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Executive Summary

新興・融合分野研究検討報告書

　現代社会が直面する多くの課題は、科学技術が関与するものに限っても、既存の個別分野

の範囲内では、解決が困難であることが、国際的にも認識されている。豊かな地球環境と平

和で安全な社会を維持するために、科学技術によって貢献するとともに、科学技術のフロン

ティアを拡大し、我が国の国際競争力を強化するために、課題解決に向けた「学の融合」が

必要である。

　新興・融合分野の重要性は、以前から指摘されてはいるものの、外形的な理念のみで具体

性に欠ける、社会的ニーズが不明確、体系的整理が不十分、既存分野の研究者や政策担当者

の関心が薄い、等の理由で積極的な推進が図られていない。

　そこで、今回は、社会の重要課題を解決するために必要な新興・融合分野を具体的に抽出

し、その推進方策を提示することを目的とした検討を行った。その手法として、まず、現在

社会が直面する複雑な課題（難問）を幾つか例示し、それらの解決のために、どのような科

学技術分野が必要かをゼロベースで考え、その中から既存の個別分野では対応しきれないも

のを抽出するというアプローチを取った。 
　その結果、幾つかの新興・融合分野を抽出した。これらは、以下の二つのカテゴリに分類

される。

　１．複数の課題に共通の基盤的・ツール的な新興・融合分野 
　２．課題に対応したソリューション提供型の新興・融合分野 

第１のカテゴリに属する科学技術分野の例として、 

　・巨大データの取り扱い　　・人間の心理・行動の理解　　・進化・変異・劣化への対応

　・システムの複雑性克服　　・ユーザー視点のサービス　　・リスクガバナンス

また、第２のカテゴリに属する科学技術分野の例として、 

　・医学の知見に基づく生体社会などの制御・予測

　・環境先端材料科学／超長寿命材料工学

　・形と構造の変動の科学

　・地球環境と社会との関連科学　　などが抽出された。

　このような課題解決型の新興・融合分野の研究を推進するため、大学においては、科学技

術と人間、社会の関係を見直し、伝統的な学問領域や既存組織の枠組みを越えた「学の融

合」を実現する研究システムや大学システムへ向けて果断な改革を行うとともに、課題解決

型への若手研究者のインセンティブを強化する仕組みやトップマネージメントを構築するこ

とが必要である。産業界においては、課題解決型の融合分野の研究成果の還元の一つの形態

が産業創成や産業力強化であることを十分に認識した投資が必要である。社会においては、

従来の自律型研究に加えて、課題解決型研究の重要性を明確に表明し、正当な評価を与える

必要がある。ファンディング機関においては、社会の重要課題を解決するために必要な融合

分野を育成し、振興するために、果敢に研究支援の実施に取り組むべきである。行政におい

ては、これまでの分野別の自律型研究と共に、課題解決型の融合分野の研究と並行して推進

する体制へ科学技術行政を転換するべきである。
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１．はじめに

　科学技術の新興領域、異分野の融合領域の重要性については、第２期科学技術基本

計画及び現在実施中の第３期計画において指摘されているにも関わらず、これまで積

極的な推進は図られていない。その理由として、融合という外形的な理念のみで具体

性に欠ける、社会的ニーズが必ずしも明確でない、体系的な整理が十分でない、既存

分野の研究者や政策担当者の関心が薄いこと、等が挙げられる。

　しかし、100年に一度と言われる未曾有の経済危機、将来の人類や環境に悪影響を

与える地球温暖化、世界規模での感染が懸念される新型伝染病、国家安全保障への脅

威であるサイバーテロ、社会インフラに破局的影響をもたらすシステム障害、エネル

ギー・資源・食糧・水の安全保障等、現在の世界が直面する様々な課題の多くは、科

学技術が関与するものに限っても、既存の個別分野の範囲内では解決が困難である。

このことは、国際的にも各国の共通認識である。社会が直面するこれらの複雑で困難

な課題を解決するためには、既存の科学技術がカバーしない新興の領域、境界の領

域、異分野の融合領域への取り組みが不可欠である。

　また、科学の歴史を紐解けば、根源のパラダイムを変えるような新発見等は、異な

る学問の「際」や、およそ異端とも言える考えからもたらされている。その度に科学

技術のフロンティアは拡大されてきた。その過程で、異分野の知の出合いによる触発

や異分野間で切磋琢磨する中での知の融合が果たした役割は極めて大きい。例えば、

ライフサイエンス研究の根幹の一つとなっている分子生物学はX線解析によるDNA

の二重らせん構造の解明という物理計測的手法によって飛躍的に発展した。量子力学

は光電効果等の異端的な解釈からスタートしたものである。

　21世紀の世界が直面する複雑で困難な課題を解決するとともに、新たな知の創造

で科学技術のフロンティアを拡大するために、既存の分野区分を越えて研究者の知恵

が自在に結集されることの重要性は今後一層増すと考えられており、国の戦略とし

て、異分野間の知的な触発や融合を促す積極的な取り組みが必要である。そのため、

まずは、具体的な新興・融合分野を抽出し、現状の問題点を明らかにすることが先決

である。このような観点から、今回の検討を行った。
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２．新興・融合分野を推進する必要性

①　社会の課題への対応

　現代社会においては、豊かな地球環境と平和で安全な社会を将来に渡って維持する

ために早期に解決すべき多くの課題がある。それらの大部分は、複雑な現象やシステ

ムに由来するものであり、既存の個別の学術分野の範囲内では、解決が困難な課題で

ある。このことは国際的にも広く認識されているところである。科学技術創造立国を

目指す我が国は、これらの困難な社会的課題を解決するために、既存の学術分野が対

応してこなかった新興の分野、或いは、既成の複数の領域が融合する分野を開拓し、

育成・推進する必要がある。

②　日本の国際競争力強化

　地球規模の課題を解決する科学技術、社会の信頼と安全を確保する科学技術、人間

の健康と福祉を増進させる科学技術の開発は、そのまま、我が国の産業競争力強化に

直結することは勿論、我々の生活の質を向上させ、国際政治・外交における日本の

リーダーシップを強固にするものである。日本の国際競争力の強化に向けて、世界に

先駆けた新興・融合分野の開拓・推進が必要である。

③　学術上の必要性

　既成の専門分野は、研究者の学問的な興味と技術的シーズの自律的な体系に基づき

確立されてきたものであり、必ずしも、現代社会の課題を解決するために形成されて

きたものではない。既成の細分化された学術分野は、社会の複雑な課題を解決するた

めの一要素科学、一要素技術に過ぎず、現状のままでは、専門分野の研究、人事評

価、教育も、その各要素内で閉じているため、社会の課題を総合的に解決する有効な

方法論もインセンティブも見いだせない。今後益々複雑化する社会の課題の解決に科

学技術によって貢献するためには、課題の解決に向けた「学の融合」が必要である。

　また、新たな学問領域のフロンティアを開拓するためには、意識的かつ戦略的に、

新興・融合分野を取り上げる必要がある。歴史的に見ても、異分野の研究者の出会い

から新しい学問分野が生まれた例は、数多い。
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３．主要な新興・融合分野の抽出

①　新興・融合分野抽出のプロセス

　第２期科学技術基本計画（平成13～17年度）に引き続き、第３期科学技術基本計

画（平成18～22年度）においても、新興・融合分野の重要性は、指摘されているが、

　1) 「融合」という外形的理念だけで具体性に欠ける

　2)　社会的なニーズに応えるものであるか不明である

　3)　重点4分野に比べて体系的な整理がされていない

　4)　既存の確立された学術分野の研究者の関心が低い

　5)　政策担当者の関心も重点４分野に向きがちである、

等の理由で、新興・融合分野の積極的な推進は、図られてきていない。

　そこで、新興・融合分野の研究を推進する方策を、網羅的かつ具体的に調査・検討

するための１つの試みとして、現代社会が解決しなければならない具体的な課題を提

示し、その解決のために、

　1)　どのような新興分野、或いは既存分野の融合が必要か

　2)　その研究開発を推進するためには、どのようなシステムが必要か

を多様な分野の研究者による自由討議で浮かび上がらせることを狙いとして、フォー

ラムを開催した（詳細は付録1－2参照）。フォーラムに参加した15名の研究者の専

門分野は、数学、物理学、化学、生物学、情報科学、工学、心理学、経済学、社会学

等である。

　フォーラムにおいては、「現代社会が直面する難問のほとんどは複雑システムに起

因する」との仮説の下に、10の難問を例示した。複雑システムとは、複雑性ゆえに

モデル化が困難なシステム、或いは要素間の因果関係が多重で、多対多であるような

システムを指す。難問の設定に当たっては、地球環境の維持、社会の安定、人間の健

康のために解決しなければならない課題を選んだ。

　以下に示す「10の難問」は、あくまでも新興・融合分野を見いだすための手段と

して例示したものなので、問題の粒度、レベルは、均一ではないし、網羅的でもない。

「10 の難問」
　● 地球環境変動の予測、影響評価、予防戦略　

　● 自然災害の予知、被害予測、復旧戦略　

　● 疫病の病原・伝染経路の解明と広域治療戦略
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　● 生命現象の解明と重大疾患の予防・治療

　● 精神現象の解明と障害の予防・治療

　● エネルギー・食糧・水のグローバル安全保障

　● 重要インフラの持続可能性とリスク管理

　● 経済の信用・危機管理と市場安定化戦略

　● ネットワーク治安とサービス・情報の安全信頼保証

　● 新機能材料の合成と健康・環境・情報への活用

　上記フォーラムでの議論を踏まえて、CRDSフェローによるフォローアップを行っ

た。「10の難問」をそれぞれさらに複数のサブ難問に分解し、「それぞれのサブ難問

解決のためにはどのような学術領域が必要か」という視点で新興・融合分野を抽出す

る試みを行った。この際、新興・融合分野はまだ確立した名称がないため、無理に言

葉を丸めて分野名をつけることのないように留意した。ただし、その概念は明確にな

るように、文章で記述することに努めた。議論のスキームを図１に示す。
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②　難問から抽出された研究領域

 「10の難問」及びそれらのサブ問題に対する検討の結果、これらの難問を解決する

ために必要な幾つかの新興・融合分野が特定された。それらは、Ａ．課題横断的な新

興・融合分野と、Ｂ．個別課題対応的な新興・融合分野に分類できる。それぞれの新

興・融合分野を以下に示す。また、表1に一覧をまとめた。

Ａ．課題横断的なもの

１）巨大データの取り扱い

　 　 　複雑なシステム（自然、生命、精神、社会、経済、情報、工学）に関与する膨

大で多様な要素から絶え間なく生産される巨大な量のデータの計測、処理可能

形式への編集と構造化、データの分析と結果の統合、システムのモデリングと

検証、システムモデルに基づく巨大量の計算と結果の可視化、データの信頼性保

証、巨大データからの有用な知識の発見、データに基づく対象の制御と将来事象

の予測等、巨大データの取り扱いに関する研究領域。

　　 　数理科学、情報科学を中心として、対象システムに関わる物理学、化学、生物

学、医学、工学、社会学、経済学、人文学等との融合によって形成される分野。

２）人間の心理・行動の理解

　　 　不確定性を有するシステム（情報、経済、社会、政治、教育）の要素である人

間の心理・行動の計測、心理・行動のメカニズムとダイナミクスの解明、人間を

要素として含むシステムのモデリング、シミュレーションと検証、人間を含むシ

ステムの制御と予測、教育と創造、システム評価方法等、人間の心理・行動の理

解とそのシステム応用に関する研究領域。

　　 　数理科学、情報科学、認知科学、脳科学、生物学、社会学、経済学、人文学、

工学等の融合によって形成される分野。

３）進化・変異・劣化への対応

　　 　自然、人間、社会、人工物、情報が時間の経過とともに変化する進化過程、変

異過程、劣化過程の計測、要因分析、進化・変異・劣化のモデリングと検証、変

化に応じてシステムを最適状態に保つ適応制御、生涯を通じた環境変化を考慮し

た最適システム設計、将来事象の予測、変異状態からの回復、システムの若返り

等、システムの進化・変異・劣化の理解と制御に関する研究領域。

　　 　数理科学、情報科学、生物学、物理学、化学、医学、工学、社会学、経済学、

人文学等の融合によって形成される分野。
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４）システムの複雑性克服

　　 　マクロからミクロまで巨大なスケールギャップ、多層性、相互依存性、不確定

性を有するシステム（情報、経済、社会、生物、自然）の振舞いの理解と記述、

抽象化と階層化によるモジュール分割とシステムモデリング、多層統合シミュ

レーションと形式的検証、多層統合アーキテクチャとシステム設計、実現、評

価、リスク管理、システム保全、システム信頼性保証等、複雑性を克服するシス

テム設計に関する研究領域。

　　 　情報科学、数理科学、工学、社会学、経済学、人文学、生物学、物理学等の融

合によって形成される分野。

５）ユーザー視点のサービス

　　 　ユーザー（人間、組織、情報システム、人工物）の要求に応えて提供される

サービス（情報、便宜、機会）の品質と効用を計測し、可視化させ、定量的に評

価する技術、ユーザー視点からサービスを分析し、モデル化し、最適化し、実現

する技術、サービスを効果的に創造し、普及させ、定着させる技術等に関する研

究領域、あるいは社会の重要課題を解決する科学技術研究の出口として提供され

るサービスを評価・最適化するメタ研究の領域。

　　 　数理科学、情報科学、経済学、社会学、認知科学、人文学、工学、医学等の融

合によって形成される分野。

６）リスクガバナンス

　　　 　社会ビジョンの実現、或いは社会ニーズの充足を阻害するリスク要因とその

対策を俯瞰し、人材、知識、技術、予算等の資源の調達と配分に関する制約の

下で、時間軸を考慮しつつ、新しい知識を獲得して適応的に学習しながら潜在

するリスクを最小化する社会システム、社会基盤の設計、実現、運用、保全に

関する研究領域。

　　　 　数理科学、情報科学、工学、社会学、経済学、人文学等の融合によって形成

される分野。
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Ｂ．個別課題対応のもの

１）医学の知見に基づく生体・社会等の制御・予測　

　　 　医学の知見（投薬、疾病予防等）を社会インフラに還元し、効率よく人類の健

康確保に繋げることを目指す。未知の病原体、パンデミックに対応する制度確立

も視野に入れたリスク解析学、ウイルス媒介（拡散）の制御工学、また、それを

実現するサービス工学（避難システム最適化、薬の配備、配置最適化）等を推進

する。

生命科学、情報科学、数理科学、生態学、臨床医学、微生物

学、免疫学、公衆衛生学、人口（動態）学、疫学、感染症学、工学、物理学、化

学、社会学、経済学、倫理学

２）環境先端材料科学／超長寿命材料工学

　　 　次世代環境科学として、エネルギー変換、省エネルギー、環境負荷の低い材料

創製、超長寿命素材等を研究する。グリーンケミストリーに見られるような環境

に対して科学技術が貢献できる課題を抽出することで、既存の工学領域或いは、

融合領域から環境科学に寄与できる課題を具体的に提示し、目標を定めた研究の

推進を行う。

　　 環境科学、材料工学、材料ナノテクノロジー、化学工学、機

械工学、電気工学、生物、物理、化学、エネルギー工学、経済学、国際政経学

３）形と構造の変動の科学

　　 　材料、生体、構造物等に関する新たな発見は構造・データの変化から見出され

る場合が多い。また、「形や構造の変動」が複雑なために既存の数値シミュレー

ションだけでは捉えられないことが複雑な課題（難問）を生んでいることも多

い。様々な難問を「形と構造の変動」という側面で捉え、諸分野と数学との協業

により、数学的モデルを立て、（数学的）定式化を行う。これに非線形・非平衡

現象解明を加え諸分野に還元する。

　　 数理科学、生物学、物理学、化学、電気・電子工学、医学、

情報科学、機械工学、経済学
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４）地球環境と社会との関連科学

　　 　地球環境と社会の相互作用のダイナミズムを探究する。この相互作用の基礎的

メカニズムと地球環境と社会との界面の複雑な構造は、ほとんど解明されていな

い。本分野は、こうした状況を捉えなおし、これまでの学問の空隙を埋める地球

環境と社会の関連科学という新たな研究のプラットフォームを構築し、科学技術

によって解決しうる具体的な定量的、定性的解明手段の確立を目指す。

　　 気象学、生態学、農学、水を中心とした環境学（土木、水文

学）、資源工学、エネルギー工学、数理科学、社会学、経済学、心理学
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４．新興・融合分野を推進するための課題と対応の方向性

①　大学等の研究機関における課題と対応の方向性

（１）研究システムの改革

　　 　科学技術は、社会の持続的な発展の原動力であり、国の将来や産業のあり方を

規定する大きな要因であるとともに、人間を理解し、安全で快適な生活圏を建設

する基盤である。その一方で、現代社会の巨大化する情報量と複雑化するシステ

ムが科学技術の領域の細分化と学問体系の複雑化を招いている。そうした中で、

科学技術の進展と社会の急速な変化が、人間と社会に関わる様々な難問を地球規

模で新たに生じさせてきている。

　　 　このような科学技術を担うべき大学等の研究機関は、こうした現代社会の難問

に対して、その役割を果たすため、科学技術と人間、社会の関係を見直し、伝統

的な学問領域や既存組織の枠組みを越えた「学の融合」を実現する研究システ

ム、大学システムの実現に向けて果断な改革が求められる。

　　 　具体的には、学部自治、学科自治という言葉で表現されてきた大学運営、研

究・教育、教員人事における制度、意識、慣習の縦割り構造の一掃を改革の中心

に据えるべきである。互いに他から干渉を受けないことによって、学問の自由と

継承を守ろうとするこの縦割り構造は、国立大学が法人化され、学長の責任と裁

量で運営されることとなった現在でも依然として存在している。このことが学術

領域の細分化と固定化を招く一方、大学自身が科学技術の進歩と社会の変化に迅

速に対応できず、社会の直面する複雑な課題へダイナミックに挑戦することを妨

げる大きな要因になっている。世界的な大学間競争が起こる中で、競争的資金の

獲得だけを目的とした一時的な異分野融合プロジェクトに過度のエネルギーを費

やすことなく、社会の重要課題の解決に真摯に立ち向かう異分野間の活発な相互

作用によって「学の融合」の大きなうねりを作り出すことのできる腰の入ったシ

ステム改革や土壌作りが求められる。

（２）研究者のインセンティブ強化の仕組み

　　 　社会の重要課題を解決する新興・融合分野の研究を推進するためには、研究者

自身の強いインセンティブがなければならないが、研究者にとっての最大のイン

センティブは、その研究の理解者、評価者の存在である。特に、若手研究者に対

する評価・育成の仕組みとキャリアパスが明確に示されなければ、あえて確立さ

れた既成の学術領域から離れて、新興・融合分野に挑戦するようなインセンティ

ブはない。

　　 　具体的には、若手研究者の評価・育成の仕組みを制度面で担保する教員選考や

人事制度が必要である。例えば、社会的に重要な課題の解決のために数学と生物
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学の融合が必要な場合、現状の大学制度や慣習では、その分野で成果を挙げた研

究者が評価される基準も、場もないため、既成の数学科又は生物学科の教員に選

考されることは、想像し難い。新興・融合分野に優れた若手研究者を惹き付け、

優れた成果を産み出すためには、「学の融合」に柔軟に対応し得る新たな理念の

大学院専攻や研究組織を設置するなど、長期的な育成を担保する制度と意識改革

と覚悟が必要である。

（３）魅力的な研究課題の設定

　　 　研究環境や制度が準備されても、研究者自身が自発的に情熱を持って取り組め

る魅力的な課題がなければ、無意味である。社会のニーズやビジョンに合致し、

課題解決の意義と効果が明確であるとともに、研究者の挑戦意欲をかき立てる課

題の設定が必要である。そのためには、現代社会が直面する課題とその解決に必

要な新興・融合分野の具体例を提示することが重要であり、本報告書で提示した

幾つかの研究領域は、そのような作業の出発点になり得るだろう。

　　 　この場合、これまでの既成の学術分野における研究開発においては、研究者自

身が自らの興味に基づいて研究課題を決めてきたが、課題解決型の新興・融合分

野においては、研究のゴール設定を誰が行い、その評価を誰が行うのかを制度と

して整える必要がある。

　　 　また、創業世代にとっては、「新興・融合」分野であっても、２代目の研究者

にとってはそこがホームグラウンドである。後に続く研究者が確固とした居を構

え、帰属意識を育てられるように、固有の分野名を育てることが、長期的には重

要である。

（４）課題解決型研究のマネジメント

　　 　新興・融合分野の研究を推進するには、財政的な裏付けを持ったトップダウン

のマネジメントが必要である。制度上は、国立大学の法人化によって既にその基

礎は整えられているので、これは各大学の学長のリーダーシップ及びビジョンを

共有するスタッフの存在があれば可能なはずである。

　　 　具体的な研究の場としては、その課題の内容と研究環境に応じて、異分野研究

者が物理的に同居する融合研究組織と、各自が本籍地に在籍したまま共同研究プ

ロジェクトに参加するバーチャルな研究組織の両方の形態が必要である。

　　 　この二つの組織形態は、単に融合分野の研究を行うだけでなく、全ての活動が

ネットワークに依存する情報社会における将来の大学の一つの姿を示している。

既に授業を実施する物理的な場所を問わない電子講義、出席者の物理的な場所を

問わない電子会議、物理的な媒体のない電子議事録、学術論文の電子出版等の急

速な普及は、その兆しを示している。
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（５）大学・大学院教育に関する対応

　　 　次世代の課題解決型の新興・融合分野の研究者を育てるためには、大学院にお

いて一つの深く掘り下げた専門分野と浅く広い関連分野を修めるT字型教育、或

いは、二つの異なる専門分野を深く掘り下げて修めるπ字型教育が必要である。

この場合、T型、π型の何れにせよ、過去の例に学べば、関連する学問分野だけ

を広く浅く修めるのでは、不十分かつ不適切であり、仮に、これまでの学問分野

を組み替えるとしても、融合分野としての専門性は、高水準の質を持つものでな

くてはならない。また、コアカリキュラムとして、課題横断的な融合領域として

本報告書に例示した巨大データの取り扱い、人間の心理・行動の理解、進化・変

異への対応、システムの複雑性の克服、ユーザー視点のサービス、リスクガバナ

ンス等に関連する基礎科目を設計することも検討の対象となろう。

　　 　学部教育においては、所謂、文理融合型の教育を学部の早い段階から授けるカ

リキュラムが必要である。

②　学会における課題と対応の方向性

　現在の学会、或いは、学術団体は、既成の学術分野に対応しているので、課題解決

型の新興・融合分野の研究を発表する場も、評価する仕組みもない。また、異分野の

融合、統合が必要であると広く認識されているにも関わらず、現在の学会組織や国際

会議組織は、それとは逆に益々細分化される方向へ進んでいる。

　新興・融合分野の研究が、学会等の場で適切かつ正当な評価を受けられるようなシ

ステムを実現するためには、歴史と文化の異なる多種多様な学術団体を横断する普遍

的指導原理に基づいた新たなシステムが必要である。一例を挙げれば、学会運営、論

文発表、論文査読等の方法を見直し、課題解決型の新興・融合分野研究の振興、啓蒙

が十分機能するような制度とすべきである。
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③　社会との関わりにおいての課題と対応の方向性

（１）課題解決型の科学技術研究への評価

　　 　既成の学術分野は、その歴史的な誕生の経緯から、長らく研究者自身の興味と

自律的な探究心に委ねられてきた。これまでの文明の進歩の多くは、そのような

研究者の興味と自律的貢献によってもたらされてきたし、現在でも、例えば、情

報ネットワークの発達等は、そのような自律型研究の結果と見ることができる。

これに対して、既成の学術分野がカバーしてこなかった新興・融合分野の研究の

多くは現代社会が直面している特定の困難な課題を解決しようとする試みから生

まれていることを考えると、社会は従来の自律型研究とともに、課題解決型の研

究もそれ以上に必要としていることをより一層明確に認識し、意思表示する必要

がある。

　　 　新興・融合分野研究を推進するためには、課題解決型の科学技術研究に対して

社会からの正当な評価がなければならない。そのためには、産官学の研究機関、

更に、社会における学術的なインタラクションと人事の流動性を高める制度改革

や意識改革が重要である。

（２）科学技術研究と政策、産業との連携

　　 　社会の課題解決には、科学技術の研究成果だけではなく、法制度等の社会シス

テムのインプリメンテーションが必要になる。また、新興・融合分野の研究成果

を還元する一つの重要な形態は、産業創成や産業力強化であることを研究側、産

業側の双方が十分認識して投資を行う必要がある。更には、社会・環境の変化、

技術の進歩によって社会ビジョンやニーズも変化するので、どのようなプロセス

で合意形成を行うか、長期的視点に立った検討が必要である。

（３）研究機関の国際化

　　 　新興・融合分野に対する問題意識は、欧米諸国によっても共有されているもの

であり、国際的な研究者市場に参入するためにも、研究機関と研究者の国際化が

必須である。

　　 　また、融合分野を必要とするグローバルな課題は、一国だけでは解決できない

課題が多い。研究機関の国際化と整合するように、公的な研究助成も国際化し、

欧米のファンディングエージェンシーと連携する必要がある。新興・融合分野研

究では、多数の異分野研究者の総合力が求められるので、現在の我が国の大学制

度では、必要な研究者を十分に調達できないかもしれない。その場合には、優れ

た研究者を世界から惹きつける魅力ある研究環境と待遇が必要である。
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（４）初等中等教育、社会人教育

　　 　自然・社会・人間と科学技術の関わりを初等中等教育に取り入れることや、高

校や大学において理系・文系という区別をしない教育カリキュラムを作り、実践

すること等が必要である。また、科学技術の社会人教育は、新興・融合分野の研

究を評価する社会の土壌を作るために重要な課題である。

④　ファンディング機関における課題と対応の方向性

　研究者と政策担当者の間に位置するファンディング機関が新興・融合分野の推進に

果たすべき役割は大きい。

　第一に、その重要なミッションの一つである政策提言を通じて、科学技術に対する

今後のあるべきファンディングの方向は、社会の重要課題の解決へ向けた「学の融

合」であり、これは国際社会においても共通認識となりつつある、というメッセージ

を、研究者コミュニティと政策担当者の双方に発信し続けることである。

　第二に、その研究支援事業を通じて、具体的な新興・融合分野の開拓とその研究者

コミュニティの戦略的育成を図ることである。例えば、課題解決型で異分野融合を前

提とした、ある意味での「ハイリスク研究制度」を創設すること等が考えられる。そ

の際、研究者育成の観点からは、評価の仕組みにこれまでの伝統的分野の評価とは異

なる制度設計上の工夫が必要になる。

　具体的な融合分野を特定するにあたっては、幅広い範囲の有識者から意見を集める

ことは重要であるが、多くの場合、意見を聴取する有識者は、既成の確立された学術

分野を代表していて、必ずしも新興・融合分野への関心は高くないことに留意すべき

である。また、ファンディング機関自身も、既成分野の縦割り構造を反映した組織、

提言作成プロセスになっていないか不断の見直しを続けることが必要である。

　ファンディング機関は、社会ニーズを充足し社会ビジョンを実現するために、まだ

確立されていない新しい研究領域の開拓と研究者コミュニティの誘導・育成をその役

割とする側面があることを忘れるべきではない。これまでにない新しい領域の公募を

した場合の応募者数の減を気にすることなく、社会の重要課題を解決するために必要

な新興・融合分野を育成し、振興するために、果敢に研究支援の実施に取り組むべき

である。
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⑤　行政における課題と対応の方向性

　これまで、我が国の社会は、既成の確立した学術分野の集合体としての大学や学術

団体を当然のこととして受け入れてきた。大学自身も、「学部の自治」の伝統から、異

なる学部や研究科、異なる学術分野の間での学問的な相互作用が生まれる土壌が乏し

く、多くの異分野にまたがる現代社会の課題には、ほとんど対応してこなかった。そ

れに対する科学技術行政も、学術分野別の縦割り組織を当然のこととして受け入れて

きた。このため、第２期、第３期の科学技術基本計画においても、新興・融合分野の

重要性を指摘されながら、既成分野の研究者は勿論、政策担当者自身の関心も重点４

分野、或いは、（４＋４）分野に向きがちとなり、新興・融合分野の積極的な振興が

図られてこなかった側面があることは否定できない。

　新興・融合分野を進めるに当たっては、行政として予算的措置を含めた新たなス

キームの提示が必要であるが、それは、決してこれまでの（４＋４）分野に対して単

純に新たな１分野を追加しただけのものになってはならない。行政はこれまでの分野

別の自律型研究の考え方を整理し、課題解決型の新興・融合分野の研究と並行して推

進する体制へ科学技術行政を転換するべきである。

　このために必要な施策を例示すると、行政自身の組織改革、大学等の研究機関のシ

ステム改革への支援、社会ニーズ／社会ビジョンの合意形成プロセスの透明化、社会

的課題と研究ゴールの明示、課題解決型研究への支援、評価／育成システムの構築、

学会・ジャーナルの創設支援、課題解決型研究へ向けた産官学連携を実施していくこ

と等が挙げられる。

　行政としては、次期の第４期科学技術基本計画において、このような具体的な考え

方を示すなど、社会の課題の解決へ向けた「学の融合」の推進に積極的な施策を講じ

るべきである。
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５．おわりに

　新興・融合分野の研究を推進することの重要性は、各国の共通認識であるものの、

新分野の開拓や分野間の融合は、容易ではなく、各国ともに幾つかの施策を試み、模

索を続けている。我が国の第3期科学技術基本計画においても、新興・融合分野の推

進が盛り込まれているが、従来の分野の縦割り主義を脱することは、一朝一夕には困

難であり、全体の研究の方向性が固定化されがちで、本格的な新分野の開拓や分野間

の融合は、実現していない。

　そもそも学問や研究は、研究者自身による突き詰めた思考と、自分とは異なる分野

の研究者との深い議論が基礎となって進展する。また、自然現象や実社会の問題に

は、学問分野間の境界は存在せず、今後益々高度化・グローバル化する現代社会で

は、既存の学問分野に留まっていては、課題の解決は望めない。

　今回の検討においては、「10の難問」を設定し、その難問に如何に学問が対応して

いくかをゼロベースで考えるというアプローチにより、具体的な新興・融合分野を幾

つか抽出した。また、そのような分野の研究を推進するために解決すべき課題を挙

げ、対応の方向性を示した。

　しかしながら、新興・融合分野の研究を推進するためには本検討だけで必ずしも十

分というわけではなく、今後、より具体的にどのような施策を実施すべきかについて

検討を行う必要があり、引き続き、関係者と協力しつつ、更に検討を深め、戦略プロ

ポーザルの形で発信していきたい。
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６．付　録

Ⅰ．検討の経緯

Ⅱ．海外事例紹介

Ⅲ．新興・融合分野研究検討グループ委員名簿
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Ｉ．検討の経緯

　新興・融合分野の研究を推進する方策を網羅的かつ個別具体的に調査・検討するた

めに以下の試みを行った。

　　１．新興・融合分野フォーラム（2008年8月）

　　２．CRDSフェローによる新興・融合分野抽出（2008年11月）

　時系列としては上記の順であるが、理解を容易にするため以下では２の資料をまず

示し、ついで１の資料を示す。
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１－１　CRDSフェローによる新興・融合分野抽出

１－１－１　地球環境変動の予測、影響評価、予防戦略
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１－１－２　自然災害の予知、被害予測と対策、復旧戦略
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１－１－３　疫病の病原・伝染経路の解明、広域治療、復旧戦略
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１－１－４　生命現象の解明と重大疾患の予防・治療
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１－１－５　精神現象の解明と障害の予防・治療
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１－１－６　エネルギー・食糧・水のグローバル安全保障
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１－１－７　重要インフラの持続可能性とリスク管理
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１－１－８　経済の信用・危機管理と市場安定化戦略
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１－１－９　ネットワーク治安とサービス・情報の安全信頼保証
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１－１－１０　新機能材料の合成と健康・環境・情報への活用
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１－２　新興･融合分野フォーラム

「10の難問」に関係する各分野の専門家15名によるフォーラムを開催した。

（2008年8月4日　於：（独）科学技術振興機構研究開発戦略センター）

１－２－１　新興・融合分野フォーラム招聘参加者（順不同）

市川　伸一　　東京大学大学院教育学研究科 教授　

入來　篤史　　独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダー

岩野　和生　　日本IBM執行役員ソフトウェア開発研究所 所長

岡田　憲夫　　京都大学防災研究所 教授

儀我　美一　　東京大学数理科学研究科 教授

北川源四郎　　統計数理研究所 所長

栗原　和枝　　東北大学多元物質科学研究所 教授

纐纈　一起　　東京大学地震研究所 教授

住　　明正　　東京大学気候システム研究センター 教授

高安　秀樹　　株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー

田中　玲子　　理化学研究所バイオ・ミメティックコントロール研究センター 研究員

松本三和夫　　東京大学大学院人文社会系研究科 教授

三村　昌泰　　明治大学先端数理科学インスティテュート 所長

森　　郁恵　　名古屋大学大学院理学研究科 教授

柳川　範之　　東京大学大学院経済学研究科 准教授

その他、新興・融合分野検討委員会委員、JST関係者、文部科学省関係者
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１－２－２　フォーラム発表者プレゼンテーション資料

Ａ）なぜ難問か？ 何が必要か？ 専門分野の視点から

（１）岡田　憲夫　　京都大学防災研究所 教授
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（２）岩野　和生　　日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員

 ソフトウェア開発研究所所長Ó�ÙQ�R�� S�k(�F���YTØÊÉUmVW�ã*ClgkåæãäOOÖ�
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（３）高安　秀樹　　株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所

 シニアリサーチャーÓ�Ù($XY� TØÊÉãþ��)Z��ºE(�)2ãäO� Âþk1E�ÓÔ��
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（４）栗原　和枝　　東北大学多元物質科学研究所 教授Ó�Ù[�R\� ]^��Ø_Ç8È�ãäO�§P�
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（５）入來　篤史　　（独）理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーÓ�ÙG`ab� c�E5?�ãäO�È�~NãäÙ)º��Ó�Y1����
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（６）森　郁恵　　名古屋大学大学院理学研究科 教授Ó±Ùdef� � � ��g����h5�ãäÈ�§P�
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�
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（７）田中　玲子　　（独）理化学研究所

 バイオ・ミメティックコントロール研究センター 研究員ÓÆÙJBi�� Ó�Ù5?�ãäO#(î��UÃ�B3�)C"��ãäÙ)º�ãäW�
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（８）市川　伸一　　東京大学大学院教育学研究科 教授ÓþÙ<jkl� ]M����h§¨�ãäÈ�§P�
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（９）松本三和夫　　東京大学大学院人文社会系研究科 教授Ó,Ùm�nRL� ]M��ª�¦��h¾ªÉÊëãäÈ�§P�
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（10）柳川　範之　　東京大学大学院経済学研究科 准教授Ó°/Ùoj�p� ]M����h67�ãäÈ�q§P�
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（11）住　明正　　東京大学気候システム研究センター 教授Ó°°Ùr	s� � � �]M��bcÂ2ÃYãäÙ)º��§P�
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（12）纐纈　一起　　東京大学地震研究所 教授Ó°�Ùtult� � ]M��õvãäO�§P�
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Ｂ）数理科学の視点から

（１）儀我　美一　　東京大学数理科学研究科 教授
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（２）北川源四郎　　統計数理研究所 所長Ó�Ù^j´{|� }x}5ãäO� OÖ�
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（３）三村　昌泰　　明治大学先端数理科学インスティテュート 所長Ó�ÙnÀ~�� �	�����}5È�()2Ã�Ã��C�OÖ�
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Ⅱ．海外事例紹介

米国の取り組み事例

２－１　NSF*/NSB**－Transformative Research

（出展：CRDS　米国動向調査１ より抜粋　一部改）

（*NSF：国立科学財団, **NSB：National Science Board：科学審議会（NSFの審議会））

 “トランスフォーマティブ・リサーチ（Transformative Research）：変革をも

たらす研究” とは、新しい発見やイノベーションを誘発する可能性のあるハイリ

スクな研究を意味しており、NSBではこのトランスフォーマティブ・リサーチを

推進する方策について検討するため、タスクフォースを設立、2005年12月に発

行された。“National Science Board 2020 Vision for the National Science 

Foundation”では以下のように定義している。

　・既存の研究領域に変革をもたらす研究

　・新しい研究領域を創出する研究

　・パラダイムシフトを引き起こす研究

　・新たな発見を導く研究

　・斬新な新しい技術につながる研究

　また、2005年12月、NSBは近年の厳しい予算状況下においてNSFを効率的に機

能させるため、次世代先端研究領域を含む科学技術の将来ビジョンを明確化し、これ

らのビジョンの実現に向けて研究コミュニティーを導くためにNSFの2020年までの

長期展望が発表された。このビジョンを達成するための短期目標の一つとして、トラ

ンスフォーマティブ・リサーチへの助成を掲げられ、そこでは、“NSFは、イノベー

ティブかつトランスフォーマティブな潜在性を持った研究を支援しなければならな

い”とある。

　NSBの調査の結果、NSFのピアレビューシステムは保守的であり、ハイリスク・

ハイインパクトな提案を採用しない傾向があることが判明している。従って、現行の

提案・レビュー・採択プロセスを改善する必要がある”ともあり、ＮＳＢの提言はＮ

ＳＦの実行内容との相違を示している。

　上記鑑み、下記の2点が特筆される。
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① 2004年9月22日～23日に開催されたワークショップにおいて抽出された、トラン

スフォーマティブ・リサーチを実施するうえでのNSFの改善点。

　・“ハイリスク・リサーチ”または“トランスフォーマティブ・リサーチ”の一般定義

　・トランスフォーマティブな提案を識別するNSFの基準の作成

　・ 潜在的なトランスフォーマティブ・リサーチに対する適切な（普通より高い）許

容失敗率の設定、および研究期間（評価期間）の延長

　・ トランスフォーマティブな提案に対し（他の一般的な研究と比較して）高い助成

採択率の設定

　・ 潜在的なトランスフォーマティブ・リサーチの結果をNSFのシステムを通じて

フォローする方法、および成果を長期間にわたり評価する方法の開発

② 前述のワークショップにおいて抽出された、トランスフォーマティブ・リサーチの

ためのピアレビュー・助成プロセス。

　・研究プロジェクトより研究者の選択に重点を置くこと

　・ 潜在的なトランスフォーマティブ・リサーチおよび研究者の評価に関してパネル

に多角度の視点を持たせること、これには別のパネルによる評価なども含まれる。

　・ 審査プロセスにおいて、“書面形式”、“リアルタイムの電子形式”および“直接

口頭”で出願者が審査官の質問に答える仕組みを開発すること

　・ 研究分野に関係なくトランスフォーマティブ・リサーチを明確に支援する助成を

拡大し、新しいアイデアの流入を促進すること

　・ トランスフォーマティブな研究の識別能力および支援能力を引き上げるために、

プログラムオフィサーの研修・権限・報酬を拡充すること

　・ NSFがトランスフォーマティブなコンセプト・研究およびその研究者を歓迎し

ているとの認識を科学コミュニティーに広めること

　・ NSFに提案されたトランスフォーマティブな研究の成否、および助成による長

期的な社会への影響（アウトカム）を測定・追跡する方法を確立すること

　日本においても、“如何にイノベーションを誘発させるか”について様々な視点か

ら検討されているが、その中でも“社会に変革をもたらす研究”に効率的に助成を行

う仕組みを構築することは重要な課題であり、そのための研究は不可欠である。上記

のNSB・NSFによるトランスフォーマティブ・リサーチへの取り組みは、日本のイ

ノベーション政策において科学技術への助成のあり方を検討するうえで参考になると

考えられ、更なる研究が必要である。
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２－２　NSF- Converging Technology 

（出典：伊藤裕子著「イノベーションをもたらすと期待されるConverging Technologies

推進の政策動向」科学技術動向研究　2007年2月号より抜粋一部改)

　2002年の「Converging Technologies for Improving Human Performance

（人間の能力改善のためのConverging Technologies）」（NSFおよび米国商務省）が

発表された後、2003年から毎年開催された３回のConverging Technologies（以

下CTs）推進を検討した会議の内容を反映し、2005年に、「Managing Nano-Bio-

Info-Cogno Innovations：Converging Technology Society（ナノ、バイオ、情

報、認知のイノベーションのマネージング：コンバージング・テクノロジーによる社

会）」が発表された。

　上記、CTsとは「特定の目的を達成するために２つ以上の異種の科学や技術を収斂

（convergence）する技術」であり、かつ「他の技術に影響を与えてシステム全体を

劇的に変化させるという、“メタ技術”の一種である」と考えられる。

　CTsは、（１）革命的なツールや製品、（２）業務効率、加速学習（新しい知識を早

いスピードで学習すること）や集団のパフォーマンスの増大などの日常の人の活動、

（３）インフラストラクチャーを立て直すため、およびR&Dプランニングのための優

先付けを設定するためなどの組織やビジネスのモデルやポリシーの変更、（４）アイ

デア、モデル、文化に関する“世界的な情報交換”への動き、といった人間活動に影

響を与える重大な領域に関係し、今後10～20年間で人間の能力向上などに有益と考

えられる20のCTsの具体例（課題）が示されている。

　また現在、NSF、NASA（米国航空宇宙局）、EPA（環境保護庁）、DOD（国防

総省）、DOE（エネルギー省）は、複数のNBIC領域にまたがるような研究開発プロ

ジェクトをもっていることが明らかになっており、米国は既にCTsプロジェクトを国

家規模で実施している。
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２－３　NSF- Offi ce of Integrative Activities 

①（概　要）

・ NSF全体に関わる活動の管理部門が長官室傘下に集められており、Office of 

Integrative Activitiesもその一つである。

・ 1999年度に分野融合研究および主要研究機器整備の「支援」を目的として設立さ

れた。

・ 主要業務としては１）研究機器の共有化、２）優れた研究環境の創設（任意課題に

学際的に取り組むチームの設立）、３）ソフト面での研究基盤強化（知識交流）があ

る。その他にもNSFでの業務体験活動、新米研究者支援活動、夏期学生インター

ン活動、神経科学の他分野への応用活動、国家科学メダル活動なども行っている。

・ 主に分野融合に関係しているのは、上記の２）と３）である。

②（予算状況）

下記（付表１）に当該室の活動費を記す。

（付表１　NSF - Offi ce of Integrative Activities の予算推移）（億ドル）

・ 統合活動室には直接に予算が配分されているが、統合活動室が実施している事業に

はNSF内他局（注）からも予算が拠出されている。

 （注）特定の科学技術分野を担当している部署が「局（Directorate）」である。

年　度 2007 2008 2009

統合活動室 2.19 2.32 2.76
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③主要な分野融合プログラム

主な融合分野領域を下記に付す（付表２）

（付表２）主な融合分野領域

年 科学技術センター名 活　　動

2000

Center for Adaptive Optics 光学の天文学での活用

Center for Behavioral Neuroscience 動物の行動の神経科学的解明

Center for Environmentally Responsible 
Solvents and Processes

溶媒無使用の化学合成

Nanobiotechnology Center
単一細胞と生体内分子の相

互作用

Center for Sustainability of Semi-Arid 
Hydrology and Riparian Areas

半乾燥地の水文学

2002

Center for Biophotonics 生体の電子顕微鏡での計測

Center for Embedded Networked Sensing 環境計測技術の統合化

Center for Integrated Space Weather 
Modeling

宇宙気象（黒点活動等）のモ

デル化

Center on Materials and Devices for 
Information Technology Research

有機系電子機器の開発

National Center for Earth-Surface 
Dynamics

地表の諸要素（水や土等）の

動態解明

Center of Advanced Materials for the 
Purifi cation of Water

水質浄化素材の開発

2005

Center for Remote Sensing of Ice 
Sheets

氷床のリモセン（氷床厚の

観測）

Team for Research in Ubiquitous Secure 
Technology

サイバーセキュリティーの

向上

2006

Center for Multi-Scale Modeling of 
Atmospheric Processes

気象モデルと水循環モデル

の統合

Center for Layered Polymeric System 多層構造の新素材の開発

Center for Coastal Margin Observation 
and Prediction

沿岸生態系の観測

Center for Microbial Oceanography
海洋微生物全般（活動～遺

伝子）の研究
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２－４　N IH（国立衛生研究所）－ロードマップ構想  

　2003年エリアス・ザフーニ所長（2002－2008）によりNIH傘下の27研究所が

個々の努力では解決できない課題に協力して取組む枠組みを設定、｢医療研究のため

のロードマップ（Roadmap for Medical Research）」として分野にとらわれない

課題対応型の仕組みを構築している。

　2008年、新規に研究者個人の資質や可能性を見込んだ「ハイ・リスク型（High 

risk-high reward）」研究助成などをロードマップ1.5（NIH Roadmap1.5）として

策定、設置した。従来の学問分野にとらわれない、新たな切り口でのテーマ設定で

あり、結果的に新興・融合分野が生み出されることが期待できる。NIH研究開発全体

の予算が横ばいの中、予算が増加している。（AAAS報告書より抜粋）下記に具体的

テーマ記す。

（http://offi ceofbudget.od.nih.gov/ui/2008/Final%20Roadmap.pdfより抜粋）

テーマ１　新発見を生み出す戦略

①  特定領域、経路、ネットワークの構築……生体内ネットワーク研究、メタボロミ

クステクノロジー戦略、プロテオミクス・メタボロニクスにおける標準化等　

②  分子ライブラリー・イメージング……生理活性物質を持つ低分子ライブラリー及

びスクリーニングセンターの創設、ケミインフォマティクス、技術開発（高感度

プローブ開発、総合的な画像化プローブデータベース

③ 構造生物学……タンパク質提供施設　

④ バイオインフォマティクス、コンピューター生物学

⑤ ナノ医薬品

⑥ ヒト常在菌叢のメタゲノム解析

⑦ エピジェノミクス……後天的なゲノム変化の研究

⑧ 組織における遺伝子発現型解析

テーマ２　将来課題・学際／融合課題・産学連携

① ハイリスク研究の促進

②  融合分野研究の推進……融合分野研究センター、研修の実施、融合分野技術開

発、生物科学及び物理学分野の合同会議

③ 産学連携の強化

テーマ３　臨床研究体制の構築

① 臨床研究ネットワークと電子的臨床ネットワークの構築

② 臨床成果の評価
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③ 臨床研究者研修の向上

④ 臨床研究政策の解析と調整

⑤ トランスレーショナル・リサーチの促進

２－５　米国の大学における融合研究および機関の事例

１．ハーバード大学

システム生物学センター（FAS Center for Systems Biology）

●  システム生物学センターは、バウアーゲノミクス研究センター（Bauer Center 

for Genomics Research）の後継研究機関として設立された研究センター。

●  前身のバウアーゲノミクス研究センターは、細胞と有機体の行動進化学の一般的原

理を特定することを目標として1999年に設置された分野融合型イニシアティブで

あり、ハーバード大学卒業生からの寄付金2,500万ドルを当初出資金として、学際

的なゲノミクス研究の促進を行っていた。

●  同研究センターが扱う研究対象は特にゲノミクスレベルが中心であり、システムバ

イオロジーと類似の実験、学説、計算の相互作用を用いた生物学、物理学、数学、

コンピュータ科学などの分野を融合する研究が行われていた。

●  同研究所の特徴としては、若手科学者が中心となった共同研究グループにより、実

験結果と理論を融合した研究が行われていたことが挙げられる。

２．マサチューセッツ工科大学

１）メディアラボ

●  MIT、ニコラス・ネグロポンテ教授（Nicholas Negroponte）が、技術発展と共

にコンピュータ産業、放送・映画産業、印刷・出版産業をまたがる分野融合研究の

必要性が2000年までに高まると考え、既存の学問枠組に捉われない分野融合的な

新しい学問を創設することを目的として、1985年にメディアラボを設立した。
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●  メディアラボはMIT建築・都市計画学部（School of Architecture and 

Planning）内に設置された、人間とデジタル技術による表現とコミュニケーショ

ンの研究を行う研究所であり、メディア芸術科学部（Media Arts and Science：

MAS）における教育活動と、革新的デジタル技術の研究開発活動の2つを柱に構

成されている。

●  メディアラボは40名以上におよぶ教授、主任研究員、客員研究員のほか、研究施

設運営スタッフ70数名を抱え、在籍大学院生数は修士課程が57名、博士課程が

59名に及ぶ。また、他学部からの大学院生15名もメディアラボにおける研究活

動に参加しており、これらメンバーが構成する30近い研究グループが活動を行っ

ている。学部生はプロジェクト志向型である新入生プログラム（Freshman Year 

Program）や、150名以上の学部生がラボ研究者から直接実践的内容を学ぶこと

ができる「学部研究機会プログラム（Undergraduate Research Opportunities 

Program： UROP）」を通してラボの最先端の研究に関わることが出来る。

●  メディアラボは民間企業スポンサーからの資金提供のもと、複数の学際的研究コン

ソーシアムを運営しており、現在活動しているコンソーシアムは以下の通りである。

　　①  情報処理（Information Organized）：情報のビジュアル化、データベースの

効率化

　　②  生活のIT化（Things That Think）：身の回りにあるモノのコンピュータ化、

ネットワーク化

　　③ デジタル生活（Digital Life）：デジタル技術による新生活様式の提案

　　④  デジタル製品の国家的共通規格化（Digital Nations）：デジタル製品の規格

の共通化を目的とした技術の開発・利用

　　⑤  建築でのデジタル技術利用（Changing Places）：建築におけるデジタル技術

利用の可能性の提案

　メディアラボは先見的かつ創造性に富んだ分野融合研究を行っているが、この先見

性を原因とした欠陥も数点指摘されている。このような問題点として、i．メディア

ラボにおける研究は従来の研究が踏まえてきた歴史的・哲学的背景を軽視する傾向に

あること、ii．研究内容が非常に学際的であるため、実証の成功度測定に用いる厳格

な基準が設定されていないことなどが挙げられている。このため、メディアラボの質

的改善をするにあたり、今一度研究所内での意見をまとめる必要があるとも指摘され

ている。
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２）統合光学システムセンター

　 （Center for Integrated Photonic Systems：CIPS）

●  統合光学システムセンター（Center for Integrated Photonic Systems：CIPS）

は、5つのMIT研究機関が共同運営する機関として2004年に立ち上げられた研究

センターであり、光学装置のコミュニケーション技術やセンサー技術などへの応用

を目指した研究を行っている。CIPSはMITにおける光学研究成果の実用化を目指

し、MITの学部間の壁を越えて分野融合研究を促進させる役目を果たしている。

３）ホワイトヘッドバイオメディカル研究所

　 （Whitehead Institute for Biomedical Research）

●  MITホワイトヘッドバイオメディカル研究所は1984年に設立され、設立以来24年

間にわたりバイオメディカル分野で世界をリードし、自由な研究環境を提供するこ

とで、卓越した若手研究者による共同研究を促進してきた。21名のPI（15名の教

授陣と6名のフェロー）、世界各国からの300名以上におよぶポスドク研究員、大

学院生、学部生、研究スタッフを抱え、研究所の規模こそ小さいものの、幹細胞研

究、癌研究、免疫学研究、神経疾患研究、発生生物学研究、新生生物学研究、遺伝

子研究、ゲノム研究など、幅広い分野での最先端の研究を行っている。こうした研

究は高く評価され、2008年3月にはサイエンス誌による全米ポスドク研究所ラン

キングで14位にランクインしている。

●  ホワイトヘッドバイオメディカル研究所は、1990年代から2000年代にかけて

行われたヒトゲノムプロジェクト（Human Genome Project：HGP）の主要研

究所としても有名である。特に、同研究所のゲノム研究の権威であるエリック・

ランダー博士（Eric Lander）が、1990年にホワイトヘッドバイオメディカル

研究所の下部機関として設置したゲノム研究センター（Center for Genomics 

Research：CGR）において遺伝子配列研究が進められ、国際的な遺伝子解析事業

に大きく貢献した。CGRは合計約70名の教授陣とスタッフを抱え、MITから年間

運営費として600万ドルの提供を受けて研究活動を行っていたが、2003年11月

に、MITとハーバード大学の共同ゲノム研究イニシアティブであるブロード研究所

（Broad Institute）のコア施設として統合されている。

●  また近年、社会的に著しい貢献を行っている研究プロジェクトとしては、最先端技

術を用いた幹細胞研究が挙げられる。さらに近年、幹細胞・再生生物学研究イニシ

アティブを立ち上げ、胚細胞と成人幹細胞に関する研究調査も行っている。連邦政

府による研究資金を受けることができない研究分野については、近年増加傾向を見

せている財団法人、企業、個人からの寄付金により、研究費がまかなわれている。
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３．スタンフォード大学

１）Ｂｉｏ-Ｘ

●  スタンフォード大学のBio-X（バイオ・エックス）は、生物学と医学に跨る分野融

合研究を支援するため、1999年より開始されたイニシアティブである。学内の生

物学、化学、物理学、心理学、ゲノム学、コンピュータ科学、医学、工学などの複

数の分野を融合させることで、生物学における重要な課題に学際的に取り組む体制

を構築し、イノベーションが起こりやすく、分野融合研究が進めやすいようなオー

プンな研究環境と教育プログラムを提供し、23に上る学部・学科から学生と教員

総勢700名以上が研究に携わっている。

　Bio-Xにおける主な研究テーマは以下の8つである。

　　　・バイオコンピューテーション　　・化学生物学

　　　・脳行動学　　　　　　　　　　　・バイオデザイン

　　　・バイオ物理学　　　　　　　　　・ゲノム／プロテオミクス

　　　・イメージング　　　　　　　　　・再生医学

　Bio-Xでは時間と共にプログラム内テーマが増え、進化してゆくことが期待されて

いるため、この8つのテーマを超えた研究も行われるようになると考えられる。

２） 人間科学技術先端研究所

　　 （The Human-Sciences and Technologies Advanced Research 

Institute：H-STAR）

●  人間科学技術先端研究所（The Human-Sciences and Technologies Advanced 

Research Institute：H-STAR）は、人間と技術の関係に関する既存の研究所

である「言語・情報研究センター（Center for the Study of Language and 

Information：CSLI）」と、「学習イノベーション・スタンフォードセンター

（Stanford Center for Innovation in Learning：SCIL）」の2つの研究所が合併

し、2006年に完成した分野融合研究施設である。H-STARは、1）人間による技

術の利用法、２）技術の生活への影響、３）研究、教育、芸術、ビジネス、商業、

エンターテイメント、コミュニケーション、国土安全保障などの面における技術の

革新的利用法の3点を中心とした分野融合研究を行う施設となっており、H-STAR

が掲げる目標は以下のとおりである。



62 | 新興・融合分野研究検討報告書

独立行政法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター CRDS-FY2008-XR-01

　● 技術の複雑さの軽減（Reducing complexity of technology）

　● 情報格差の解消（Closing digital divide）

　● イノベーションの加速（Accelerating innovation）

　● セキュリティーと信頼性の向上（Solving security and trust problems）

　● 安全と健康の確保（Ensuring pervasive safety and health）

３）スタンフォード神経科研究所

　 （Neuroscience Institute at Stanford：NIS）

●  スタンフォード神経科学研究所（Neuroscience Institute at Stanford：NIS）

は、人間の潜在的意識と認知を、基礎研究及び臨床研究の場で解明することで、神

経系機能障害と神経疾患の治療法及び予防法の開発を促進することを目標としてい

る。工学、医学、法学、ビジネスなどの多様な学部から150名を超える研究者が共

に知識を高め合いながら、発達障害、負傷、老化がどのように神経機能に影響を与

えるかなどを共同研究するとともに、アルツハイマー病、パーキンソン病、自閉症

などの神経障害の予防法と治療法の発見にも取り組んでいる。NISは、神経科学界

に新しい研究文化をもたらすことを目指し、以下のビジョンを持って研究活動に取

り組んでいる。

４）ゲバル先端材料研究所

　 （Geballe Laboratory for Advanced Materials：G-LAM）

●  ゲバル先端材料研究所（G-LAM）は1999年9月にスタンフォード大学に設立され

た研究機関で、先端材料分野の研究と、学部生、大学院生、ポスドクに対する分野

融合型教育を行っている。しかし、正式な学科ではないため、G-LAMからの学位

の授与は行われておらず、G-LAMでの研究に参加を希望する学生は各々の所属す

る学部へ許可を求めなければならない。

●  G-LAMは応用物理、化学工学、化学、電子工学、物理、材料科学工学、機械工学

の7学部から集まった約30名の研究者を中心に運営されており、これら研究者が

単独または共同で研究を実施している。G-LAMの下部組織として、材料研究セン

ター（Center for Materials Research：CMR）と情報ストレージ材料研究セン

ター（Center for Research on Information Storage Materials：CRISM）が

あり、これらセンターの枠組みを通じて共同研究が行われることが多い。このう

ち、約40年間に渡る歴史を持つCMRはNSFから受給してきたグラントが更新され

なかったため、2000年度以降、段階的に規模が縮小され、廃止されることが決定

されている。

●  G-LAMにおける研究活動テーマは、一般的に以下の分野に分類されることができる。
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　● 計算機利用による材料研究（Computational Materials Research）

　● 電子材料（Electronic Materials）

　● 磁性物質（Magnetic Materials）

　● 材料物理学（Materials Physics）

　● 物質合成（Materials Synthesis）

　●  ナノファブリケーションとナノテクノロジー

   （Nanofabrication and Nanotechnology）

　● 理論的材料物理学（Theoretical Materials Physics）

　● 光学材料（Optical Materials）

　● ポリマー材料（Polymeric Materials）

　G-LAM専用の施設は存在せず、スタンフォード大学内に設置されている各種施

設・センター・機器を必要に応じて利用するという形を取る。中心的に利用されて

いる施設は、スタンフォードナノ特性研究所（Stanford Nanocharacterization 

Laboratory）とスタンフォードナノ製造研究所（Stanford Nanofabrication 

Facility）の2ヶ所となっており、その他、X線やエレクトロン等を扱う特殊施設な

どがG-LAM研究者によって利用されている。

４．カリフォルニア大学

１）カリフォルニア・ナノシステムズ研究所

　 （California NanoSystems Institute：CNSI）

●  カリフォルニア・ナノシステムズ研究所（CNSI）は、カリフォルニア大学サンタ

バーバラ校（University of California at Santa Barbara：UCSB）とロサンゼ

ルス校（University of California at Los Angels：UCLA）による共同研究セ

ンターで、カリフォルニア州の産学官連携イニシアティブとして2000年12月に設

立された。材料、次世代情報通信、バイオ・医療、加工・計測等の幅広い産業分野

に革新的技術をもたらすものとして期待されているナノテクにおいて、カリフォル

ニア州が先導的役割を握るため、CNSIは分野融合研究と産学連携を通じて、ナノ

テクにおける発見の素早い実用化を目指すことを使命としている。

●  同研究所内には、電子像センター（Electron Imaging Center of Nanomachine）

や新型顕微鏡・分光鏡（Advanced Light Microscopy / Spectroscopy）、10億

分の1（ナノ）、また、1兆分の1（ピコ）レベルでの特性解析機（Nano and Pico 

Characterization）など、最新型の設備が整えられた研究室と、クラス100やク

ラス1,000の無菌室に加え、シアター、会議室、休憩室、談話室なども完備してお

り、研究者がよりよい環境において研究活動に取り組むことができるようになって
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いる。CNSIは2007年までに連邦政府と企業による約3億ドルの研究グラントを含

む、およそ5億ドルの研究資金を授与している。

　UCLAとUCSBに所属する11分野から集まった研究者、学生、ポスドク約80名か

ら成るCNSIのメンバーは、生命科学、物理科学、工学、医学など様々な学問にまた

がる分野融合チームとなっており、以下に挙げた3つのグループに分かれて研究活動

を行っている。

　● ナノバイオ技術・バイオマテリアル（Nanobiotechnology & Biomaterials）

　●  ナノエレクトロニクス・フォトニクス・設計

   （NanoElectronics, Photonics, Architectonics）

　● ナノ機械・ナノ流体システム（Nanomechanical & Nanofl uidic Systems）

●  また、CNSIはナノシステムイノベーションの実用化を推進し、教育と研究を関連

付けることによって、ナノシステムにおけるカリフォルニア州の持続的リーダー

シップの確立に貢献できるよう、科学者や技術者の育成も活動目的としている。こ

のため、学部・大学院生とCNSIの研究員との交流を活発化し、実用的経験を積ん

だ将来のリーダーの育成のため、様々な専門分野ごとに教育・トレーニングプログ

ラムが準備されている。

●  他大学との共同研究にも積極的に関っており、ミシガン大学（University of 

Michigan）とはナノテクノロジーを用いた水素自動車、コンピュータ、携帯電話

などの開発研究を行っている他、2007年10月には東京大学のナノバイオ統合研究

センター（Center for NanoBio Integration：CNBI）と共同で、ナノバイオロ

ジーに関する国際シンポジウムを開催している。なお、同シンポジウムにおいて、

UCLAと東京大学のナノ分野における交換留学制度が締結された。

２）QB3（California Institute for Quantitative Biosciences）

●  カリフォルニア数量バイオサイエンス研究所（QB3）は、2000年にカリフォルニ

ア大学バークレー校（University of California at Berkeley：UCB）の工学と物

理科学部、サンフランシスコ校（University of California at San Francisco：

UCSF）の医学部、サンタクルス校（University of California at Santa Cruz：

UCSC）の数理学部、そして3校の生物学部によって設立された分野融合研究施

設である。これまでのバイオテクノロジー業界は、分子遺伝子学（molecular 

genetics）と生物医学研究（biomedical research）がその基礎研究分野となっ

ていたが、今後は、数学、物理、化学、工学などの定量的な考えをベースにする学

問を応用することで、ヒトの健康の改善とダイナミックな新技術の開発を実現する



新興・融合分野研究検討報告書 | 65

CRDS-FY2008-XR-01 独立行政法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター

ことができるのではという考えを元にQB3は設置されており、カリフォルニア州

内の大学がそれぞれの強みを活かす形で分野融合的に研究を実施することで、バイ

オサイエンス分野の強化を図ることを目的としている。

●  QB3に属する研究者や関係者はおよそ180名で、うちアメリカ自然科学人文科学

アカデミー（American Academy of Arts and Sciences）フェロー20名、米

国科学振興協会（American Association for the Advancement of Science：

AAAS）フェロー16名、ノーベル賞受賞者1名、科学栄誉賞（National Medal 

of Science）受賞者1名を含むなど、既にその研究功績が幅広く認められている研

究者が多くなっている。

●  QB3では、先端イメージング、モデリング、計算ツールを用い、生物系と絡んだ複

雑なシステムの解読、そして基礎知識の新しい応用法の発見を目指した研究が行わ

れている。研究対象となっているのは、①構造決定（Structure Determination）、

②ハイスループットスクリーニング（High-Throughput Screening）、③ゲノミク

スとプロテオミクス（Genomics and Proteomics）、④情報科学（Informatics）、

⑤イメージング（Imaging）、⑥生物工学（Bioengineering）の6分野で研究が実施

されている。

●  QB3では民間企業や地元ベンチャーキャピタルとの連携も推進しており、民間企

業との共同研究や、民間からの資金提供を受けるだけでなく、民間の声をQB3

運営に活用する努力も行われている。QB3の諮問委員会として、民間顧問委員会

（Industrial Advisory Board）が設置されており、民間企業の視点でQB3がどの

ようにカリフォルニア州の経済において貢献できるか、また、QB3と民間企業間

の共同研究やQB3に対する民間支援の可能性があるかどうか、さらにQB3が追求

すべき研究テーマは何かの審議・分析が行われており、QB3の研究方向性決定に

大きく影響している。

欧州（EU）における取組み事例

２－６　ＮＥＳＴプログラム

　NEST（New and Emerging Science and Technology）は、EUにおける第6

次研究開発フレームワーク計画（2002～2006年）の下で実施された。本フレーム

ワークにおいては科学分野における新たな展望と新たな挑戦を行う、あるいはリス

クの高い学際的な研究を促進するためのプログラムが採択されFP6の期間中に、2億

1,500万ユーロが拠出されている。主なプロジェクトとしては、

　①  ADVENTURE プロジェクト：新たな科学的、技術的な展望を探る“先見的”な

研究プロジェクト
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　②  INSIGHT プロジェクト：社会へのリスクや問題を引き起こす可能性のある新

たな発見や新たに観察された現象の評価を行うプロジェクト

　③  PATHFINDER イニシアティブ：新興の科学技術分野における相互補完的な複

数のプロジェクトを含んだ規模の大きな戦略的イニシアティブ

等が挙げられる。

　原則として、マッチング・ファンド方式で実施され複数の国にまたがって実施する

プロジェクトを支援している。

　また、FP7ではERC（欧州研究会議）を設立し、ハイリスクな先見的な研究に重点

を置いた助成を実施している。またFP7のCooperation Programは、3カ国以上か

らの機関の参加を必要としているため、横断的な研究も必然と含まれる傾向にある。

２－７　ドイツの事例

　　　 （Frankfurt Institute for Advanced Studies）

　学際的且つ複数の学問分野にまたがる（interdisciplinary）科学及び科学者育成

をミッションとし、JWゲーテ大学の構想により2004年に設立された。現在、JW

ゲーテ大学、重イオン科学研究所（GSI）、MPI（マックスプランク研究所）脳科

学・生物物理学ほかがFIAS協力体制ネットワークとして、協力体制を敷いている。

研究対象には複合系における構造構成と自己組織、理論生物学、理論化学、コン

ピュータ神経科学、理論物理等が挙げられる。現在、研究者はシニアフェロー（5

名）、フェロー（6名）、adjunctフェロー（7名）、ジュニアフェロー（15名）、ポス

ドク、大学院生（30名）、客員研究者（年間約40名）の規模である。

２－８　英国の事例

　　　 （Science & Innovation Investment Framework：）

　Science & Innovation Investment Framework：2004－2014（科学・イノ

ベーション投資10ヵ年計画）の中に分野融合の例が紹介されている。

　科学・イノベーション投資10ヵ年計画とは、英国政府が産学官連携により以下を

中心にまとめたもの。

　１）世界水準の研究、

　２）大学・公的機関研究の基盤確立、

　３）産業界からの研究開発投資の促進、
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４）理工系教育の強化、

５）科学研究に対する信頼性向上等を目指した長期計画。

　2014年までに研究開発費のGDP比率を2.5％に引き上げる等、具体的目標が盛り込

まれ、科学技術分野からの知識移転の促進、市場主導型の研究奨励を目標としている。

　EPSRC（工学・自然科学研究会議）では主に研究者の提案による研究に助成して

いるが、学際的な領域の研究提案の審査を行うための部門を別途設けている。また学

際的な研究者の育成を図るため、研究会議が博士号取得者の専門分野以外の教育プ

ログラムへ助成や、企業のニーズに応じた教育プログラムへの助成、そして分野融

合的な研究者への奨学金の優先配布なども実施している。これらは、分野融合研究を

行うことのできる人材の育成をまず行い研究者のマスを広げること、またレスポンシ

ブモード（科研費に相当）に提出された分野融合研究の提案を、分野融合専門のピア

レビューパネルで審査することにより、多角的な視点で評価し正当な採択をすること

を目的としている。分野融合研究の研究者の質が低い時点で重点プログラムに設定し

た場合、質の低い提案ばかりを採択する結果となる可能性もあり、効率が悪いことか

ら、適切に審査できる仕組みを設けることがまず重要であると考える。また当該分野

の研究者のマスおよび提案の質が一定程度を越えたところで、重点分野プログラムな

どに設定し、更なる強化を行うこともスキームとしてある。このように長期的なスパ

ンで分野融合研究を推進している。

　なお最近は、経済的価値に研究会議の成果をどのようにつなげるかに重点を絞って

おり、そのための産業のニーズに基づいて必要な分野融合研究を実施するといった方

向性を重視している傾向がある。

２－９　フィンランドの事例

　　　 （Crosscutting Competences and Technologies）

　フィンランドでは経済のニーズに合わせたイノベーションシステムの運用を目指

し、融合分野の学際的研究を重視している。現在、フィンランド技術庁（TEKES）

よりポリシーとして明示（2008年3月）。

　これは先にフィンランドアカデミーとTekesが2007年に出したFinnSight2015の

内容を受けたものになっている。

　具体的には情報通信、材料、バイオテクノロジー、それに加えて「service  

competence」と「societal competence」以上３技術＋２competenceを組み合わ

せることにより、business competenceが創出され、クリーンエネルギー、ヘルス

問題、資源問題、環境問題などを解決していくというアプローチを提唱している。
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国際的取組み事例

２－１０　ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム

　　　　（ＨＦＳＰ）

（出典：http://jhfsp.jsf.or.jp/ より抜粋一部改）

　

　1987年のヴェネチア・サミットにおいて、中曽根首相（当時）より提唱された国

際プロジェクトであり、生体が持つ複雑なメカニズムの解明を中心とする基礎研究を

国際的に共同して推進し、その成果を広く人類全体の利益に供することを目的として

発足した。

　現在、「生体の持つ複雑なメカニズムの解明のための基礎研究分野」をテーマに課

題募集が行われ、複数の学問分野（化学、物理学、コンピュータサイエンス、工学

等）をこれまでにない形で組み合わせる等により、基礎生物学の新しい問題を提起

し、その解明に取り組む研究、すなわち学際的な共同研究であることを必須とした

テーマが推進されている。（下記参考一覧参照）

　推進の母体として、1989年にフランス・ストラスブールに国際ヒューマン・フロ

ンティア・サイエンス・プログラム推進機構（HFSPO）が設置され、1990年度以

降、主として国際共同研究に対する研究グラント事業及びフェローシップ事業､受賞

者会合開催等の事業を通じて、世界の科学者の国境を越えた研究活動の支援を行って

おり、

　１．世界の科学者の国境を越えた研究活動への特色のある支援（助成）。

　２．研究者の「国際協力」の促進、研究者の「独創性」・「革新性」等の最大限の発揮。

　３．「若手研究者」の育成・活用、「学際性」の重視，柔軟な事業の運用。 

をアウトカムとして掲げている。
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（参考）2007年度に採択された主な日本人研究者（敬称略、役職は当時のもの）

プログラムグラント

① 岡村　康司（研究代表者）

　  （自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエンスセンター及び生理学研究所 教授、

総合研究大学院大学生命科学研究科生理科学専攻 教授）

　 “Biodiversity and principle of the voltage sensor domain”

　 （電位センサードメインの多様性とメカニズム）

② 中垣　俊之

　 （北海道大学 創成科学共同研究機構 電子科学研究所 准教授）

　 “Optimization in natural systems: ants, bees and slime moulds”

　 （自然システムにおける最適化：蟻、蜜蜂、粘菌）

③ 上田　卓也

　 （東京大学 大学院新領域創成科学研究科 メディカルゲノム専攻 教授）

　 “Approach to the construction of minimal living cells”

　 （原始細胞の試験管内構築の試み）

④ 山下　一郎

　 （奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授）

　  “Biomineralization and biomimetic mineralization using the Dps family 

of protein cage architectures”

　  （球殻状タンパク質Dpsの天然および人工環境下でのバイオミネラリゼーションの

研究）
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若手研究グラント

① 澤本　和延 （研究代表者）

　 （慶應義塾大学医学部 准教授（５月１日より名古屋市立大学大学院医学研究科 教授））

　 “Fluid fl ow in developmental biology”

　 （発生生物学と液流）

② 野中　茂紀

　 （自然科学研究機構 基礎生物学研究所 助教授）

　 “Fluid fl ow in developmental biology”（発生生物学と液流）

　 ※①と同一チーム

③ 萩原　正規

　 （大阪大学産業科学研究所 機能分子科学研究部門 精密制御化学研究分野 助教授）

　 “The biological role of tandem repeats in genomes”

　 （ゲノム配列中に存在する繰り返し配列の生物学的役割）

④ 河崎　洋志

　 （東京大学大学院医学系研究科 21世紀COE「脳神経医学の融合的研究拠点」

　 特任准教授）

　  “Redesigning the architecture of visual cortex: horizontal connections 

and cortical column layout”

　 （大脳視覚皮質の再構成：水平結合と皮質円柱レイアウト）

⑤ 竹本　千重

　  （理研横浜研究所 ゲノム科学総合研究センター タンパク質基盤研究グループ

　 上級研究員）

　  “Structural study on protein synthesis. Ribosome nascent chain cross 

talks and cotranslational folding”

　  （タンパク質合成系への構造生物学的アプローチ：リボソーム-新生ペプチド間の

クロストークと翻訳協働的な高次構造形成）
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２－１１ ＯＥＣＤにおける取組

近年の活動として下記が挙げられる。

１）〈OECD／CSTP／GSF「産業における数学WS」〉

　　１．日　時／2007年３月22日～24日

　　２．場　所／ドイツ・ハイデルベルグで開催

　　３．出席者／議長： Prof. Willi Jager　日本からも文科省が参加

　　４．産業における数学報告書の取りまとめ

産業イノベーションにおける数学の重要性を指摘するとともに、産業界と数学研究者

の関連を深めるため、カリキュラムの見直し、交流の場の形成などを提言した報告書。

 

２）OECD／CSTP／GSF 「複雑系ＷＳ」
　　１．日　時／2008年10月５日～７日

　　２．場　所／イタリア・シチリア島トラーバニ県エリチェ

　　３．出席者／各国政策担当者、関連学者

　　４．議　題／「複雑系と不測結果・未実現機会の科学」 

以下4つのサブグループから構成

　　①（伝染病等の）流行・伝搬

　　②新技術の環境への影響

　　③極端なイベントに対する回復力と脆弱性

　　④気候変動：予測、結果と対策

　日本よりは、京都大学岡田憲夫教授より、自然災害から都市インフラを守るための

PDCA（Plan, Do, Check, Action）サイクルに基づいた21世紀型のリスク管理と

防災計画のあり方に関する提案が行われ、近いと予想されている東海／東南海地震に

備えた適応的リスク管理モデルの事例研究、及び新潟地震の場合を例とする防災計画

モデルの検証に関する事例研究の結果報告を行った。

　また、東京大学南谷崇教授（（独）科学技術振興機構研究開発戦略センターフェ

ロー）より、

　１)  2007年12月に発行した戦略イニシアティブ「情報社会のディペンダビリ

ティ」における情報社会の4階層とディペンダビリティ実現への3つの重要課

題を発表した。

　２)  2008年8月4日に開催し、現在もCRDS／文科省で検討継続中の「新興・融合

分野フォーラム」の狙い、多様な分野からの研究者へ提示した10の難問、議

論の過程で浮かび上がった5つの融合分野、“Resilience and Vulnerability 

to　Extreme Events”に関する国際協力へ向けた4つの提言を発表した。
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