世界が直面する食料・エネルギーの課題解決を目指す
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ご挨拶

本学はかねてより、農学と工学

国立大学法人東京農工大学は、平成 26 年度、世界水準の教育研究活動を飛躍的に推進する国立大学 12 大学の一つとして選定され、

の分野におけるサイエンスに重き

先端研究のグローバル化に向けた機能強化の取り組みを行っています。農学分野と工学分野における研究力の優位性を活かし、研究

ではグローバルイノベーション研

推進のために、平成 26 年 6 月にグローバルイノベーション研究機構（GIR 機構）を設置しました。平成 28 年度には新しい研究院へ

を置いております。2014 年、本学

大学としての更なる躍進を図って、世界が認知する確固たる国際ブランドを築いて大学改革と研究力強化を推進します。この取組の

究機構（GIR 機構）を設置するこ

移行することを計画しています。

とになり、海外からの著名な研究
東京農工大学
学長 松永 是

事業概要

者と本学の研究者らが協力し、地
球規模の食糧、エネルギー、ライ
フサイエンス分野における問題解
決に取り組んでまいります。本機
構の設置にあたりましては、国立

大学法人関連予算において世界水

準の教育 研究活動の飛躍的充実の

GIR 機構では、“世界が直面する食料・エネルギーの課題を解決” をテーマとして掲げ、“食料” “エネルギー” “ライフサイエンス”

の 3 分野を研究重点分野と定め、社会的要請の高い研究課題において先進的な研究成果を創出することを目指して、12 グループの
戦略的研究チームを結成しています。

戦略的研究チームでは、世界トップレベルの外国人研究者を中核教員として招聘・雇用し、教員と学生が参画して研究特区として

最先端研究を行うことのできる仕組みを構築して、国際共同研究の実施と国際共著論文の輩出を飛躍的に増加することを狙いとして

います。重点分野 “食料” では、
「農作物の生産力向上」や「東アジアの越境大気汚染の解析」を、重点分野 “エネルギー” では、
「キャ
パシタ」、「LED 開発」、「イオン液体の応用」を、重点分野 “ライフサイエンス” では、「タンパク質科学」や「生命医科学」に関す
る国際共同研究を強力に推進します。

食料

重点配分を受け、実現に至ったも
のであります。このような取り組
みは、本学と海外の研究機関との
協力体制をさらに強固にし、当該
分野の若手研究者にとっては、世
界的な高いレベルの研究を経験で

きる最良の機会になると思います。

世界が直面する課題の一つとして“食料”の問題が挙げられる。特に、

エネルギー

近年の世界的なエネルギー消費量増大は今後も継続的な増加が見

ライフサイエンス

人類の健康と幸福を大きく左右するライフサイエンス研究は食料

食糧不足はアジア太平洋地域を中心に地球規模の課題となっている。

込まれ、エネルギー問題は人類が直面する大きな課題である。重点

問題やエネルギー問題の課題解決を支える基盤技術としても重要で

では、食料生産や環境分野の課題解決を目指す。

を基軸として、エネルギーの課題解決を新たな局面で推進する。

科学を中心として、先端技術の開発研究を推進する。

また、地球環境問題は食料問題と密接に関連している。重点分野 “食料”
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し、国際共同研究を推進してまい
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パー教授と先端研究にチャレンジ
する機会を設定することにより、
グローバル理系人材の養成を可能
とします。これら取組により、世
界トップレベルの外国人研究者と
の国際共同研究の実施及び国際共
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