショップへの参加は今回初め

てであったが、日本とスウェーデンの多

様な若手研究者の交流機会として、非常

に機能的に運営されていると感じた。

SDGs 実現のためには、総合的・学際的な

取り組みによる総力戦が求められており、

本ワークショップによる対象やアプロー

チの異なる研究者との交流機会は、私の

研究を SDGs や他分野での研究との関連

を再認識する非常に良い機会となった。

特にスウェーデンのシニア研究者からの

コメントからは、SDGsへの取り組みが国

レベルで進んでいるといわれるスウェー

デンにおける学術分野の SDGs へのかか

わりの片鱗を垣間見ることができたよう

に感じた。 

名古屋大学大学院 工学研究科土木工学専攻水工学

椿 涼太 

MIRAI ワークショップ(東京工業大学)に参加して 

〜Pathways to Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)〜 

© MIRAI Project 

© MIRAI Project 
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日本・スウェーデン国際学術コンソーシアム MIRAI Steering Committee Meeting / Seminar 

From 2017-2019 seven Swedish and eight 

Japanese Universities joined together in the 

MIRAI project with slogan ‘Connecting 

Swedish and Japanese universities through 

research, education and innovation’. In the 

ongoing project, research seminars, work-

shops, short courses for PhD and Post-Docs 

and researcher mobility were implemented 

with the aim to strengthen collaboration be-

tween Sweden and Japan. The MIRAI project 

is funded jointly by STINT, seven Swedish 

and eight Japanese universities and with fi-

nancial support from the Japanese Society for 

the Promotion of Science (JSPS) as well as 

the Japanese ministry of education, culture, 

sports, science and technology, also known as 

MEXT. 

During the past three years, activities such 

as seminars and workshops have been carried 

out with the main aim to bring researchers to-

gether to develop new or deepen existing re-

search collaboration. Furthermore, in total 

six short courses for PhDs and Post-Docs will 

be implemented by the end of the project 

(Dec/2019), educating our future research 

leaders and contributing to lasting collabora-

tions between young and upcoming scientists.

As part of the activities held in relation to 

MIRAI project, Swedish member universi-

ties organized seminar in Stockholm and 

Uppsala from 11th to 14th of October 2019. 

Seminar which had a motto ‘Moving together 

towards a sustainable future’, brought to-

gether more than 200 early career researchers, 

university management, funding agencies 

and decision makers to continue discussions 

about future joint academic collaboration in 

the fields of ageing, materials science and 

sustainability. 

From lecture to lecture and small group 
discussions, the days were too busy for the 
participants. After a day of plenary presenta-
tions and discussions, researchers had the op-
portunity to discuss joint activities during 
two days. In addition, a joint workshop on the 
NABC method will be held together with the 

Innovation group. The seminar was also an 
opportunity to provide keys to understanding 
complex and topical issues of strengthening 
academic and research collaboration between 
Japan and Sweden. In addition to the aca-
demic meetings, gala dinners and mingle par-
ties were organized in historical buildings of 
Uppsala University as well as Stockholm 
City Hall.   

名古屋大学 医学系研究科

Branko Aleksic 
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日本・スウェーデン間の共同研究促進プログラム MIRAI ワークショップ 2019 に参加して 

日本・スウェーデン間の共同研究促進プ

ログラム MIRAI ワークショップが、2019 年

11月 12-14日の日程でスウェーデンで開催

されました。本プログラムは、2015 年の日

本・スウェーデン学長会議をきっかけに始

まった事業で、日本とスウェーデンの大学

間の長期的な研究分野における、研究や

教育そしてイノベーションに関する活動を

促進し、合わせて、次世代の研究者の育

成を目的にしています。詳しくはプログラム

のウェブページ（https://www.mirai.nu/）をご

覧ください。

本プログラムには、スウェーデンの 7大学、

本学を含む日本の 8 大学が参画しており、

毎年、両国の研究者が参加するワーク

ショップを開催しています。今回のワーク

ショップには、両国の Ageing, Materials Sci-
ence and Sustainability といった分野に関す

る研究者、約

200 名が参

加しました。

ワークショッ

プ 1 日目は、

ウプサラ市に

あるウプサラ

城で開催さ

れ、オープニ

ングスピーチ

に始まり、こ

れまでの両国でのイノベーティブな研究事

例に関するプレゼンテーション、若手研究

者による両国の協働の可能性についての

対談、そして参加者によるポスターセッショ

ンが行われました。

2 日目からは会場をストックホルム大学へ

移し、Ageing，Materials Science，Sustaina-
bility，Innovation/Entrepreneurship という 4

セッションに分かれてワークショップを行い

ました。私はSustainabilityセッションに参加

しましたが、二日間にわたり、水やエネル

ギー、気候変動といった分野の研究者がそ

れぞれの研究内容を紹介し、両国の持続

可能な社会づくりに向けた共同研究の可

能性について議論を行いました。既に共同

プロジェクトを開始しているチームもあり、

今後より活発な取り組みにつながることが

期待されます。 

〜2019 Mirai Seminar Report〜 

The MIRAI Seminar is one of the activities 
in the MIRAI Project aimed at strengthening 
collaboration and research excellence be-
tween Swedish and Japanese universities. 
The 2019 MIRAI Seminar was held in Stock-
holm and Uppsala from November 12th to 
November 14th, cohosted by the University 
of Stockholm and the University of Uppsala. 
Themed “Moving together towards a sustain-
able future”, the seminar brought together re-
searchers and leaders from the MIRAI part-
ner universities, university-initiated startups, 
funding agencies, and policy makers. 

The seminar had four parallel sessions: 
Ageing, Sustainability, Materials Science and 
Innovation/Entrepreneurship. I participated 
in the Ageing session focused on “Crafting 
Global Ageing Research”. My presentation 

was titled “Ageing as a Driver of Innovation 
Towards Disaster Resilient Societies”. This 
being my first time participating in the MI-
RAI Seminar, I decided to also attend parts of 
the Innovation/Entrepreneurship session. 

The seminar was truly impressive in sev-

eral aspects. The inspiring keynote speeches, 

the wide variety of high quality of research 

presented, the off-site study visit to OpenLab 

and the NABC method joint workshop were 

some of the most memorable activities. I also 

especially enjoyed the spectacular welcome 

receptions at the historic Uppsala Castle and 

Stockholm City Hall as well as the farewell 

reception at the Japanese Ambassador’s resi-

dence. Apart from the academic networking, 

the seminar provided a valuable opportunity 

to experience Sweden through interaction 

with its people and culture. Through this ex-

perience, I have developed a greater fondness 

for Sweden and look forward to initiating re-

search collaborations with Swedish col-

leagues.  

名古屋大学 工学研究科土木工学専攻

中村 晋一郎 

名古屋大学 工学研究科

Emanuel Langat Leleito
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RENKEI (Research and Education Network for Knowledge Economy Initiatives) 

RENKEI Steering Committee Meeting 2019 に参加して

British Council が中

心となって、日本 6 大

学、イギリス 6 大学が

参加して 2012 年から

始まった RENKEI プロ

ジェクトの Researcher 
workshop がイギリスの Newcastle Univer-
sity で 12 月 2 日・3 日に開催されました。

私はその後 12 月 4 日・5 日に開催された

Annual Steering Committee (SC) meeting に

参加してきました。本 Research workshop は

2020 年には京都大学で Climate Change、
名古屋大学で Health をテーマとした

Research Workshop の開催が予定されてい

ます。

12 月 4 日は、午前中に”Building Japanese-
UK Research Collaboration on Climate 
Change”の workshop 参加者グループから

共同研究の取り組みについてプレゼンが

あり、優秀な取り組み 2 組に対して

RENKEI から研究支援として Internal Fund-
ing が贈られることが決定しました。また、

来年度 Climate Change の workshop の開

催を予定している京都大学から開催概要と

現在の進捗について発表がありました。京

都大学は RENKEI の Research Workshop
と卓越大学院（東北大学）などの大学院教

育プログラムを融合させて行うつもりである

旨を説明されました。また、今回の Climate 
Change の Research workshop としての対外

的な Influence policy の公表についてのま

とめが話し合われました。

12 月 5 日は、RENKEI の Strategy meeting
が行われ、 ” Building Japanese-UK Re-
search Collaboration on Climate Change ” 
の参加者 Survey と Achievement のレポー

トがあり、いかに Researcher にとって魅力

的なコンソーシアムとするか？何が障害と

なっているのか？等が話し合われました。

さらに具体的には、Research Workshop に

おいて Young researcher と Senior Re-
searcher の役割が明確でない。役割を明確

にして formula を決めるべきだ。External
funding の獲得者が少ない事を改善するべ

きだ。External funding を獲得するためにロ

ビー活動として大使館や政府への働きか

け、企業への働きかけを頻回に行うべきだ。

British Council は出費をしているが日本大

使館や JSPS はまったく出費をしていないの

はおかしい。RENEKI の取り組みをもっと

Visibleにして、その中でそれぞれの大学の

Presence を示すことが必要だ。早い意志決

定のために、UK 側と日本側からまとめ役

としてそれぞれ代表幹事校を選出するべき

ではないか、等々の意見が出されました。

名古屋大学としては来年度開催の Health
の主管校として開催概要の説明を求めら

れ、現状での大まかな開催予定案を示しま

した。その内容は、テーマを Patient Safety、
Medicine and Informatics、Aging の 3 つと

する。11 月に開催する。規模は 50 名ほど

の研究者とその他に PhD 学生 50 名ほど

の参加。京都大学と同じように名古屋大学

医学系研究科が行っている卓越大学院プ

ログラム「情報・生命医科学コンボリュー

ション on グローカルアライアンス卓越大

学院」との融合により Research Collabora-
tion だけでなくその一部を大学院教育プロ

グラムとする事を説明させて頂きました。

RENKEI Health Organising Committee Meeting 2019 に参加して 

2019 年 12 月 3 日に

イギリス・ニューカッス

ル大にて行われた、新

テーマ「健康」：ワーク

ショップ 開催に向けた

運営委員会に参加した

ので報告する。

RENKEI コンソーシ

アムは 2018 年度より「気候変動」をテーマ

に活動しているが、2019 年度より「健康」を

テーマに加えることとなり 2020 年に第 1 回

ワークショップ開催を計画している。その主

催校に名古屋大学が名乗りを挙げた。今

回の運営委員会は 12 月 2-4 日に同地で行

われた「気候変動」ワークショップの

sidelineとして開催され、当学に加え立命館

大学、ニューカッスル大学、エジンバラ大学、

リーズ大学が直接話し合う貴重な機会と

なった。たまたまイギリスで起きた年金制

度防衛を求めたストライキにより鉄道が動

かず、参加予定だったノッティンガム大学

はたどり着けずにスカイプでの参加となっ

た（大阪大学はもとよりスカイプ参加）。私

が学生時代にイギリスを訪れたときは IRA

のテロ予告により地下鉄が止まり日本とは

違う海外の社会情勢に驚いたものだったが、

今回それほど血生臭いものでなく安堵した

（今後 EU 離脱の影響が出ないことを望む）。 

この活動は日英大学間と産業界の新た

な連携により国際共同研究を推進すること

を目標とする。当医学部が強みとする分野

をワークショップの柱とすることを提案し了

承された。開催様式は未定であるが

RENKEIでは“対話”を重視しており、学生、

若手研究者から教授陣まで各層の参加者

がディスカッションを通じて新たなアイデア

を創出できるものを目指している。　運営

事務を担当するブリティッシュカウンシルより

経験豊富なノウハウを学ぶことを楽しみに

している。　（その後 2020 年 11 月 25-27 日の3日間

の日程で開催することが一旦決定されたものの、　

COVID-19 の影響で 2021 年春以降へ延期）

コンソーシアム推進室長

粕谷 英樹

名古屋大学 医学系研究科

炭竈 誠二
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「気候変動」をテーマにした RENKEI ワークショップ 2019 に参加して 

2019 年 12 月 2 日から 4 日まで、英国の

ニューカッスル大学で RENKE 気候変動

ワークショップが開催された。これは、2018
年の東京Renkei気候変動ワークショップに

続いて、Renkei が主催する 2 回目の気候

変動ワークショップである。名古屋大学大

学院経済学研究科の薛進軍教授、環境学

研究科の杉山純子教授、および大学院経

済学研究科博士課程後期課程の院生趙

晓慧氏が名古屋大学を代表してワーク

ショップに参加した。

ワークショップの初日、ニューカッスル大

学のリチャード・ドーソン教授は、ニューカッ

スル大学での気候変動の経緯と現在の研

究を紹介した。続いて、英国の学者が気候

変動の分野でのデータ共有の重要性を提

示し、質疑と討論を行った。午後の部では、

RENKEI における気候変動協力において

六つのサブトピックが選べ、そして六つの

グループに分けて、学術的議論を行い、今

後の共同研究のテーマや連携のやり方に

ついて協議した。

2 日目では、参加大学の研究プロジェク

トと研究成果の紹介を行い、薛教授は、名

古屋大学を代表して名古屋大学発の気候

変動・持続可能な発展についての研究、特

に水素エネルギーの開発とゼロエミッショ

ン社会の最新研究を紹介し、共同研究の

促進を提案した。その後、サブトピックに焦

点し、グループディスカッションを話し合っ

た。また、英国社会科学基金と日本学術振

興会も研究費の申請方法を紹介した。

3日目では、各グループは独自の研究計

画を示し、その中から2つのグループに「創

新賞」を与えた。そのうえで、次回の連合会

会議のイベントの準備を討論し、2020 年の

イベント京都大学で開催すすることを決め

た。また、ビデオ講義を通じて、英国の大

学での気候変動に関する講義の様子を展

示された。

3 日間のワークショップでは、日本と英国

の大学の最新研究を学び、学際的な交流

と活発な議論を通して、より革新的研究を

進めていくと激励された。

I attended the RENKEI Researcher Work-
shop: Developing Japan-UK Research Col-
laboration in Climate Change organized by 
Newcastle University on 2 – 4 December 
2019. It was a wonderful and unforgettable 
experience for me. This programme was de-
signed to introduce the climate change re-
search in each RENKEI partner university 
and create a bridge for the interdisciplinary 
research cooperation about the climate 
change among RENKEI partner universities. 

The most essential characteristic of this 
workshop is that this workshop deliberately 
included researchers from across the natural 
and social sciences. Moreover, participants 
ranged from postgraduate students to senior 
researchers. In this three-day workshop, the 

arrangement gave me enough time to i) learn 
research backgrounds of other researches, ii) 
share the research fields among random 
groups, iii) decide group under some subtitles 
about climate changes, iv) find an interesting 
topic in our group and generate a research 
plan and v) make a presentation about the 
collaborative research project. 

My group focused on the “Low carbon so-
cieties and green infrastructure”, and we tried 
to create sustainable resource mapping to dis-
play the resources in Japan and the UK to 
support further analysis based the mapping 
information. Unfortunately, we did not the 
seed funding but it is still a worthwhile pro-
ject in my perspective. This interdisciplinary 
communication was very inspiring for me to 

open my mind and broaden my horizons to 
know the efforts of other researches from 
other universities. I hope I have an oppor-
tunity to join the next RENKEI Kyoto re-
searcher workshop in June 2020.  

During many sections, RENKEI also ar-
ranged some introduction about the research 
landscape and policy issues from a member 
of the Adaptation Committee, UK Committee 
on Climate Change; Newcastle City Coun-
cil’s Climate Change Advisor; and a UKRI 
NERC Climate Change Resilience Champion, 
showing how they dedicate into solving or 
changing the climate problem.

名古屋大学 経済学研究科 附属国際経済政策研究センター

薛 進軍（Xue Jinjun）

名古屋大学 経済学研究科 附属国際経済政策研究センター

趙 暁慧（Zhao Xiaohui）
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APRU：Association of Pacific Rim Universities
Multi Hazards Summer School 2019 に参加して 

After returning back to Nagoya 
University, wonderful and valua-
ble memory of APRU Multi-Haz-
ards summer school 2019 in 
Tohoku University still kept in 
mind, its full name is “Associa-
tion of Pacific Rim Universities 
(APRU)- International Research Institute of 
Disaster Science (IRIDeS) Multi-Hazards 
Program” , which was hold in Sendai, the 
hometown of famous figure skating sports-
man, HanyuYuzuru, and also a city that send 
“ai 愛” to disaster risk reduction. 

During 4 days of summer school, around 60 
participants from different countries and uni-
versities joined in the lectures, workshops 
and group discussion. Broad subjects, both 
nature science and social science were in-
cluded in those lectures, and it provide us op-
portunity to learn disaster risk reduction 
mechanism systematically, for example, dis-
aster life cycle, urban disaster risk formula, 
Sendai framework for disaster risk reduction, 
etc. Lectures outside of research field were 
also invited, they are official from local gov-
ernment, teacher from elementary school and 
worker from NGOs, and they had common 
experience of 2011 tsunami. I was deeply 
touched by those who experienced the great 
earthquake and tsunami but still have strong-
mind and positive spirit, and by what they 
have done to rebuild their home and to edu-
cated next generation. A elementary school 
teacher said “Though my 3,500,000 JPY car 
was washed away by Tsunami, but I was 
lucky that my 9,800 JPY digital camera was 

not damage, because it have 
data of memory” and he now 
teach disaster knowledge 
about 10-15 hours per year in 
his class.  

On the 3rd day of summer 
school, we had filed trip to Arahama elemen-
tary school and Onagawa station. To pass on 
the lessons they had learned 
and also to show the real 
threat of tsunami to future 
generations, the Arahama 
elementary school transfer 
into museum after all of its 
students graduate in 2015. 
Eight years passed by, the 
maker of the height of 2011 
tsunami still remind us how 
great disaster the people 
had experienced there, ap-
proximately 800 house-
holds disappeared and ruins had been re-
moved now, grass is growing in surrounding 
area, I believe that new hope also growing in 
the same area. Onagawa station take on a new 
look as well, citizens moved higher and built 
new houses. We are lucky to learn lessons 
from survivors, to pass our knowledge to cit-
izens and next generation in our own country. 

We had two fruitful group discussions as well, 
we got the chance to know each other’s re-

search and projects in the first group discus-
sion. In my group, members including 1 pro-
fessor, 3 Ph.D. students, and 1 undergraduate 
student, majors are urban planning, manage-
ment and location, electronics, geology and 
engineering, medicine; As a medical student, 
it is really open my horizon to learn from 
them, for the purpose of reducing multi-haz-
ards, cooperation with researchers from dif-

ferent subjects plays a crucial role. Then, in 
our second group work, by applying our own 
research, we discuss about how to build a sys-
tem for dealing with disaster, we take earth-
quake and tsunami in Japan as the case, and 
build three levels of measurements including 
preparedness, disaster response and recovery, 
and it involves the participation of govern-
ment, NGOs, hospitals, center of disease con-
trol, and local officials, seismologists. 

We all know that challenges for recovery in 
Tohoku still exists, but it is not only respon-
sibility of local government or citizens, it re-
quires cooperation of the whole society, there 
is a need for enhancing the role of social sci-
ence to better understand the governance of 
disaster risk, and we need to frame and pre-
sent research in a concise and understand 
fashion as researchers. In short, thanks to 
multi-hazards program, it provides me a pre-
cious opportunity for me to learn disaster risk 
reduction.  

名古屋大学 医学系研究科 環境労働衛生学

Tingchao HE
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コンソーシアム推進室活動記録 （2019 年 3 月–2020 年 3 月） 

イベント・カレンダー  （2020 年 4 月–2021 年） ※COVID-19 の影響で、日程が変更になる場合があります。

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）

8/8 AC21 運営委員会 名古屋大学（スカイプ会議） 

12/12 AC21 運営委員会 名古屋大学（ZOOM会議） 

2020 3/17 スペシャル・プロジェクト・ファンド 2020 採択通知

MIRAI 
2019 

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

5/21-23 MIRAI Materials Science ワークショップ リンショーピン大学

5/22-26 Ageing PhD ショートコース ヨーテボリ大学

6/2-5 Ageing・Innovation ワークショップ 早稲田大学 

10/20-11/2 Materials Science PhD ショートコース 広島大学／J-PARC 

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 

2020 1/31 日瑞運営委員会 名古屋大学（ZOOM会議） 

APRU 2019 

6/14 日本側加盟大学連絡会 大阪大学東京オフィス 

6/23-25 Annual Presidents’ Meeting カルフォルニア大学ロサンゼルス校（米国）

7/22-25 Multi-Hazards Summer School 東北大学 

9/18-20 Senior International Leader's Meeting ブリティッシュコロンビア大学（カナダ） 

RENKEI 
2019 

10/1 RENKEI Health 組織運営委員会 名古屋大学（スカイプ会議） 

12/2-4 RENKEI Climate Change ワークショップ 

ニューカッスル大学（英国）12/3 RENKEI Health 組織運営委員会 

12/5 RENKEI運営委員会 

コンソーシアム 年 月/日 イベント・活動 場所 

AC21 
2020 

4/8および7/30 AC21 運営委員会 名古屋大学（ZOOM会議） 

12/6-10 第 10回 国際フォーラム 
カセサート大学（タイ）
（バーチャル）12/7 AC21 運営委員会 

12/9 AC21 総会 

2021 7月 第 7回 学生世界フォーラム 南京大学（中国） 

MIRAI 2020 10/7-8 MIRAI 2.0 キックオフミーティング 名古屋大学(バーチャル） 

APRU 

2020 

6/12 APRU日本側加盟大学連絡会 名古屋大学（ZOOM会議） 

6/8-11 Multi-Hazards Summer School 東北大学(バーチャル） 

6/23 Annual Presidents’ Meeting バーチャル会議 

10/7-9 Senior International Leader's Meeting 極東大学（ロシア） 

2021 
TBD Annual Presidents' Meeting 南洋理工大学（シンガポール) 

TBD Senior International Leaders' Meeting シドニー大学（オーストラリア）

RENKEI 2021 

1/18-20 RENKEI Climate Change ワークショップ 
京都大学 

1/21 RENKEI運営委員会 

3月 RENKEI Health ワークショップ 名古屋大学（鶴舞キャンパス） 
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コンソーシアム推進室 メンバー （2020 年 4 月現在）
z 

室長 粕谷 英樹 総長補佐 国際機構副機構長 コンソーシアム推進室長   医学系研究科 教授  全担当 

摘要 氏名 所属等 担当 摘要 氏名 所属等 担当 

副室長 岩城 奈巳 
国際機構 国際教育交流ｾﾝﾀｰ 

教授 
AC21 副室長 ｱﾚｸｼｯﾁ・ﾌﾞﾗﾝｺ 医学系研究科 特任准教授 MIRAI 

室員 柳原 光芳 経済学研究科 教授 AC21 室員 清水 裕彦 理学研究科 教授 MIRAI 

室員 張 紹良 工学研究科 教授 AC21 室員 菱川 明栄 物質科学国際研究ｾﾝﾀｰ 教授 MIRAI 

室員 村瀬 潤 生命農学研究科 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 ﾍｲｸﾞ・ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 人文学研究科 教授 RENKEI 室員 平川 仁尚 医学系研究科 准教授 MIRAI 

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

室員 岡本 祐幸 理学研究科 教授 RENKEI ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

全担当 室員 中島 英博 高等教育研究ｾﾝﾀｰ 准教授 RENKEI 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 室員 炭竈 誠二 医学系研究科 特任講師 RENKEI 

各コンソーシアムメンバー校 （2020 年 4 月現在） 
z 

大学名 国名 大学名 国名 大学名 国名 

名古屋大学 日本 吉林大学 

中国 

フライブルク大学 ドイツ 

カセサート大学 タイ 東北大学 ストラスブール大学 フランス

ガジャマダ大学 インドネシア 南京大学 ノースカロライナ州立大学
米国 

アデレード大学 オーストラリア 上海交通大学 ミネソタ大学

カンタベリー大学 ニュージーランド 同済大学 ステレンボッシュ大学 南アフリカ 

日本側大学名 スウェーデン側大学名

名古屋大学 早稲田大学 ヨーテボリ大学 リンネ大学

東京大学 上智大学 ルンド大学 カールスタード大学 

北海道大学 ウメオ大学 オレブロ大学

広島大学 ウプサラ大学 ヨンショーピン大学

九州大学 リンショーピン大学 ルーレオー工科大学

東北大学 ストックホルム大学
z 

日本側大学名 英国側大学名 

名古屋大学 大阪大学 エディンバラ大学 リーズ大学

東北大学 九州大学 ニューカッスル大学 リバプール大学

京都大学 立命館大学 ノッティンガム大学 サウサンプトン大学

名古屋大学国際コンソーシアム通信 No.3 
2020 年 6 月 
編集・発行 名古屋大学コンソーシアム推進室

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 

TEL 052-788-6122 
e-mail office@ac21.org 

【AC21】

<日本 5 校： 名古屋大学  大阪大学 東北大学  慶應大学  早稲田大学＞

<中国、香港 12 校> <台湾 2 校> <韓国 5 校>  <マレーシア 1 校>
<タイ 1 校> <フィリピン 1 校> <シンガポール 2 校> <インドネシア 1 校>
<米国 14 校>  <カナダ 1 校> <メキシコ 1 校>  <エクアドル 1 校>  <チリ 1 校>
<コロンビア 1 校> <オーストラリア 6 校> <ニュージーランド 1 校> <ロシア 1 校> 計 57 校
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