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【今月のトピックス】
国立情報学研究所

学術情報基盤オープンフォーラム 2010 を開催

情報・システム研究機構 国立情報学研究所（NII）は、１１月１０日（水）に、学術総合セン
ター 一橋記念講堂に於いて、「学術情報基盤オープンフォーラム２０１０」を開催しました。
「学術情報基盤オープンフォーラム」は、NII と大学・大学共同利用機関等とが連携協力して取
り組んでいる学術基盤の整備について、従前にも増して連携協力していくための枠組みとして、
平成２１年６月１２日（金）に発足しました。
今回の「学術情報基盤オープンフォーラム２０１０」は、国立情報学研究所での学術情報基盤
に関する検討状況、各大学等での学術情報基盤（上位レイヤ）関連の取り組みの他、企業の方を
招いてのクラウド化による現状の紹介などからなる情報交換・技術交流を目的とした講演会形式
で開催され、大学を中心とした約２３０名の参加者がありました。

参加者から、クラウド時代における情報セキュリティの取り組み方についての質問があった際、
講演者からの回答の他に、他の参加者からも回答をいただくなど活発な意見交換がおこなわれました。
なお、学術情報基盤オープンフォーラムの過去の活動や今後の予定は、以下のホームページで
公開しておりますので、是非ご覧ください。 http://openforum.nii.ac.jp
【文責
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国立情報学研究所】

国際日本文化研究センター

一般公開を開催

国際日本文化研究センターは、10 月 21 日（木）に一般公開を開催しました。この催しは毎年
秋、一般の人々に日文研の活動を広く紹介する目的で実施しているもので、今回で 20 回目を迎え、
およそ 560 人の来場者で賑わいました。
雨模様の中、「日本文化と妖怪」と題したセミナーや、妖怪が描かれた絵巻物などの日文研所
蔵資料展示に朝から熱心な来場者が多く見られました。
午後からは、シンポジウム「近代国家の文化と暴力」において、ジョン・ブリーン准教授ら
３名の教員がそれぞれの研究において出会った暴力の特殊な表れ方を紹介し、来場者は興味深く
聞き入っていました。
また、「私の日本研究」と題する特別企画において、井上章一教授の司会のもと、猪木武徳所
長をはじめ４名の教員が、自身の最新の研究について種々のエピソードも交えて成果発表を行い、
盛況の中一般公開行事を締めくくりました。

特別企画「私の日本研究」

セミナー「日本文化と妖怪」

【文責

国際日本文化研究センター】

第 13 回先導科学研究科学術講演会「神奈川ゆかりの科学者
真実、地にロマン」を開催【 11 月 3 日（水・祝）】
総合研究大学院大学先導科学研究科では，地域社会との
交流を深めるとともに，科学の新しい流れを創造する
「光・生命・進化」に関連した研究の最前線を広く一般の
方々に伝え，理解していただくことを目的として，去る
11 月 3 日（祝）に学術講演会「光・生命・進化」シリー
ズを開催しました。
当日は，地域の方を中心に約 70 名の参加者があり，
渡邊正勝先導科学研究科長の挨拶に引き続き，同研究科
飯田助教による講演「神奈川ゆかりの科学者 木原均～
その足跡から日本の遺伝学の歴史を読み解く～」が行わ
れ，日本の遺伝学の発展に大きく貢献した学者である木
原均による，小麦の祖先発見の研究について説明があり，
参加者は納得した様子で講演に聞き入っていました。
次に，同研究科及川教授による講演「地下に真実、地
にロマン～コンピュータが拓く新しい考古学～」では，
土器や石器を見てさまざまな「情報」をとりだすという
考古学における，コンピュータ利用の現状について解説
され，参加者からは大変興味深いとの意見が相次ぎまし
た。
講師の話が終了後も興味を持った参加者から質問が
相次ぎ，予定時間を超過しましたが，参加者は皆今回の
講演に大変満足のいく様子でした。

木原均」「地下に

飯田助教による講演

及川教授による講演

【文責
2

総務課】

大学共同利用機関シンポジウム 2010 開催～大学紹介展示ブース設置

平成２２年１１月２０日（土）にベルサール秋葉原２F イベントホールにおいて、大学共同利
用機関シンポジウム 2010「『万物は流転する－宇宙・生命・情報・文化の過去・現在・未来－』
－知の拠点群『大学共同利用機関』が拓く科学の広大なフロンティア－」が、約５７０名の参加
を得て開催されました。
ノーベル物理学賞受賞者の小林誠名誉教授による「素粒子と宇宙」など４名の講演が行われ、
参加者は多様な分野の講演に熱心に聴き入っていました。
シンポジウム会場では講演会場の他に各機関の研究を紹介するブースもあり、総研大の他、人
間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構の
各機関及び宇宙航空研究開発機構の２１機関が趣向を凝らして展示し、研究活動をＰＲしていま
した。多くの参加者の方が、展示ブースを訪れ資料を手に取り、担当者に質問するなど、こちら
も盛況のうちに終了しました。

小林誠名誉教授の講演

総研大紹介ブースの様子

【文責
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総務課】

基礎生物学専攻・生命共生体進化学専攻

合同入試説明会を開催

去る１１月１４日（日）にホテル東京ガーデンパレスに於いて基礎生物学専攻及び生命共生体
進化学専攻の合同入試説明会が実施されました。
前回に引き続き、研究科を越えた合同での入試説明会を行いましたが、互いの会場を行き来す
る学生が目立ち、合同で開催した成果がはっきりと表れた入試説明会となりました。
当日は、及川学長補佐から「総合研究大学院大学について」の説明から始まり、引き続いて、
平田学長補佐による「総合研究大学院大学の全学事業について」の説明、専攻概要、カリキュラ
ム、入試についての説明、教員の研究内容紹介、さらに両専攻の教員によるポスターセッション
も行われ、両専攻ともに教員と出席者との熱い議論が交わされ、無事解散となりました。

【文責

総務課】

【各種募集】現在公募中の情報
事

項

応募期間
提 出 先
平成 23 年 3 月修了
見込みの者：
総合研究大学院大学
平成 22 年 12 月 16
学務課研究協力係
日（木）まで

平成 22 年度（第 16 回）総合研究大学院大学
長倉研究奨励賞
http://www.soken.ac.jp/student/guide/nagakura.html
国立天文台滞在型研究員

随時（滞在希望初日の前
月 1 日まで）

国立天文台研究支援係

学融合推進センター
研究論文助成

随時

総合研究大学院大学
総務課葉山事務室

http://center.soken.ac.jp/act/thesis.html

【イベント情報】
● 総研大の行事
１2 月
日程
時間
16 日（木）
13:30-18 日（土）
2011 年１月
日程
7 日（金）
-8 日（土）
14 日（金）

行事名

場所

国際シンポジウム

岡崎コンファレンスセンター

時間

行事名

場所

14:00-

生命共生体進化学専攻オープンキャンパス

葉山キャンパス

18:00-20:00

サイエンスカフェ「二つ目の地球」

葉山町：レストラン夕凪亭
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2月
日程

時間

行事名

場所

15 日（火）
アジア冬の学校 2010
-17 日（木） http://www.isas.jaxa.jp/sokendai/winter_school/index.html

JAXA 相模原キャンパス

19 日（土）
アジア冬の学校 2010
-22 日（火） http://www.ims.ac.jp/aws10/index.html

岡崎コンファレンスセンター

● 基盤機関の行事
１2 月
日程
10 月 23 日（土）
-3 月 31 日（木）

時間

行事名

場所

貴重書展示「渋川春海と『天地明察』-Ⅱ」

国立天文台図書室

http://library.nao.ac.jp/kichou/open/043/index.html
旗本本多家資料の世界

10 月 26 日（火）
-12 月 5 日（日）

国立歴史民俗博物館
第３展示室

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/special_03_2010.html
9 月 16 日（木）
-12 月 7 日（火）

特別展「彫刻家 エル・アナツイのアフリカ― 国立民族学博物館
アートと文化をめぐる旅」
特別展示館

10 月 14 日（木）
-12 月 7 日（火）

http://www.minpaku.ac.jp/special/elanatsui/
企画展「アジアの境界を越えて Beyond the 国立民族学博物館
Boundary in Asia」
企画展示場 A
国立歴史民俗博物館
企画展示室

武士とはなにか

10 月 26 日（火）
-12 月 26 日（日）

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html
くらしの植物苑特別企画 冬の華・サザンカ

11 月 30 日（火）
-1 月 30 日（日）

国立歴史民俗博物館
くらしの植物園

http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule/index.html#c
4 日（土）

13:30-15:30

第１４１回くらしの植物苑観察会
「サザンカの花色と花形の変化を楽しむ」

http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule/index.html#c
新構築「音楽展示」関連 第 184 回みんぱく
14:30-15:30
ウィークエンド･サロン「西ジャワの作曲家～
（予定）
5 日（日）
ナノ・S．」
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html
核融合科学研究所
7 日（火）
第 20 回国際土岐コンファレンス「プラズマ・核
-10 日（金）
融合科学の今後の 20 年」
http://itc.nifs.ac.jp/
核融合科学研究所
18:30-20:00 市民学術講演会-はやぶさ小惑星探査機の
8 日（水）
深宇宙オデッセイhttp://www.nifs.ac.jp/event/itc20lecture.html
第３２４回歴博講演会
14:00-16:00
「旗本退屈男の事件簿」
11 日（土）
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
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国立歴史民俗博物館

国立民族学博物館
ナビひろば

セラトピア土岐

セラトピア土岐 3 階大会議室

国立歴史民俗博物館

11 日（土）

12 日（日）

17 日（金）

18 日（土）

19 日（日）

12:00-15:30

国立民族学博物館
１階エントランスホール（無
料ゾーン）

MMP「点字教室」

http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html
新構築「音楽展示」関連 第 185 回みんぱく
14:30-15:30
ウィークエンド･サロン「南インドの音楽とグロ
（予定）
ーバル化」
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html
公開講座「臨床試験におけるベイズ流デザ
10:00-16:00
インの基礎と応用」
http://www.ism.ac.jp/lectures/22j.html
第 391 回みんぱくゼミナール
13:30-15:00
「バルカン商人と羊飼い―民族国家を求めな
（開場：13:00）
かったひとびと」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar10.html
年末年始展示イベント「うさぎ」関連 第 186
14:30-15:30
回みんぱくウィークエンド･サロン「年末年始
（予定）
展示イベント『うさぎ』と職員研修会」
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html

12 月 21 日（火）
-1 月 30 日（日）

双六の小宇宙

第 187 回みんぱくウィークエンド･サロン「展
示場で民族植物学の旅に出よう：食糧、食糧
26 日（日）
の確保、冬のごちそう」
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html
26 日：
国際シンポジウム「東アジアのコリアン・ネッ
26 日（日）
10:00-18:00
トワーク―その動向と実践 Korean Network
-27 日（月） 27 日：
in East Asia: Trends and Practice」
10:00-17:00

８日（土）

14:00-16:00

統計数理研究所
大会議室（B-201）
国立民族学博物館
講堂

国立民族学博物館
企画展示場 B 入口

国立歴史民俗博物館

14:30-15:30
（予定）

2011 年 1 月
日程
時間

国立民族学博物館
ナビひろば

国立民族学博物館
本館展示場入口

国立民族学博物館
2 階第 6 セミナー室

行事名

場所

第３２５回歴博講演会 「しぐさの民俗」

国立歴史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
春のみんぱくフォーラム
国立民族学博物館
1 月 8 日（土）
2011―ことばの世界へ
-3 月 31 日（木）
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/kotoba11spring/
「春のみんぱくフォーラム 2011―ことばの世
13:00-14:30
国立民族学博物館
1 月 9 日（日）
界へ」関連 ことばで世界一周
-3 月 27 日（日）
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/kotoba11spring/sekai.html
公開講座「正定値カーネルによる統計的デ 統計数理研究所
13 日（木）
10:00-16:00
ータ解析- カーネル法の基礎と展開」
セミナー室１（D-305）
-14 日（金）
http://www.ism.ac.jp/lectures/22k.html
新言語展示関連 第 392 回みんぱくゼミナー 国立民族学博物館
13:30-15:00
（開場：13:00）
ル「みんぱくエスノローグ」
講堂
15 日（土）
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar10.html
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19 日（水）

18:30-19:45

平成 22 年度 国立情報学研究所 市民講座
学術総合センター
第 7 回「マルチメディアと検索技術 ―キーボ
2 階中会議場
ードを使わずに検索するには？―」

http://www.nii.ac.jp/shimin/
22 日（土）

13:00-17:00

第７７回歴博フォーラム「新春うさぎばなし」

ヤクルトホール
主催：国立歴史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
22 日（土）

22 日（土）

24 日（月）

2月
日程

13:30-15:30

第１４２回体験講座 「桜草を植え替えよう」

国立歴史民俗博物館
くらしの植物苑

http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule/index.html#c
「春のみんぱくフォーラム 2011―ことばの世
13:30-16:20
国立民族学博物館
(開場：13:00)
界へ」関連みんぱく映画会 映像に描かれる
講堂
予定
＜包摂と自律＞第 8 回上映会「タレンタイム」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/kotoba11spring/event.html#move
公開講座「R を使ったハイパフォーマンスコン 統計数理研究所
10:00-16:00
ピューティング入門」
セミナー室１（D-305）
http://www.ism.ac.jp/lectures/22m.html

時間

行事名

場所
統計数理研究所
大会議室（B-２0１）

1 日（火）
-4 日（金）

10:00-16:00

公開講座「統計学概論」

5 日（土）

14:30-16:30

8 日（火）

公開講座「マルコフ連鎖モンテカルロ法の基 統計数理研究所
礎と実践（２０１１年版）」
大会議室（B-２0１）
http://www.ism.ac.jp/lectures/22p.html

http://www.ism.ac.jp/lectures/22n.html
「春のみんぱくフォーラム 2011―ことばの世
国立民族学博物館
1 日（火）
界へ」関連 展示場クイズ「みんぱ Q ことば
本館言語展示場
-28 日（月）
編」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/kotoba11spring/event.html#quiz

12 日（土）

13 日（日）

16 日（水）

国立歴史民俗博物館

10:00-16:00

2 月 8 日（火）
-4 月 3 日（日）

12 日（土）

歴博映画の会

和宮ゆかりの雛かざり

国立歴史民俗博物館

14:00-16:00

第３２６回歴博講演会「戦後民衆史を歩く」

国立歴史民俗博物館

11:00-12:00

歴博探検
「れきはくのコンピュータをさがそう」

国立歴史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp/kids/explore.html
「春のみんぱくフォーラム 2011―ことばの世
国立民族学博物館
14:30-15:30
界へ」関連 みんぱくウィークエンド･サロン
本館言語展示場
（予定）
「居庸関碑文の魅力」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/kotoba11spring/event.html#week
18:30-19:45

平成 22 年度 国立情報学研究所 市民講座
学術総合センター 2 階中会
第 8 回「脳でモノを見る―脳の中に創られる
議場
世界とは？―」

http://www.nii.ac.jp/shimin/
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19 日（土）

26 日（土）

13:30-15:00
（開場：13:00）

新言語展示関連 第 393 回みんぱくゼミナー 国立民族学博物館
ル「日本の文字・世界の文字」
講堂

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar10.html
第１４３回くらしの植物苑観察会
13:30-15:30
「漆（うるし）の魔力」
http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule/index.html

国立歴史民俗博物館

【教員の受賞情報等】
文化科学研究科
メディア社会文化専攻
○ 鈴木一史 准教授、柳沼良知 准教授、児玉晴男 教授
（WCECS2010）Best Paper Award 受賞
複合科学研究科
情報学専攻
○ 速水謙 教授、Yin Jun-Feng 博士（元 NII 特任研究員、現 同済大学 数学科 准教授）
（NASC2010）The Applied Numerical Algebra Prize 受賞
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【編集後記】
総研大ニューズレター第 31 号をお届けします。
12 月を迎え、各地できれいなクリスマスのイルミネーションを見かけるようになりました。今
年は寒い冬になるという予報でしたが、今のところは穏やかな陽気が続いています。これから年
賀状、大掃除、忘年会等々、年末恒例の行事で今年も慌ただしく過ぎていきそうです。
さて、本年もニューズレターに多くの原稿をいただきありがとうございました。ニューズレタ
ーは総研大を構成している基盤機関のニュース、トピックを取り上げて情報を共有するものです。
今後ともご協力くださるようよろしくお願いします。
今年もいろいろなニュースがありましたが、最大の話題は宇宙科学研究所の「はやぶさ」のニ
ュースであったかと思います。最先端の科学と夢と希望と。来る年も科学が人々の夢や希望を実
現するものであることを願っております。みなさま、良いお年をお迎えください。

◎各専攻で教員や学生がメディアに出演が決まっている場合や，発表や表彰等があった際に
はご連絡ください。またメディア等に出演される場合は，可能な限り「総合研究大学院大学」
と標記していただけますようご協力お願いします。

発行
編集

2010 年 12 月 8 日
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