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大学の世界展開力強化事業 取組実績 名古屋大学

【構想の名称】（タイプA－キャンパス・アジア中核拠点形成支援・日中韓のトライアングル交流事業 ）

東アジア「ユス・コムーネ」（共通法）形成にむけた法的・政治的認識共同体の人材育成

【プログラムの目的・養成する人材像】

東アジア「ユス・コムーネ」（共通法）の形成とそのための知識を有する法的・政治的人材の育成をつうじて、東アジアの東アジア ス ム ネ」（共通法）の形成とそのための知識を有する法的 政治的人材の育成を うじて、東アジアの
法的・政治的認識共同体の生成を図る

【構想の概要】
欧米の「法のグローバル・スタンダード」を理解した上で、東アジア「ユス・コムーネ」（共通法）形成にむけた議論に参画

できる、法的・政治的認識共同体の人材形成を行う。中国、韓国の諸大学との連携を図り、東アジアにおける法情報の
交換、アジア法・法整備支援論の共同形成、法曹養成と法科大学院の共同スタンダード化など、相互の学部学生を中心
とする単位相互認定に基づく交流と質の保証された教育研究交流を行う。

■ 質の保証を伴 た大学間交流の枠組形成に向けた取組■ 質の保証を伴った大学間交流の枠組形成に向けた取組

日・中・韓のQuality Assurance協議会と国際シンポジウムの開催

２月に、名古屋で国際シンポジウムを開催し、参加機関の代表が集まって、本取組の計画、意義および展望について
の報告と討論を行った。また、１月（北京）、２月（名古屋）、３月（上海）に三カ国の大学によるQuality Assurance協議
会を開催し、（1）「ユス・コムーネトライアングル交流プログラム」に基づく各参加大学の実施計画に関する情報交換、
協議、調整、（2）「ユス・コムーネトライアングル交流プログラム」に基づく各参加大学のカリキュラム、シラバスおよび
成績評価に関する打ち合わせ、（3）「ユス・コムーネトライアングル交流プログラム」に基づく各参加大学の単位授与、
成績評価および単位互換の実施に関する情報交換、協議、調整などを行った。

〈 法務法人広場見学〉

■ 実施した交流プログラムの概要、今後の開始に向けた準備状況

・中国（2012年3月18日～25日、学生7名、引率2名）
裁判所、大使館領事部・政治部への訪問、中国人民大学と学生間交流

・韓国（2012年2月13日～21日、学生4名、引率2名）
憲法裁判所、法務法人広場への訪問、ソウル大学及び成均館大学での

短期事前研修 [中国，韓国] 〈 中国人民大学〉

特別講演と学生との交流

■ 交流プログラムにおける学生のモビリティ

■ 日本人学生の派遣・留学生の受入を促進するための環境整備

参加学生を対象とした事前学習

＜英語・中国・韓国語 及び 中国法律政治・韓国法律政治＞
参加学生を対象とした英語・中国語・韓国語特別クラス、および中韓の主管校から招聘
した特任教授・講師による中国法律政治および韓国法律政治に関する講義、ならびに
文化交流ガイダ を 月 立ち上げた

注）H23は実績、H24以降は計画。

■ 教育内容の可視化・成果の普及
キャンパス・アジア説明会

文化交流ガイダンスを2月に立ち上げた。

学生には、英語と派遣希望国の言語の授業を毎週３時間ずつ提供している。
これらの語学特別講義によって、学生の派遣国での学校生活や日常生活に必要な言語
能力を備えられるようにしている。 言語教育と共に、中国法律政治と韓国法律政治の
講義を導入することで、学生に派遣国の法学に関する基礎知識の提供を図った。

キャンパス アジア説明会
2011年12月22日 プログラム説明会
2012年 4月 6日 新入生の保護者に対しキャンパス・アジア説明会

18日 新入生対象（40分）
19日 二年生以上対象（1回目）
23日 二年生以上対象（2回目）

＊説明会に伴いポスター、概要を作成
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大学の世界展開力強化事業 取組実績 名古屋大学・東北大学

【構想の名称】（タイプA－ⅠCAMPUS Asia Pilot Program）

持続的社会に貢献する化学・材料分野のアジア先端協働教育拠点の形成

【プログラムの目的・養成する人材像】
経済力を含め21世紀はアジア地域が世界の科学技術の役割と影響力がますます大きくなる。交流事業を通じて化学・材料

分野において世界的視野で活動できる人材を育成する。

【構想の概要】
持続的社会を実現する鍵となる化学・材料教育のアジアにおける中核拠点の形成を目的として、日本（名古屋大学、東北

大学）、中国（南京大学、上海交通大学）、韓国（ソウル国立大学校、浦項工科大学校）が参加する化学・材料系の交流事業
を行なう。世界のトップレベルの化学系分野を有する各大学の高い研究・教育ポテンシャルを相互に活用し、学生や教員の
交換等を通じて世界的な協働教育拠点を形成させる。

■ 質の保証を伴った大学間交流の枠組形成に向けた取組

■ 交流プログラムにおける学生のモビリティ

■ 教育内容の可視化・成果の普及

名古屋大学でキックオフシンポジウムを開催（2012/3/12-13）

○ 日中韓トップレベル大学２校ずつ参加の強力なコンソーシアム
上海交通大学、南京大学、ソウル国立大学校、浦項工科大学校とも、そ

れぞれの国を代表する大学である。名古屋大学、東北大学とも、中国・韓
国の4つの大学と授業料を免除する「相互交流協定」を既に締結しており、
コンソーシアムを形成する大学とは、単位認定や成績管理を統一的に実
施できる制度を整備している。

H23 H24 H25 H26 H27

日本への受入 C1K0 C17K17 C16K16 C16K16 C16K16

中国への受入 J0K0 J17 K4 J16  K6 J16  K6 J16  K6

韓国への受入 J0C0 J17 C4 J16 C6 J16 C6 J16 C6

○ 日本人学生の派遣
交換学生では、基本的に大学院生を派遣し、学生

が希望する他国の研究室に一時所属して研究活動を
通じた実習を行うとともに、各大学に特徴的な講義の
受講による単位取得を行う。集中セミナーでは随時一
週間程度でトータル20名の学生派遣を予定する。

○ 外国人留学生の受入れ
受け入れについても上記に準じて進める予定である。東北大ではH23年度に計画前倒しで南京大の学生を受け入れた。

■ 日本人学生の派遣・留学生の受入を促進するための環境整備
○ 名古屋大学・東北大学における整備
両大学ともに、G30プログラムに採択されており、外国人講師の雇用や英語講義プログラムの充実、国際交流協定の拡大、

留学生宿舎整備等を積極的に進めている。

○ ショートステイ・ショートビジット（SSSV）との連携
平成24年度は当事業の枠組みと連携させた形のショートステイ・ショートビジット事業が採択された。３か月に満たない学生の

交流についても体制を整え（受け入れ、派遣ともに６名）、学生あるいは受け入れ側の諸事情に柔軟に対応させて学生を交流
させる仕組み作った。平成25年度以降もこの申請を続けていく予定である。

■ 実施した交流プログラムの概要、今後の開始に向けた準備状況

○ キックオフシンポジウムの開催
平成24年3月12-13日に、６大学の関連教員と学生を一堂に会するキッ

クオフシンポジウムを開催し、情報交換と交友を深めるとともに、今後の
事業展開について意見交換を行った。
○ サイバーキャンパス形成へ向けたインフラ整備
平成23年度に大学間でリアルタイムで情報交換を行い、ネットを通じて

国を超えたセミナー開催ができるように、テレビ会議システムを整備した。
今後本格的に活用していく。

注）H23は実績、H24以降は計画。人数は交流セミナーと H24はSVSSの人数も含む。

○ ホームページの開設・パンフレット・ニュースレターの発行
平成23年度にキャンパスアジア専用のホームページを開設し、広報活動と情報を広く共有できる環境を整えた。今後、パンフ

レット作成やニュースレターの定期的な発行を予定している。

○ トップクラス学生の交流
各国の意欲的でトップクラスの学生から選抜する。本プログラムに語学

研修を含めることにより、言葉の壁を取り払って活躍できる人材を育てる。
産業界でグローバルに活躍できる人材の育成も視野に入れる。また、短
期集中セミナーを随時企画し、専門分野のニーズに則した教員と学生の
交流を行なう。

○ 参加部局を超えた交流へ
大学間の協定に基づき、有効な交流のために参加部局を超えた交流

へ向けたアプローチも積極的に考慮していく予定である。



大学の世界展開力強化事業 取組実績 名古屋大学

【構想の名称】（タイプB－Ⅰ）

修士課程国際共同大学院の創成を目指す先駆的日米協働教育プログラム
【プログラムの目的・養成する人材像】
本プログラムの目的は、我が国の工学系修士課程学生に国際的なレベルの高い教育に接する機会を与えて、英語力の増
強や研究意欲の向上、世界的な視点からの研究課題の提案力の養成を実現することである。また、新たな国際履修モデル
の提案により、修業年限、就職活動などに影響を与えることがなく、世界展開力を備えた若手研究者・技術者を育成する。

【構想の概要】
修士課程国際共同大学院の創成を目指し、名古屋大学大学院工学研究科と米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校
（UCLA）およびミシガン大学大学院工学研究科が国際協働教育を実施する。毎年40名程度の大学院修士課程の学生交換
留学を推進すると共に、短期から中期の教員派遣・招聘を行い、日米の両地で同時に実施する国際・学際教育プログラムを
新たに構築することにより、国際共同大学院の創成基礎を構築する。

本プログラムでは、日本の「ものづくり」の中心に立地する名古屋大学の特長を活かした魅力ある修士課程国際協働教育を実施
する。UCLA及びミシガン大学との緊密な連携により、共同プログラム内の大学間の単位の相互認定を実現すると共に、成績管
理、学位授与の共同実施を図る。 また、本プログラムの実施を通して日米両方の各研究チーム間の共同研究を促進し、各分野
の世界に発信できる先端研究拠点を形成する。

○ 中期交流コース（3ヶ月～6ヶ月）
派遣：UCLA、ミシガン大学に学生を派遣し、最大10単位を取得する。両校の教授
陣による授業、共同施設の利用など米国の特色ある充実した教育支援を受ける。
受入：セミナー単位の取得や名古屋大学の教授陣による研究指導、研究施設の
共同利用など、名古屋大学の特色ある充実した研究支援を受ける。

○ 短期交流コース（1ヶ月～3ヶ月）
派遣：UCLA、ミシガン大学の教授陣および名古屋大学派遣教員による特別集中
講義および英語力養成授業を受け、相互認定可能な6単位を取得する。
受入：取得できる6単位を相互的に認定する。UCLA、ミシガン大学を中心とした
国内外からの工学研究科の第一線で活躍している教員・研究員を招いて、英語
による集中講義を実施する。同時に日米の学生による共同研究を実施する。

○ 遠隔国際教育の充実
本プログラムでは、より多くの修士課程学生が大学教育の国際化の魅力を感じ体験できるため、ICTを駆使した遠隔国際教育を
充実することにより、実施大学の学生だけではなく、他大学の学生も本プログラムへの参加を可能にする。
○ プログラムの成果の公開
本プログラムの成果についても積極的に公開する。特にプログラムの活動状況や随時行われる海外の著名な講師の講義・講演
内容について、随時ビデオライブラリーなどを作成し、内外から広くウェブアクセスできるようにする。

○ 日本人学生の派遣：５年間の短期・中期・長期交流
コース及び定期ワークショップを通じて、計２４５名の名
古屋大学学生を派遣する。

○ 外国人留学生の受入れ：計１４６名のアメリカの大学
からの学生を受け入れる。

○ 派遣：留学中の日本人学生が学業に専念できるように、バックアップを受ける現地サポート体制をプログラムを通して確立す
る。日本側からも留学に必要な情報提供やインターネットを通じた相談窓口をさらに充実させ、万全の体制を整備する。
○ 受入： 指導教員の配置、教育支援員・ＴＡ等の配置、履修指導、学内外での諸手続き支援、カウンセリング、学内各種資料
の翻訳、宿舎の借り上げ、就職支援などの支援体制を整備する。

○ 長期交流コース（9ヶ月～12ヶ月）
派遣・受入：派遣大学において、セミナー単位の取得、研究施設の共同利用、キャリアパス支援など、各大学の特色ある充実し
た研究支援を受ける。共同修士論文審査会を開催し、研究指導および単位の認定を行う。

Student Workshop at UCLA (2012.3.8-9)

■ 質の保証を伴った大学間交流の枠組形成に向けた取組

■ 交流プログラムにおける学生のモビリティ

■ 教育内容の可視化・成果の普及

H23 H24 H25 H26 H27

学生の派遣 37 46 47 55 60

学生の受入 0 29 32 40 45

■ 日本人学生の派遣・留学生の受入を促進するための環境整備

■ 実施した交流プログラムの概要、今後の開始に向けた準備状況

○ 平成23年度
UCLA、ミシガン大学において、研究発表、大学･研究所訪問からなる学生ワー
クショップ（名大生37名、アメリカ学生・教員合計約100名）を開催した。また、合
計12人の教員派遣・招聘を行い、本プログラムで目指す国際教育プログラムの
構築に関する意見交換を行った。
○ 平成24年度
夏季学生交換留学に当たり、「震災復興とエネルギー」をテーマとした特別プロ
グラムを実施する。国内外の著名な研究者による集中講義と研究教育を行う。

注）H23は実績、H24以降は計画。



「博士課程教育リーディングプログラム」について

「博士課程教育リーディングプログラム」とは，文部科学省の大学改革支援事業

であって，優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え，広く産学官にわたりグローバル

に活躍するリーダーへと導くため，国内外の第一級の教員・学生を結集し，産・

学・官の参画を得つつ，専門分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した世界

に通用する質の保証された学位プログラムを構築・展開する大学院教育の抜本的

改革を支援し，最高学府に相応しい大学院の形成を推進する事業である。

◇事業の期間

最大７年間

◇23年度の採択件数と事業規模：

○「オールラウンド型」････3件／1件につき毎年最大6億円（初年度4億円）

○「複合領域型」･････････12件／1件につき毎年最大5億円（初年度3億円）

○「オンリーワン型」･･････6件／1件につき毎年最大3億円（初年度2億円）

◇本学の採択プログラム

類型・テーマ 複合領域型（環境）

プログラム名 グリーン自然科学国際教育研究プログラム

関連部局 理学研究科，工学研究科，生命農学研究科

類型・テーマ オンリーワン型

プログラム名 法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム

関連部局 法学研究科
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（機関名：名古屋大学 申請類型：複合領域型（環境） ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称： グリーン自然科学国際教育研究プログラム） 
 

 

 

[採択時公表] 

学位プログラムの概念図 
（優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーとして養成する観点から、コ
ースワークや研究室ローテーションなどから研究指導、学位授与に至るプロセスや、産学官等の連携による実践性、
国際性ある研究訓練やキャリアパス支援、国内外の優秀な学生を獲得し切磋琢磨させる仕組み、質保証システムなど
について、学位プログラムの全体像と特徴が分かるようにイメージ図を書いてください。なお、共同実施機関及び連
携先機関があるものについては、それらも含めて記入してください。） 

 

 

図１ 概念図。本プログラムは、融合学理プログラム、最先端プロジェクト研究およびリーダーシッププログ
ラムの 3 部から構成される。融合学理プログラムでは、１年間の各専攻コースワークの後、４つの融合学理プ
ラットホームのうちのどれか一つに進学し、それぞれの研究に必須となる専門知識を学ぶ理農工融合コースワ
ークに参加する。専門性と総合性を身に着けた大学院生は、連携研究所や企業との共同研究を前提とする最先
端プロジェクト研究に参加する。このような活動と並行して、各学生はリーダーシッププログラムに参加する。
研修コースではスキルセミナーや研究室ローテーションなどが、実践コースでは海外中長期滞在研究やインタ
ーンシップなどが企画されている。統一基準の学位審査と 5 Star 学業評価を経て学位を取得した学生は、息の
長いキャリアパス形成支援を受け、国際的リーダーとして巣立っていく。 



（機関名：名古屋大学  申請類型：オンリーワン型  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称：法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム）  
 

 

 

[採択時公表] 

学位プログラムの概念図 
（優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーとして養成する観点から、コ
ースワークや研究室ローテーションなどから研究指導、学位授与に至るプロセスや、産学官等の連携による実践性、
国際性ある研究訓練やキャリアパス支援、国内外の優秀な学生を獲得し切磋琢磨させる仕組み、質保証システムなど
について、学位プログラムの全体像と特徴が分かるようにイメージ図を書いてください。なお、共同実施機関及び連
携先機関があるものについては、それらも含めて記入してください。） 

 

次の概要図は、学生が Survey Paper を経て博士論文をまとめるに至る流れと、法整備支援の実践

的現場から問題意識や情報を得ながら共同研究を進め、そのプロセスの中でインターンシップなどを

通してリーダーとしての資質（前頁にリストアップしたリーダーシップの要素となる能力群）を高め

るための仕組みを説明している。 

 

 本プログラムは、5年一貫の博士課程である。学生は、2年修了時に、研究の基本技能である Survey 

Paper を提出して、英語による中間審査を受ける。研究の訓練は、個人の研究と共同研究の組み合わ

せで行う。法整備支援の現場の経験、最新の課題の情報は、国内外から短期集中で招聘する優れた

visiting professors や夏季インターンシップを通じて提供する。複数のメンバーからなる国際メン

ターチームは、直接・間接（テレビ会議など）に学生の個別指導に当たる。名古屋大学同窓会の Alumni

メンターは、第一線で活躍する先輩として、後輩である学生にリーダーの仕事の現場に触れる機会を

提供し、夏季インターンシップは、法制度移植の現場体験とリーダーシップ発揮の訓練を兼ねている。
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【英語によるコース】

（1）Global30プログラム（H21～）

（2）短期留学プログラム（NUPACE B&M, H8～）

（3）総合法政専攻国際法政コース（法学研究科 M&D, H11～）

（4）最先端土木技術研究プログラム（工学研究科 M&D S62 ）

留学生の受け入れを促進する取り組み

（4）最先端土木技術研究プログラム（工学研究科 M&D, S62～）

（5）国際環境人材育成プログラム（環境学研究科 M, H20～）

（6）自動車工学における先端技術と課題に関する

サマープログラム（工学部・工学研究科 B, M&D, H20～）

（7）ヤングリーダーズプログラム（YLP、医学系研究科 M, H15～）

（8）大気水圏科学留学生特別プログラム（環境学研究科 M&D, H14～）

【その他のコ ス】【その他のコース】

（1）日本法教育研究センター（法学部・法学研究科 B, H17～）

（2）中国大学院生公費派遣留学プログラム（全学 D, H19～）

（3）グローバルCOE 拠点による国際交流（理・工・農・医・環境・文学研究科 D, H19～）

B 学部生、M 修士、D 博士

G30：英語コースの新設
- 英語による学位取得プログラム（国際プログラム群）の開始 -

学部レベル

• 自動車工学プログラム（工）

1)

G30プログラムの取り組み

・既設の日本語講義とほぼ同一内容

・日本語・英語どちらの受講も可能
（既設 学生 G 留学生) 自動車工学プログラム（工）

• 物理系プログラム（理・工）

• 化学系プログラム（理・工）

• 生物系プログラム（理・農）

• 国際社会科学プログラム(法・経済) 

大学院レベル

• 物理数理系プログラム（前期・後期）

• 化学系プログラム（前期・後期）

2)

（既設コース学生・G30留学生)

名古屋大学における
今後の教育方針に影響

・数年先に英語による講義の増加
• 生物系プログラム（前期・後期）

• 医学系プログラム（博士課程）

• 経済・ビジネス国際プログラム（前期）

• 比較言語文化プログラム（前期）

（G30と通常プログラムの融合）

・日本人学生も英語講義を受講する
ための準備プログラム (G30 for 
Japanese students)を開始

受講者数250名

kouho2
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・優秀な外国人教員を積極的に増やす取組

・平成18年度より「研究者育成特別プログラム」(テニュアトラック制度・国際公募）

を実施（15名採用、うち外国人教員1名→テニュアを獲得済み）

・平成23年度より「若手研究者育成・テニュアトラック(YLC-t)プログラ

教員の国際化に対する取り組み

平成23年度より 若手研究者育成 テ ュアトラック(YLC t)プ グラ

ム」を実施（2名採用）

・平成22年度より教養教育院で語学を担当する外国人教員を国際公募で採用

・平成22年度よりG30担当教員を国際公募で採用（18名採用）

・外国人教員数（平成21年度、22年度に雇用された全外国人教員数）

平成16年度（法人化直前）89人、平成21年度132人、22年度130人（教員の約7％）

外国人教員に対するオリエンテーション



留学生受入れ数の推移（各年度5月1日）

和暦(年度） 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

西暦（年度） 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

国の留学生
数

15,009 18,631 22,154 25,643 31,251 41,347 45,066 48,561 52,405 53,787 53,847 52,921 51,047 51,298 55,755 64,011 78,812 95,550 109,508 117,302 121,812 117,927 118,498 123,829 132,720 141,774 138,075

名古屋大学
の留学生数

248 324 375 413 450 484 511 571 603 678 717 772 794 869 974 1,050 1,086 1,130 1,187 1,194 1,150 1,161 1,155 1,214 1,344 1,501 1,556 1,611

名古屋大学
総学生数

10,063 10,409 10,928 11,490 11,886 12,214 12,599 13,194 13,724 14,180 14,710 15,113 15,340 15,751 16,099 16,053 16,684 16,593 16,590 16,537 16,497 16,543 16,421 16,356 16,394 16,608 16,605 16,517

留学生比率 2.5% 3.1% 3.4% 3.6% 3.8% 4.0% 4.1% 4.3% 4.4% 4.8% 4.9% 5.1% 5.2% 5.5% 6.1% 6.5% 6.5% 6.8% 7.2% 7.2% 7.0% 7.0% 7.0% 7.4% 8.2% 9.0% 9.4% 9.8%
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〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL:052（789）5111（代表）
http://www.nagoya-u.ac.jp/

平成 24年 5月 21日

名古屋教育記者会各社 殿 

無線通信を用いた小型電気自動車による協調的自動駐車

システムの成果発表デモンストレーション 

 

１．日 時：平成 24 年 5 月 31 日（木）13 時～16 時 

 

２．場 所：名古屋大学豊田講堂前広場 

 

３．出席者： 

   大日方五郎（グリーンモビリティ連携研究センター 教授） 

   鈴木 達也（グリーンモビリティ連携研究センター 教授） 

 

４．発表のポイント 

◆成  果：3台の小型電気自動車が協調的に自動駐車するシステムを開発した。 

◆新規性：国内において車両複数台による協調的自動駐車を行った例はない。 

◆社会的意義：大型ショッピングセンターの駐車場などへ本システムを導入すること

により、利用者の利便性が向上するのみならず、運転ミスによる事故を防止できる

ことが期待される。 

◆将来の展望：より実用性の高い環境での実証試験を行う。 

 

５．概 要： 

本学豊田講堂前の広場上に仮の駐車スペースを設け、3 台の小型電気自動車が無線

通信により衝突を回避しながら自律的に駐車スペースへ移動し、停車する様子を実

演する。 

名古屋大学 

 
  教 授 鈴木 達也 

TEL：052-789-2700 

FAX：052-789-2700 

E-mail: t_suzuki@nuem.nagoya-u.ac.jp 

名古屋大学工学研究科 

  助 教 田崎 勇一 

TEL：052-789-2779 

FAX：052-789-2779 

E-mail: tazaki@nuem.nagoya-u.ac.jp 

グリーンモビリティ連携研究センター
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協調駐車デモシナリオ 

•互いに衝突せずに、適切な順序で自
動的に駐車位置へ走行する 
•互いの位置，速度，姿勢等を 
車々間にて情報交換 
•経路は各車両が決定 

(or経路も既知) 
 

•コンセンサス制御(合意問題) 

•互いの位置関係・衝突関係に 
よりネットワーク構造を調整 

x1 

x2 x3 

w12 
w21 

w23 

w32 



昨年度末実験時の様子 

• 名古屋大学 豊田講堂前庭を使用 

• 昨年度時は手動走行にて実施 

• デモ時は自動走行にて協調駐車を行う 



小型電気自動車コムス 

3 



コムス搭載部品説明 

4 

搭乗者用 
ディスプレイ 

警報機 GPS 

レーザレンジ
ファインダ
（LRF） 

回転数センサ
（左右後輪） 

計算機 
バッテリ 

その他電装系 

ステアリング 
駆動モータ 

ブレーキペダル 
駆動モータ 

加速指令系 



無線による車車間通信/非常停止システム 

• 無線通信によって各車の走行情報の共有が可能 

• 基地局からの停止指令により全車の非常停止が可能 

無線通信システムの構成図 

基地局 車載端末 



名古屋大学 大学文書資料室（Nagoya University Archives） 
 

 

in「名大の歴史をたどる」 
（全学教育科目） 

 
 

◇日 時 平成 2４年 ６月５日（火） 

午前８時 45 分～10 時 15 分 
 

◇場 所 ＩＢ電子情報館 大講義室 

 

◇テーマ 名古屋大学から 

Nagoya University へ 

 
全学教育科目「名大の歴史をたどる」は、大学文書資料室（池内 敏 室長）が、

例年前期（主に 1 年生対象）に開講している講義です。全 15 回の講義は総説編と
各説編に分かれますが、濵口道成総長には総説編の最終回として、これからの名古
屋大学についてお話しいただきます。 

 
 
     

この講義は、総長による特別講義であるため、
教室収容定員を超えない範囲で、正規の受講生
以外の特別聴講も認めています（名大の学生、
教職員等に限ります。聴講者が多数の場合は、

入室をお断りすることがあります。）また、報道
関係者にも聴講していただけます。 

ただし、正規の受講生以外の方は、講義時間
内におけるご発言等はお控えください。 
 
【お問合せ先】名古屋大学 大学文書資料室 

052－789－2046 

nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp 

kouho2
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名古屋大学の省エネルギー･節電への取組み 

○ CO2排出量を2014年時点で2005年比２０％以上削減   
 (総長声明、キャンパスマスタープラン2010) 

 

■ CO２排出量削減のためのアクションプラン 
　　「名古屋大学キャンパスマスタープラン2010」より 

■ 名古屋大学における省エネ･節電の目標 

※本学は名古屋市内の業務系事業所で最大のCO2排出事業所です。  

※本学の光熱水料費は年間約25億円に上ります。 

① 電力使用量ピークを2010年度比５％以上削減   
 (政府、中部電力からの要請) 

 
② 事業所として毎年１％以上のエネルギー消費原単位削減 
　  （省エネ法による取組と報告の義務） 
 
 

■ 省エネ･節電に関わる社会からの要請 

kouho2
タイプライターテキスト
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CO2 トン

東山団地CO2排出量

鶴舞団地CO2排出量

大幸団地CO2排出量

施設面積・大型装置による増
加を除く３団地CO2排出量

2005年度比CO2排出量
約15％減少

■ 名古屋大学のCO２排出量推移　2005~2011年度 

・東山･鶴舞･大幸３団地のCO2排出量は、2005年度時点の71,138トン
から、2011年度には65,772トンに減少しています。 
・施設面積及び大型装置による増加分を除けば、約15％の削減を達成
しています。 

・附属病院･図書館等におけるESCO(Energy Service Company) 事業に
よる大規模な熱源や空調機の改修 
・中長期保全計画に基づく空調機の更新 
・建物屋内外照明のLED化 
・集中制御による空調設定温度の管理と1日5回の定時空調オフによる
消し忘れ防止 
・新築･改修建物における断熱強化や自然エネルギー活用など徹底し
た省エネ設計とコミッショニング（性能検証） 

さらなる省エネ(20％削減目標)達成のためには、各部局での運用
による努力が不可欠です。 

■ CO２排出量削減のためのこれまでの主な取組 

※これらの成果により、本学は、2011年度 ”全国エコ大学ラ
ンキングNO.1”に輝きました。 



■ 電力使用量ピーク削減のために 

※名古屋大学の電力可視化Webページ　まもなく開設します！ 
　リアルタイムの電力使用状況をご確認ください。 

・東山契約電力15,600kwに対して、５%（＝780kw）の節電が必要 
・施設面積約40万㎡で割ると、1㎡あたり２wの節電ができれば達成可能 
・20㎡の研究室であれば、 
　40wの蛍光灯を1本外す＋空調の設定温度を1度上げることで達成可能 

契約電力15,600kw

契約電力５%削減目標14,820kw
(780kw削減）
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平成22年度(2010年度)東山団地時間毎使用電力量推移

 

中間期平日　 
中間期休日　 

夏季平日  　 7月21日(水)
7月25日(日)
1月19日(水)
1月23日(日)
4月22日(木)
4月25日(日)

夏季休日  　 
冬季平日  　 
冬季休日  　 

kw

 

時間

春季最低 6,200kw 春季最高ー最低
≒照明･コンセント
　約5,000kw

夏季最高ー春季最高
≒空調
　約5,000kw

ベース電力使用量が年間
使用量の３分の２を占める



■ 各部局における省エネ・節電の取組み 

　名古屋大学では、2014年までに二酸化炭素排出量を2005年度比
20％削減するという目標を定め、知の拠点としての専門的見地から、
さまざまな省エネや節電策に取り組んできました。その成果は他大学
に比べても大きなものであり、学外からも評価を頂いています。 
　一方で、東日本大震災以降の社会状況を鑑み、本学では、この目標
を達成するのみならず、それを上回る成果を挙げ、近未来のエネル
ギー使用のあり方について、名大の姿勢を示すことが必要であると考
えています。 
　構成員の総力を挙げた取組により、エネルギー使用の総量削減と
ピークカットの実現を目指し、社会･市民に対して責任ある行動を示
すとともに、地球環境問題への意識を醸成する教育や、エネルギー問
題に関する革新的な研究を推進して参ります。 

① キャンパス全室の省エネ推進担当者に配布する「各室省エネ
チェックリスト」への記入･実施。「ピークカットと総量削減のた
めにできること」を徹底します。 

 
② 電力使用状況をリアルタイムで確認できるWebページを公開します。
教職員･学生への省エネ･節電への意識を醸成します。 

 
③ 「特殊空調室調査」により、エネルギー消費総量への影響が大き
い機器等を特定し、ベース電力の削減に努めます。 

 
④ 今年の夏も空調集中制御により、定時の空調停止と温度設定の下
限（25度）管理を実施します。 

 
⑤ 無人教室の消灯･空調のオフ、受講者数に応じた照明の点灯、朝･
昼の自習室指定など、講義室での省エネ活動を通じて、大学の姿
勢を学生にわかりやすい形で示します。 

 

■ まとめ 



軽装で執務中です 
We are working in seasonal light clothing 

実施期間：５月１日～１０月３１日 
From May 1 To October 31 

地球温暖化防止のため、軽装にご協力ください 
 Thank you for your understanding on “cool-biz”  

light clothing to prevent global warming 



○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

4日(月)、
15日(金)

役員会

19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)

6日(水) 教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)

13日(水)
教授会(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)

20日(水)
教授会(文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医
学系研究科、国際開発研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

21日(木) 教授会(創薬科学研究科)

22日(金) 教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)

27日(水)
教授会(情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、国際言
語文化研究科、太陽地球環境研究所、エコトピア科学研究所、総合保健体育科学
センター)

名古屋大学　平成24年6月予定表

           (教育記者会用)

kouho2
タイプライターテキスト
資　  　料　  　６平成24年5月30日



○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連講演会］
場所：博物館講義室

6月2日(土)
時間：13：00～14：30
講演題目：「北東アジアにおけるチベット仏教世界の近代」
講演者：荒井幸康氏(北海道大学スラブ研究センタ－)
6月9日(土)
時間：13：30～15：00
講演題目：「モンゴル：その自然と環境」
講演者：束田和弘(博物館准教授)
6月16日(土)
時間：13：00～14：30
講演題目：「子孫の語る榎本武揚」
講演者：榎本隆充氏(東京農業大学客員教授)
時間：15：00～16：30
講演題目：「榎本武揚が見た露清関係とモンゴル：『シベリア日記』
を中心にして」
講演者：醍醐龍馬氏(大阪大学)
参加費：無料
7月21日(土)
時間：13：00～14：30
講演題目：モンゴルの詩人たち－現代に息づくモンゴル詩の伝統と
文化－」
講演者：阿比留美帆氏(元駐モンゴル日本大使館専門調査員)
7月28日(土)
時間：13：00～14：30
講演題目：「モンゴルの馬 馬頭琴伝説からみた馬の陰喩」
講演者：藤井真湖氏(愛知淑徳大学准教授)

4月5日(木)～
8月31日(金)
(土・日曜日、祝
日休館)

博物館サテライト展示
「徒然の写真展－驚きのワンダー
ランド モンゴル－」

場所：野外観察園展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月2日(土)、
6月16日(土)、
6月23日(土)、
6月30日(土)

名古屋市生涯学習推進センター
大学連携キャンパス講座
「達人(研究者)と話そう－ヒトとか
らだ－」

場所：博物館講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「笑って免疫力アップ！」(6/2)
講演者：永井博弌氏(岐阜保健短期大学学長)
講演題目：「細胞が行うタンパク質の新陳代謝と病気」(6/16)
講演者：山根　隆氏(本学名誉教授)
講演題目：「みずみずしい皮膚の源は」(6/23)
講演者：八田一郎氏(本学名誉教授)
講演題目：「健康に役立つ磁気」(6/30)
講演者：毛利佳年雄氏(本学名誉教授)
定員：80名
対象：一般(基本的に毎回参加できる人)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月5日(火)
附属図書館友の会トークサロン
ふみよむゆふべ第25回

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18：00～19：30
講演題目：「百年前の世界一周－佐多愛彦『歐米大學之視察』を中
心に－」
講演者：吉川卓治(教育発達科学研究科教授)
参加費：無料

附属図書館友の会事務局
052-789-3666

6月5日(火)
［学内向け］
濵口総長特別講義
in「名大の歴史をたどる」

場所：IB電子情報館大講義室
時間：8：45～10：15
講演題目：「名古屋大学からNagoya Universityへ」
講演者：濵口道成(本学総長)
参加費：無料

大学文書資料室
052-789-2046

3月17日(土)～
8月31日(金)
(日・月曜日、
8月11日(土)～
14日(火)休館)

第16回博物館特別展
「大モンゴル展」

博物館事務室
052-789-5767



6月7日(木)～
10日(日)

第53回名大祭

場所：東山キャンパス
テーマ：「歩けばそこに、未知がある」
内容：サークル・有志団体の発表企画、研究室公開、学術企画、ス
ポーツ企画、模擬店、フリーマーケット、古本市など100余りの企画
を実施

［主な企画］
6月8日(金)
場所：第3グリーンベルト
時間：16：00～19：30
テーマ：「第７回盆踊り企画－ザ！世界仰天フェスティバル－」
内容：地域住民の方々との協力企画

6月9日(土)
場所：IB館大講義室
時間：14：00～16：10
内容：学術講演企画。大学・企業・国家という３つの異なる観点から
「人材」という共通のテーマで意見を交換する
講演題目：「あなたを磨く3つの指針－大学×企業×国家－」
講演者：濵口道成(本学総長)、舟橋正剛氏(シヤチハタ株式会社代
表取締役社長)、本間政雄氏(立命館アジア太平洋大学副学長)

学務企画課課外活動掛
052-789-2164

6月9日(土)
［名大祭研究公開企画］
太陽地球環境研究所一般公開

場所：共同教育研究施設1号館、宇宙線望遠鏡研究室
時間：10：00～17：00
内容：研究室公開、研究者による質疑応答、デモンストレーション
参加費：無料

[講演会]
場所：高等総合研究館1階カンファレンスホール
時間：13：00～15：00
講演題目：「巨大地震が起こした－大気の波－」
講演者：大塚雄一(太陽地球環境研究所准教授)
講演題目：「太陽活動の異変は何をもたらす？」
講演者：徳丸宗利(太陽地球環境研究所教授)
参加費：無料

太陽地球環境研究所
教授　塩川和夫
052-747-6419

6月9日(土)、
6月23日(土)、
7月7日(土)、
7月21日(土)、
8月4日(土)

ビジネス人材育成センター
平成23年度前期 B人セミナー

場所：インキュベーション施設1階プレゼンテーションルーム
時間：10：00～15：00
テーマ：「30代のシゴト」、「博士の就活スタート・リスタート」(6/9)
「コンサルティング業界」、
「博士・ポスドクのための就職ガイダンス」(6/23)
「製造業における、知財戦略と知財部門の業務内容」、
「プレゼンテーションスキル研修」(7/7)
「再生医療の現状と今後の展望」(7/21)
「ビジネスマナーと企業のルール」、
「食品のためのヒト臨床試験業界」(8/4)

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

6月10日(日)
場所：IB電子情報館中棟1階IB015講義室
時間：14：00～16：40
テーマ：「今年の節電は大丈夫？」
講演者：花井正広(エコトピア科学研究所寄附研究部門教授)、服部
徹氏(電力中央研究所上席研究員)、清水かほる氏(市民経済局消
費生活センター相談員)
参加費：無料

8月8日(水)
場所：ベンチャービジネスラボラトリー(予定)
時間：13：00～17：00(予定)
内容：電気に関する実験
講演者：花井正広(エコトピア科学研究所寄附研究部門教授)、他
参加費：無料

6月12日(火)～
14日(木)

第6回AC21国際フォーラム

場所：アデレード大学(オーストラリアアデレード市)
テーマ：「Maximizing the Benefits of Internationalisation」
講演者：AC21メンバー大学、メンバー大学以外からの研究者、国
際関係の専門家
登録料：税込330AUD(AC21メンバー機関)、税込385AUD(AC21メン
バー機関以外)、税込220AUD(学生)

国際部国際企画課
国際学術コンソーシアム(AC21)
推進室
052-789-5684

6月16日(土)、
6月23日(土)、
7月7日(土)、
7月28日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：野外観察園展示室(6/16、7/28)、博物館講義室(6/23、7/7)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

6月16日(土)、
8月4日(土)

ミクロの探険隊

場所：博物館実験室、東山キャンパス構内
時間：10：20～15：20
テーマ：「観察園のムシを電子顕微鏡で見よう」(6/16)、「雑木林の
ムシを電子顕微鏡で見よう」(8/4)
定員：20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

エコトピア科学研究所
寄附研究部門准教授　小島寛樹
052-789-5874

市民参加アベニュー
「聞いてみよう、見てみよう！
あなたの周りの電気と暮らし」

6月10日(日)、
8月8日(水)



6月20日(水)
高等教育研究センター
第108回招へいセミナー

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：18：30～20：00
講演題目： 「組織学習論から見たFD・SD」
講演者：安藤史江氏(南山大学准教授)

高等教育研究センター
助教　齋藤芳子
052-789-5696

7月4日(水) 平成24年度工学部懇話会
場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：13：00～17：10(予定)

工学部・工学研究科
教務課学生支援掛
052-789-3599

7月7日(土)、
7月21日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

7月19日(木)
グローバルCOE「機能分子医学へ
の神経疾患・腫瘍の融合拠点」
第5回国内シンポジウム

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：00～18：15
対象：関係研究者
参加費：1,000円(予定)

GCOE推進室
052-744-1946

7月26日(木)
高等教育研究センター
第61回客員教授セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～18：00
講演題目： 「大学のナレッジマネージメント－IRからKMへ」
講演者：松塚ゆかり氏(一橋大学教授)

高等教育研究センター
052-789-5696

8月3日(金)

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

場所：齋藤永宏研究室(グリーンビークル材料研究施設3階305室)、
他
時間：10：00～16：15
テーマ：「『ハスの葉のすごい』を顕微鏡でのぞいてみよう」
内容：特殊な顕微鏡でハスの葉の表面を観察し、生物の「すごい」
の源について一緒に考える
定員：20名
対象：小学生5年生、6年生(可能であれば保護者同伴)
参加費：無料

齋藤永宏研究室
052-789-5163

8月4日(土)、
5日(日)

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2012

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10：00～16：00
テーマ：「バイオサイエンス・バイオテクノロジーを体験する」
内容：現代生物学についての正しい知識を科学実験を通して体験
し身につける実験講座
実施コース：「遺伝子について学んでみよう」、「細胞を光らせてみよ
う」、「細胞の顔、糖鎖を見てみよう」(2日間同一コースを受講)
定員：15名
対象：高校生以上、一般(2日間出席可能な人)
参加費：2,500円

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2012係
052-789-5194

8月11日(土)
第23回日本数学コンクール
第16回日本ジュニア数学コンクー
ル

場所：IB電子情報館
時間：10：00～16：00
対象：高校生、高校生相当年齢の者(日本数学コンクール)、小学5
年生以上、中学生(日本ジュニア数学コンクール)
参加費：1,000円

研究協力部社会連携課
日本数学コンクール係
052-788-6144

8月16日(木)～
10月11日(木)
(期間内の火・
木曜)

平成24年度名古屋大学公開講座

場所：経済学部第2講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「危機に立ち向かう英知－解決への展望－」
対象：一般
参加費：9,200円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-789-5969

11月24日(土) 野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館展示室
時間：13：00～15：00
内容：西田佐知子(博物館助教)他による案内
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月4日(火)～
7日(金)

Strong Coupling Gauge Theories
at LHC, Lattice and String
(SCGT12)

場所：理学南館大講堂(坂田・平田ホール)
内容：素粒子論に関する国際研究集会。ノーベル賞級を含む外国
人研究者が多数参加予定

素粒子宇宙起源研究機構
特任教授　山脇幸一
052-789-2862
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