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1. はじめに 

1．1 委員会の趣旨 

独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター(CRDS)は、我が国において今

後研究開発投資を行うべき研究領域、研究課題、及びその推進方策について提言することを目

的に活動している。 

 

現在の日本が抱える様々な問題を解決するには、細分化された科学分野の中で研究領域・課

題を見出していくだけでは不十分であり、科学分野全体を俯瞰した上で、異なる分野を統合し

て問題解決に適用していくことが求められている。そのためには、人間・社会・人工物をシス

テムの視点から探求し、俯瞰的統合的な手法で課題を解決するための科学―システム科学が不

可欠である。 

システム科学ユニットは、このような問題意識の下に、システム科学の推進とシステム科学

による効果的な分野の統合化をはかっていくこと目指し、2009 年 10 月に CRDS に新設された。 

 

「システム科学技術推進委員会」は、システム科学ユニットの活動の一環として開催するも

ので、有識者による議論を通じて下記を実施する。 

(1) 日本におけるシステム思考（システム科学）の弱さや、システム思考が弱いために生

じている様々な問題の明確化 

(2) 問題を解決するための共通する理論や方法論の体系化、及び現代科学技術におけるシス

テム科学の位置づけの明確化 

 

また、これらの結果を受けて、個別分野とシステム科学の協働のあり方や、システム科学の

推進方策に関する政策提言の作成を目指す。 
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1．2 第6回（公開ワークショップ）に関して 

 2010年2月から合計5回にわたって開催してきたシステム科学技術推進委員会では、有識者

からの講演等を通じて、現代科学技術におけるシステム科学技術の重要性とこれに関わる日本

の問題点を明らかにすることを試みてきた。第6回委員会は、「システム科学技術と日本の課

題」というテーマの下に公開ワークショップという形を取り、システム科学技術をめぐる日本

の課題についてのこれまでの検討結果を集約するとともに、今後実施する対応策の検討へとつ

なげていくことを主目的に開催した。 

 第6回委員会では、3つの講演― 1)システム科学技術の必要性を日本の問題点と結びつけた

観点から捉えた総論的なもの、2)システム科学技術の中枢を担う概念／手法であるモデリング

の役割について、3)システム科学技術の適用を阻む制度的な問題点について― に加え、4)こ

れまでの検討結果を取りまとめた中間報告書について紹介した。また、パネルディスカッショ

ン「システム科学技術の役割を考える」によって議論を深めた。 

本記録は、これらの内容を取りまとめたものである。 
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2．第6回委員会概要 

2.1 第6回委員会 議事次第 

 

1．ワークショップ概要 

  日 時： 6月 21日（月） 13時～17時 

場 所： JST研究開発戦略センター 2階大会議室 

主 催： (独)科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

 

2．プログラム （予定・敬称略） 

13:00～13:10 

配付資料確認   ［事務局］ 

開催挨拶    ［木村上席フェロー］ 

13:10～13:30 （20分） 

システム科学技術と日本の課題 

[吉川弘之 JST研究開発戦略センター センター長] 

13:30～14:00 （発表25分+質疑5分） 

システム科学による情報循環加速を支えるモデリングとその体系化 

[椿広計 統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター センター長] 

14:00～14:40 （発表35分+質疑5分） 

システム創成のマネジメント―ナショナルプロジェクトの進め方― 

[宮田秀明 東京大学 大学院工学系研究科 システム創成学専攻 教授] 

14:40～15:20 （発表30分+質疑10分） 

中間報告書作成に向けて –日本のシステム科学技術の現状－ 

[木村英紀 JST研究開発戦略センター 上席フェロー] 

 

15:20～15:30 休憩 

 

15:30～17:00 パネルディスカッション：システム科学技術の役割を考える 

15:30～16:00 パネリストによる論点提供（各7分） 

16:00～17:00 議論 

司会 

 植田秀史 (JST研究開発戦略センター 副センター長) 

パネリスト 

 安岡善文 (国立環境研究所 理事) 

 丸山宏  (キヤノン株式会社 DPF開発本部 副本部長) 

赤松幹之 (AISTヒューマンライフテクノロジー研究部門 研究部門長) 

黒田昌裕 (JST研究開発戦略センター 上席フェロー) 

 

17:00 

閉会挨拶   ［木村上席フェロー］ 
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2．2 吉川センター長 講演概要 「システム科学技術：産業と科学研究」 

日本の産業の問題点としてよく言われる、「研究成果が産業に結びつかない」、「要素産業

が成功してもそれを使うシステム産業が成功しない」といった点と、日本の研究の問題点であ

る「独創的基礎研究が低迷、実用化も低迷」、「旧分野での競争で優位を保つけれども、新分

野を開拓する研究者はほとんどいない」といった点の間には、構造的な類似、あるいは因果関

係があるのだろうか。 

科学技術政策の問題として、基礎研究、応用研究、開発研究の間をつなぐ政策が確立されて

いなことがある。また、それぞれの省での研究課題に研究費を投入するが、全体として社会的

価値につなげていけるような構造化がされていない。ファンディング制度は、研究者どうしの

協力関係を分断してしまっているのではないか。 

一方、科学研究の問題として、現実を観察し理解する（分析）ことによって知識が作られる

が、逆に知識からもの（人工物）を作る方法（設計）は十分には確立されていない。土着的知

識では分析的方法と設計的方法は対称であったが、科学によって知識が分断され、それぞれの

領域で知識が体系化されてしまったため、現在では両者は非対称になっている。 

両者の間をつなぐことができるのは、 も知識の抽象度が高い数学である。また、数学ほど

抽象度は高くないが、システム科学によって両者の対称性を作りうる。システム科学は、要素

還元的に分解された様々な要素について要素間の関係を共通の数式で記述することができ、こ

れを通じて要素を構成化（設計）していくことができる。 

科学技術政策の問題も、要素と全体がシステムとして機能するという捉え方が欠落している

ことに起因するのではないか。産業の問題をはじめ、現在の日本の問題の原因は、ここにある

のではないか。システム的な見方によって、全体としての役割構造が俯瞰的に見えるようにし

なくてはならない。 

 

2．3 椿広計先生 ご講演概要 「システム科学による情報循環加速を支えるモデリングとそ

の体系化」 

モデルとは、価値の高い状態を実現するのに必要な情報縮約的な「構造」であり、モデリン

グとは、モデルに基づいて「デザインされた一連の行動」であると考えている。狭義のモデリ

ングの現場では、価値の実現や問題の解決のためにモデルを選択し、それを用いて行動をデザ

インする。広義のモデリングでは、生存の現場から社会の価値が選択され、この価値を設計可

能な形に翻訳したエンジニアリングモデリング（＝狭義のモデリング）の作成とその 適化を
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通じて社会実装へと結びつけていく。このような広義にモデリングを捉えた「情報循環」の中

で、モデリングは価値の実現を加速するツールの役割を果たし、システム科学はそれぞれ、価

値の選択、狭義のモデリング、社会実装に向けた設計学的アプローチの3つの側面から関連す

る。 

モデリングに関する課題として、価値や概念のモデル化において将来の価値の不確実性をど

うマネジメントするかという点、 適化の段階での総リスクの 適化という点が考えられる。

また、狭義のモデリングにおいても、制御可能なものと完全には制御できない環境の相互作用

をどうモデル化するかは困難なことが多い。さらに、モデリングプロセスにおいても様々な課

題があり、これらに対処していくためにも、モデルの利用目的や近似したい状態、記述様式に

よる分類を通じたスコープの明確化、モデルの妥当性、有効性、頑健性を判断する方法の検討

等が必要である。 

また、モデリングに関する現状把握と俯瞰、モデリングを体系化していく必要性等について

政策提言すること目指して、システム科学技術推進委員会の活動の一環として「モデリング分

科会」を設置し検討を開始した。モデリング科学を有効にするためには、モデリング科学自体

の高度化と同時に、情報・データ基盤、モデリングのための知識ベース基盤、情報循環の各段

階での入出力情報の標準化の3点が必要という提言が考えられる。 

 

2．4 宮田秀明先生 ご講演概要 システム創成のマネジメント―ナショナルプロジェクトの

進め方― 

新しいプロセスや製品を生み出すイノベーションに比べ、新しいビジネスや新しいシステム

を作り出すことは難しい。現在の日本では、環境への対応など新しい社会システムの創成が必

要とされているが、これまでかかわってきたプロジェクトの経験に基づいて技術経営の観点か

ら見ると、様々な問題点がある。 

高速船開発のプロジェクトは元来、困難な要素が多く時間もかかり、コンセプトやモデルづ

くりを間違えるとなかなか実用化にまで至らない。組織づくりも大事だが、国によるプロジェ

クトでは委員会方式、民間企業による研究組合方式をとることが多く、“皆でわたれ

ば・・・”となり失敗につながりやすい。国の予算だけを使い企業が“身銭”を切らない場合

も成功しない。また、国のプロジェクトでは、柔軟にスケジュール変更が出来ないので、当初

通りすすめて失敗する。 

環境社会システムのプロジェクトでは、国のプロジェクトは多くあるが、システム的な思考
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が欠落している。エネルギーの社会システムを変えていくには大規模な蓄電技術を実現するこ

とが必要と考え、二次電池による社会システムのイノベーション実現の活動を実施している。

スマートグリッドの実現には、例えば CO2 を 30％削減するのであれば再生可能エネルギーを

どのくらい、どの場所に導入する必要があるかを、その地域の気候や需要変動などを考慮して

モデル化し 適なシステムを設計にしていく必要がある。人口5万5千人の沖縄の宮古島であ

れば、集中投資によって50％減を示すことも可能と考えられる。 

日本の問題点を解決するには、マネージャーの育成や民間の技術コンサル機関などを通じて

国の経営力を高めること、民間企業がビジネスモデルを自ら作り出していくことにつとめるこ

と、技術者にインセンティブを与え、個人を生かすことなどが必要である。 

 

2．5 木村英紀上席フェロー 講演概要 

要素技術とシステム技術は、常に相互に補填しあいながら発展し、全体の現代技術をつくり

上げてきた（例：電力ネットワーク、生産システム、集積回路など）。21 世紀に入ってから

は、要素技術からシステム技術への付加価値の移動が急加速している。現代科学技術の変貌は、

①ものから「コト」へ科学技術の目標が移動、②要素からシステムへ科学技術の課題が移動、

③ハードウェアからソフトウェアへ付加価値が移動、の3つのフェーズに分類できるのではな

いか。 

高度成長期の日本のシステム科学技術は世界の先陣を切っており、目覚ましい成果をあげて

いた（例：新幹線、鉄鋼、省エネ技術等）。しかしその後暗転し、日本の危機は 90 年代に顕

在化した。危機に際して、日本の科学技術政策は 80 年代の成功体験に基づいた「ものつくり

路線」という偏った方向性を打ち出した。これが目に見える科学技術へ傾斜する傾向を強め、

システム科学技術を忘れて、世界の潮流と逆の方向へ走った一つのターニングポイントではな

かったか。 

今後は、部品産業だけではなく、利の厚いシステム産業を打ち立てていくことが必要である。

要素技術だけをいくら発展させても、実際にシステムとして社会に実装はできない。今後は

「ものつくり路線」と決別し、システム科学技術の役割を踏まえた新しい科学技術研究開発を

行うべきである。 

 

2．6 パネルディスカッション：システム科学技術の役割を考える 概要 

はじめに4人のパネリストから、システム科学技術の課題に関する発表がなされた。 
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 赤松幹之先生からは、システム思考が容易でないのは“部分と全体の双方を見る”こと自体

が直感的に捉えにくいためであるが、では対象をシステム的に捉えるために行う抽象化や要素

間の関係を記述する方法は、人間社会の現実を十分に表現できるレベルになっていないのでは

ないか、という問題提起がなされた。これに対し丸山宏先生からは、抽象化自体に限界がある

ので、複雑なものを複雑なまま取り扱う方法を、コンピュータあるいはその発展形である知的

機械の力を借りることで 将来志向していく必要があるのではないかという考え方が提示され

た。また、安岡善文先生からは、環境分野の研究ではシステム科学技術がキーとしてまさに使

われており、課題解決には学際、国際、業際といった「際（きわ）」を超えてつながるために

システム科学技術が重要な役割を果たすという考えた方が提示された。黒田昌弘先生からは、

経済学の立場から、経済社会をシステム科学的に取り扱い、分解された要素から再構成しよう

すると、特に人間行動という予測しきれないファクターが入ってくる点が難しいという点が指

摘された。 

 これらの発言とパネリストとの質問応答を通じて、システム的な方法では定量的な把握の前

に定性的な理解やモデル化が必要であること、人間行動についての十分な理解を踏まえた社会

制度の設計が求められることなどが確認された。また、パネリストはどのような経験からシス

テム思考を身につけたのかという問いに対しては、専門分野がシステム的な思考を必要とする

ものだったことに加え、対象を簡単に理解したと思い込まないことや様々な考え方を持ってい

る人と話すことも重要なのではないか、といった意見が出された。 

 後に、今後、システム科学技術に関する提言を検討していく際の基本的な考え方として、

システム科学技術を現実の課題に活かすプロジェクトを具体化していくこと、システム科学技

術についての理念的な解明をすることの双方が必要であること、さらにはこれらの間の相互の

フィードバックが不可欠であることが確認された。 
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敬称略
氏名 所属機関 役職
講師

宮田　秀明 東京大学　大学院工学系研究科 システム創成学専攻 教授

委員

岩橋　良雄 日鉄日立システムエンジニアリング（株） 代表取締役社長

桑原　洋 （株）日立製作所 特別顧問

前山　淳次 株式会社　富士通エフサス 顧問

丸山　宏 キヤノン（株）デジタルプラットフォーム開発本部 副本部長

赤松　幹之 （独）産業技術総合研究所　人間福祉医工学研究部門 研究部門長

内田　健康 早稲田大学　理工学術院　電気・情報生命工学科 教授

倉橋　節也 筑波大学大学院　ビジネス科学研究科 准教授

杉原　正顯 東京大学　大学院情報理工学系研究科　数理情報学専攻 教授

椿　広計
大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構
統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター

センター長

出口　光一郎 東北大学　大学院情報科学研究科　システム情報科学専攻 教授

古田　一雄 東京大学　大学院工学系研究科　システム創成学専攻 教授

安岡　善文 国立環境研究所 理事

吉岡　真治 北海道大学大学院　情報科学研究科　コンピュータサイエンス専攻 准教授

大竹　暁 （独）宇宙航空研究開発機構 総務部長

JST内部委員

吉川　弘之 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 センター長

有本　建男 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 副センター長

黒田　昌裕 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

丹羽　邦彦 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

笠木　伸英 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

分科会メンバ等の聴講

翁　邦雄 京都大学公共政策大学院 教授

藤田 政之 東京工業大学 大学院理工学研究科 機械制御システム専攻 教授

原 辰次 東京大学大学院情報理工学系研究科　システム情報学専攻 教授

大庭 昭彦　 野村證券金融工学研究センター 主任研究員

船橋　誠壽 （株）日立製作所　システム開発研究所 技術顧問

事務局

木村　英紀 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

植田　秀史 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 副センター長

本間　弘一 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

前田　知子 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

武内　里香 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー
 

※上記に加え、文部科学省、JST、CRDS等から約30名が聴講。 
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2．8 システム科学技術推進委員会 委員名簿 

敬称略

所属機関 役職

1 岩橋　良雄 日鉄日立システムエンジニアリング（株） 代表取締役社長

2 桑原　洋 （株）日立製作所 特別顧問

3 前山　淳次 株式会社　富士通エフサス 顧問

4 丸山　宏 キヤノン（株）デジタルプラットフォーム開発本部 副本部長

5 赤松　幹之 （独）産業技術総合研究所　ヒューマンライフテクノロジー研究部門 研究部門長

6 内田　健康 早稲田大学　理工学術院　電気・情報生命工学科 教授

7 倉橋　節也 筑波大学大学院　ビジネス科学研究科 准教授

8 三平　満司 東京工業大学　大学院理工学研究科　機械制御システム専攻 教授

9 杉原　正顯 東京大学　大学院情報理工学系研究科　数理情報学専攻 教授

10 津田　博史 同志社大学　理工学部　数理システム学科 教授

11 椿　広計
大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構
統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター

センター長

12 出口　光一郎 東北大学　大学院情報科学研究科　システム情報科学専攻 教授

13 中村　佳正 京都大学　情報学研究科 数理工学専攻 教授

14 原山　優子 東北大学　大学院工学研究科　技術社会システム専攻 教授

15 古田　一雄 東京大学　大学院工学系研究科　システム創成学専攻 教授

16 安岡　善文 国立環境研究所 理事

17 吉岡　真治 北海道大学大学院　情報科学研究科　コンピュータサイエンス専攻 准教授

18 大竹　暁 （独）宇宙航空研究開発機構 総務部長

19 市原　健介 （独）日本貿易振興機構 産業技術部長

20 吉川　弘之 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 センター長

21 有本　建男 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 副センター長

22 黒田　昌裕 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

23 丹羽　邦彦 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

24 笠木　伸英 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

25 木村　英紀 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

26 本間　弘一 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

27 前田　知子 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

28 武内　里香 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

事務局

官

JST関係者

産
氏名

学

 



10｜ システム科学技術推進委員会記録（第６回） 

 
CRDS-FY2010-XR-10  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

3． 第 6回委員会 講演記録 

3.1 吉川センター長  講演記録 

 

 

 吉川です。今日は日本の課題について、日本の問題というのは多くありますが、科学技術や

産業に関係する観点に絞って話をしようと思います。 

 科学技術と産業とは、人工物が作られていく 大の道筋です。これは科学技術で生まれたコ

ンセプトが“もの”になるという過程です。したがって、科学技術政策を考えるという場にお

いてもこの議論はしておかなければいけないだろうと思います。人工物は、もちろん理解もし

なければいけないけれども、同時にこれを作る対象であることが大きな特徴です。理解をする

ということと作るということ、観察と構成、あるいは、分析と設計、そういう行きと戻りに関

連する課題をシステム工学においては前面に出して考察を加えることが必要であると思われる

ので、そういった観点を今日は主に話をしてみようかと思います。 
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3 月の第 1 回の当委員会でお話ししたことと重複しますけれども、ここにありますように、

産業における困難な問題とよく言われていることには、こういうものがあります。科学技術の

研究成果が産業に結びつかないとか、要素産業が成功してもシステム産業ができないとか、た

くさんあります。あるいは、ベンチャーの問題、産業構造の問題、コストの問題。これは産業

の主として科学技術との関連における問題ということですが、こういった様々な問題があると

言われています。 
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一方で日本の研究の問題点がある。これは私の実感ですが、研究の自治を守りながら同時に

政策に協力するという問題について、何百年の間、時には争いながら、科学の発展と並行して

科学コミュニティが社会に対して関係をつくってきたのですが、我が国は科学を輸入した、い

わば後発の国で、この問題が未熟であるという困難な問題を抱えていると思われます。 

それから、 近言われるのは、これは本当にどうかわからないけれども、独創的基礎研究が

低迷していて、実用化も低迷している。旧分野での競争で優位を保つけれども、新分野を開拓

する研究者はほとんどいない。これは研究者の広がりの問題ですね。こういったように様々な

問題がある。 

この両者は果たしてどういう関係にあるのか。いわば構造的な類似と、あるいは因果関係と

言いましょうか、そういったことが分かれば良いのですけが、この1カ月ほど、この講演でど

のように話そうかと考えていたのですが、なかなかひとつのまとまった筋書きにならない。そ

こで今日は一つずつ考えてみることにします。 
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 まず、科学技術の研究、基礎研究でもいいですが、基礎研究が産業に届くかということを考

えてみると、この仕組みは我が国において未成熟だということに気がつきます。 

基礎研究という分野はあります。あるいは、目的研究、応用研究という分野もある、開発研

究という分野もある。分野があるということは担い手がいるということですね。基礎研究は大

学であり、応用研究は、例えば工学部、それから開発法人。開発研究は企業が受け持つ、とい

うふうに担い手がいることはいる。しかも、研究資金というのは、それぞれの分野に出るもの
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が既に存在している。配分機関もちゃんとある。こういうわけですから、構造としてはできて

いるのですが、問題はこの間をつなぐ接ぎ方がよくわかっていないということです。 

 接ぎ方において私たちは政策を持っていないか、あるいはそういうものの考え方が定着して

いないということがあります。本来公的な機関で行われたものはみんな社会に出て、産業とか

公共サービスに役立たなければいけないはずなのに、その道筋がはっきりしていないと言わざ

るをえません。 
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研究の場合、いろいろな省があって、それなりにみんなが研究課題を持っている。例えば厚

生省であれば医療という問題を持っているわけですね。国土交通省であれば土木系の研究課題

を持っている。そういう研究課題がたくさんある。当然文科省は基礎研究を担当している。こ

れらの研究成果が幾つか組み合わさって一緒になると社会的な価値が生まれるということは概

括的に見ればわかります。したがって、例えば日本の経済を発達させるという目的に対して、

いくつかの研究が選ばれ、それらが協力すればいいという理解のもとに各省は研究者に対して

研究費を投入する。 
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しかしながら、構造がはっきりしてない。研究界も構造化していないし、行政側も構造化し

ていませんから、結局何が何だかわからなくなってしまって、お金が研究界に入っていくのに、

当初考えられていた構想で定義した本当の社会的価値になって出るかどうかは見えてこないと

いうわけです。研究成果はたくさん出るのに、社会に役立つ方向に向いていないということで

す。 
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それをやるにはどうすればいいかというと、戦略的な課題を設定し、それぞれの省がその課

題を実現するように考慮しながら省を超えた協力体制を作る。こういったものに対してファン

ディングすることが必要なのです。ところが今、省庁を超えた戦略がありません。そういうこ

とがないということは誠に不思議です。研究の統合政策が研究政策として緊急に必要です。 
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それから、ファンディングについても同じです。何人かの研究者がネットワークをつくって

研究しているとする。ある省があるひとりの人に研究費を出すと、この人だけが金持ちになっ

てしまうわけですが、ほかの人がねたむのか、あるいは、研究が協力しにくくなるのか、それ

はよくわかりませんが、どういうわけか現実として皆すうっといなくなってしまい、この人は

孤立する。私はこれを「ファンディングによる研究ネットワークの分断」と呼んでいますが、

これが起こる現実的なさまざまな理由があってこういうことが起こる。また次の研究費がくる

とさらに分断される。こうやって研究費を出せば出すほど、そこにいくつかのピークはできま

すが、ネットワークというものが一向に構成されてこないというのが今のファンディングであ

ると考えられます。 
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これはファンディングのやり方がおかしいわけです。COEをつくるというためには今のやり

方で良いのです。しかし、ネットワークをつくるためのファンディング、つまり、このネット

ワークをどういうふうにつくればいいのかということについて、もっと突っ込んだ観察なり分

析が必要なのに、そういうことをする動機がないというか、やり方がわからないでいるという

状況に留まっています。 
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このことは一体どういうことなのかというと、各省は政策執行のための機能的な集団で、こ

れは役割分担をしているわけでしょう。ところが、その役割分担という意識が希薄になって、

それぞれ自己の領域の完結性を求め、独立性を主張する。 

 しかも、この組織の責任者はこの組織のことだけを考える。これが縦割り構造の発生する理

由で、省庁もほとんどその状況にある。 
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自分の省はこういうことを担当しているということを知るだけではなく、他の省が何を担当

しているかを常に意識していなければならない。また一人ひとりの担当者は、自分がどういう

役割を果たしているのかということを、狭い部分で閉じていないで、俯瞰的に全体としての役

割構造を見たうえで認識しなければならない。これがシステム的な見方です。 

結局、産業を科学技術で振興するための科学技術政策というものに、どこにもシステム的な

思考が存在していない。これを何とかしなければいけない。 
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そして、今度は科学研究の問題です。 
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非常に古い話をします。たまたま私の家にあったのですが、65年に出版されてちょっと有

名になった本です。HugginsとEntwisleという2人が書いた『Introductory systems and 

design』。これは非常にやさしい、大学1年生のための本なのですが、対象をオペレーターグ

ラフで表現することによって、電気工学も機械工学もみんな同じ手法で扱えることを示した本

です。その目的はデザインにあるといっているわけですから、我々が今ここで問題視している

点がはっきり意識されている。手法としては非常に初歩的なものしか書かれていない本ですが、

意図としてはこういうものがしっかり65年に既に述べられていたということが大切です。この

ころシステム工学というのがはやったのですが、その後、世界的にも展開は必ずしも順調では

ない。しかし、この意図は依然として正しいのであり、ことに持続性時代を迎えて、何を作る

かという点に科学も向かわざるを得ないという状況になって、改めてこのことの意義が大きく

なってきたと思います。 
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その基本的なことは、本の題名の「システムズ・アンド・デザイン」という言葉が示すよう

に、与えられた対象を理解するだけではなく、新しくものを作らなければいけないということ

です。ところが、人工物を作る方法がはっきりしない。問題になるのは構成の方法ということ

です。観察して理解するということを分析と呼んでおきますが、その分析の思考形態と、構成

することを設計と呼びますが、設計の思考形態との関係がよくわかっていない。すなわち、も

のから知識をつくる、知識からものをつくる。これは行きと帰りにすぎないのに、この往復の

方法上の関係がわからないのです。この両者が対称でない。あるいは過程が不可逆である。 

これは永遠の不思議というか、これは多くの哲学者が悩んでいることでもありますが、もの

を見て分解あるいは理解できたらものができるのかというと、そうではない。そこが非常に難

しい。ここに科学の構造にかかわる根源的な課題があります。 
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存在物の集合はこれであるとすると、全世界のあらゆるものがここに含まれている。そうす

ると、ある一定の機能を持つ人工物というのはこの集合の中で制限された部分集合でであって、

それ以外はこの機能を持たないわけです。 

機械で考えると、これだけの信頼性は持つものがこれだけであって、それ以外は違う信頼性

である。これはこのような機能を持ち、このような信頼性を持ち、このような制御性を持つと、

こういう積集合としてものが定義されます。一つの点が実際に存在する実体として与えられれ

ばこのように集合表現ができます。しかしながら、逆にこういった集合表現を与えて、その領

域に含まれる実体を創り出すことはできない。不可逆性というのはこういうことを言っている

のです。 

 これは思考の不可逆性と呼ぶことができますが、これが物を正当に作ることを阻んでいるの

だとしたら、これを解くのはやはり科学の責任だと、私は考えているのです。 
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これはチャ―ルス・サンダース・パースの話です。パースは、社会的な規則に従って人間が

いろいろ行動するためのマナーが存在するのと同時に、鉄の塊から何かものをつくるという製

造方法が存在していて、マナーや作り方は土着的なものとして人々が伝統的に知っていたもの

と考えています。それが抽象化というプロセスを経て、マナーのほうは社会学になり、言語学

になり、心理学になり、 後は形而上学になってくる。一方製造法の方は、鉱物分類学、金属

学、物性物理学、こういうふうにして抽象化が進むに従って、それは記述科学、分類科学、法

則科学というような形で体系性を確立していく。システマティックになっていきます。 

 我々の科学の成功というのは法則科学をたくさんつくることができたことである。そしてい

ずれ全世界は法則科学で全部説明できるであろうというシナリオを私たちは持っている。たと

えば物質について、そういった方法で物質の究極が分かったことを、科学の進歩と呼ぶことは

できるでしょう。しかしながら例えば地球について、手に入れた法則科学全部を適用すれば現

実の状況を理解できるかというとできない。あるいは、進化論はまだ分かっていない。それは

せいぜい分類科学に属している。このように、科学の現状は、まだいろんな知識が中途段階に

存在しているという段階です。 
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科学的知識がこのような状況にあることを前提として行きと帰りという先ほどの話題を考え

てみます。非対称性、あるいは不可逆性の問題です。対称性を問題にすると、対称なのは土着

知識だけなのですね。抽象化が進み、記述科学になるともうだめです。さきほども言いました

が、何かについて理解したら、それと同じものをもう一回つくることができるかというと、記

述科学の段階での理解ではそうではないということなのです。 
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それはなぜかを考えてみます。土着的知識の対称性というのは次のように理解できます。 

例えば病気を克服して、生きるためにどういう知識が要るかというと、種をまいて、いろんな

プロセスを経て、煎じ薬にして飲む、そうするとお腹が痛くなくなる。こういうことを伝統的

に土着のものとして人々は知っていた。これが知識である。このように一連の知識としてつな

がっているとすれば、私たちは薬をつくるためにもう一回種をまいて、このやり方をずっと追

えば望みの物ができるということを知っている。これは知識が往復を許す経過としてつながっ

ているからできるのです。 
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しかしながら、科学というのはこのつながりを切ってしまうのです。植物学というのは 初

の部分だけ扱います。ケミストリーは抽出するところだけを扱う。そして、飲むところは医学

が扱う。そして知識は、植物学と医学として切れてしまうのです。植物学は植物学で体系化し

ます。医学は医学で体系化します。そして体系化した知識を手にした時、逆に知識から薬を作

るという過程を追おうとしてもこのパスはもはや存在していない。異なる分野を次々と渡り歩

かなければいけないのですが、渡り歩く方法を科学は教えてくれない。 
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したがって、私たちの知識というのは、それぞれ豊富な知識ができましたけれども、知識間

をどういうふうに渡り歩くかということについてのルールがないという問題にぶつかることに

なります。科学の進歩において新しい理論は古い理論と互いに言葉、概念が違うために、互い

に翻訳できないということを共約不可能と科学史の人は言いますが、状況は違いますがこの言

葉を借用して、同じ対象を説明しているのにディシプリンが違うと言葉が通じない、たとえば

医学を植物学で互いに翻訳することはできないことを共約不可能と言っておきます。ディシプ

リンという方法を使って知識体系をつくってしまったために相互の関係が共約不可能になり、

知識間を渡り歩く方法がなくなり、元に戻れなくなっているわけです。 
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ところが、我々は数学では戻れることを知っています。現象が数学的表現によって理解でき

たとする。単純な例で、ある方向でものを投げると、V0とθ0で投げればXという距離飛ぶとい

うことは計算ができる。今度、Xが与えられたとき、どういうV0とθ0にすればいいかというの

も逆に計算することができます。もちろんこれは2つのものが相互関係であるから、一つには

決まらず、様々な解がありますが、少なくともV0とθ0の関係として与えることができます。す

なわちXメートル飛んだという事実、Xメートル飛んだということを観察できると同時に、Xメ

ートル飛ばすということもできる。すなわち順問題、逆問題の問題はありますけれども、数学

というのは観察と構成が対称になっていると考えてよい。 

 しかし、地質学はどうかというと、山の幅が何メートルだとわかっても、では山ができるか

というと、そんなことはできっこない。山に対して観察はできるけれども、山をつくることは

できない。あらゆる観察をしても山をつくることはできない。それは山ができるというプロセ

スの複雑性によるわけです。要するに、それは行きと帰りがうまくいかないということ。この

ことが、システム思考が重要であることの方向を教えてくれます。 
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これも第1回の時に示した図ですけれども、数学というのは、順・逆問題は残してはいます

けれども、抽象化と具体化というものがこの部分では可能になると言えます。 
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ナイフとフォークという具体的なものを考える。パースの言う精神科学は使い方についての

マナーで、物理科学の方が作り方です。土着知識では具体的なものをつくる場合、ものが与え

られ、それがどういうものだということを知るのは作る過程を含んだ知識だった。言い換えれ

ば、土着知識では知識が組になっていたから可逆だった。それがどのようにしてつくられたか

ということを知っていれば、それを適用すればいいわけで、当たり前のことです。この場合、

偶然的な機会がない限り、作られるナイフはいつも同じものであり、変化はしない。 

 一方、知識の抽象化を進めてしまうと、可逆性が失われる。記述科学以上が空白になってい

て戻る体系的方法を各階層では持っていない。私たちはたくさんの知識を記述科学、分類科学、

法則科学に持っているのですが、それらを人工物をつくるということに有効に使う方法をまだ

見出していないという問題がある。現実にはそれらの知識を使う、すなわち共約不可能な知識

を渡り歩くことを経験によって身につけた者が新しいナイフを作りうるのですが、それには体

系がなく、客観的に表現することが難しい、すなわち科学の外にある知識です。 

 それでは数学まで抽象化したら可逆になるかといえばそれはできない。数学的に表現された

ナイフとは、たとえば切断が開始される力と刃の幾何学的形状との関係が定量的に表わされる

数学的表現というようなことですが、形状が決まれば力が分かるというのが理解だとして、そ

の戻りとして、ある力で切断できるナイフを計算で求めたとしても、求められるのは刃の形状

だけで、実際のナイフを作る情報は全く不十分です。 
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そこでシステム科学というものが登場するのではないかという期待を持つことになります。

パースの図にある形而上学の定義を考えてみます。これは法則科学の上にあるのですが、法則

科学が抽象化を進めて視点を限定した水準におかれるのに対して、形而上学はこの限定から解

放されるものとして位置付けられています。これは科学という視点では難しい性質を持ってい

ることになり、むしろ科学と形而上学は異質のものと私たちは考えていますが、パースはここ

に位置づけているのです。やや粗く考えれば、すべての対象を、すべての視点で同時的に把握

することを目的としていると言えます。これは今の私たちが欲しいものです。 

そこでシステム表現を、すべての対象をすべての視点で扱える機能を持つ表現であると考え

る。しかし形而上学の意味での視点限定からの開放でなく、ある汎化された対象表現方法を定

め、視点による表現変化をその汎化表現の上で体系的に扱うという戦略を立てるのです。この

汎化した表現は数学ほど抽象化されておらず、直感的な対象認識を駆動する働きを十分に温存

しながら、その上に自由に視点を乗せることができるというようなものです。おそらく人間の

認識能力からいって、構造表現がその資格を持つ一つのものでしょう。これは構造に限らない

はずですが、とりあえず構造表現に基づくシステム科学を考えたとき、それにいろいろな具体

的な性質を付与することによって、次第にいわば行きと帰りが可能な形を我々はつくりうるの

ではないかという期待を持つことになります。  
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この表現がシステム表現の唯一かどうかわかりませんが、要素還元主義によって一旦、要素

と全体の関係にして、こういう方程式をもし導くならば、これもまた順問題、逆問題がありま

すが、いずれにしてもこれを解く形で求められる性質を持つ実体を描きだすことができると考

えられるのではないでしょうか。 

ここでこのような例を出すのはなぜか。システム表現というのは、これ以外にも無限にあり

得ると私は予想しますが、この一つの例でも見られるように、表現によって行きと帰りの対称

性の回復が可能になることがありうる、ということを示したいのです。この対称性の回復は、

システム科学の重要な役割の一つなのではないかということを言いたいのです。 

この場合、構造表現は位相であったり、リニアグラフだったり、さまざまなものがあります

が、構造表現によって行きと帰りが可逆になるのが条件です。これらの要素上に適当なパラメ

ータを与え、また定量的な関係を要素間関係に与えると、それは構造表現のもとになっている

実体の、力学的性質を表わしたり、流体を表わしたり、熱を表わたりすることができ、それぞ

れが領域の数学的表現によって可逆になるということであると思います。構造表現は、汎化し

た対象表現の一つです。汎化表現としてどのようなものがあるかはシステム工学の課題の一つ

であると思いますが、これはモデル化の問題と関係があると思われます。 
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結果的には、こうやってつくってきたところに臨時領域という領域をつくる。 

あるものをつくりたいと思ったとき、それについての領域は一般にありません。この石を10

メートル飛ばしたいと思えば力学という領域がありましたが、健康になりたいと思うとき、健

康学があるかというとありません。健康になるためには、生命科学、生理学、栄養学、その他

多くのことが関係していますが、そういったもの総体として、多分将来健康学ができるでしょ

う。生命という自然に存在するものを解明する生命科学という基本領域と違い、人間が健康で

いたいというのは、人が期待する特定の目的に対してつくる領域であって、期待に従って生ま

れる領域であり、臨時領域と呼びます。それができた暁には、その領域を使えば健康になるた

めの道具、方法、薬、食べ物などが、次々にこの臨時領域に従って、ある意味では論理的に導

出できる。これが人工物をつくりうる方法です。そういった臨時領域がほしいのですが、今は

ありません。物を作るときに欲しい臨時領域は一般に共約不可能な多領域を含み、その上各領

域知識は不可逆の可能性が大きい。したがってこの臨時領域を作るために必要な手段がシステ

ム科学であろう、というのが結論です。したがって、今システム科学を怠ったら、創造的人工

物を作ることが求められる産業が衰退すると言える。これは日本の深刻な問題です。 
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初めの話題に戻り、今の日本が抱える問題を考えてみます。産業と科学の問題です。何かこ

の両者の問題は似ているような気がします。産業の弱点と、科学が持っている限界との間には

共通性がある。 

例えば、産業にせよ研究にせよ、コミュニティの中で自立するということと、自分だけが得

すればいいということを混同している。競争では勝つことだけが目的となり、競争の場を維持

することを忘れている。あるいは、自分がどういう役割を果たしているのかを考える視点を失

っている。利他主義を、自分が死んで相手を生かすことと誤解して許しがたいことと思ってい

る。しかし利他主義は自分が生きるために必要な全体を生かすことであり、勝敗とは本質的に

関係がない。このような状況は、システム的視点の決定的な欠如であると言えます。 

 これらのことを一口にまとめてみると、要素と要素の関係が全体の機能をつくるということ

についての感受性が鈍るような状況が社会的に起こりつつあるということです。このことと、

産業や研究におけるシステム的志向の欠落と関係があるとすれば問題は深刻です 

話が飛躍しますが、現代の若者の問題というのが言われていますが、現代の若者の 大の問

題というのは、「自分がこういう努力をしたら国がどうなるか」ということについての直感的

脈絡、リンケージがなくなってしまった点にある。我々の世代はそうではなかったと思います。

一人ひとりが努力すれば日本がよくなると単純に、そして疑いもなく思っていたわけです。そ

ういうものが今はなくなってしまった。それは社会あるいは国家が、自己の存在から遠ざかっ
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支えられていると実感し、同時に、システムが個々の要素によってつくられている、という感

覚的なシステムの本質についての理解が自己の存在を通じては理解しにくくなっている状況で

あると思います。それをどのように回復するか、それは大人の責任であり、非常に難しい話で

ありましょうが、それを体系化しようという努力すらなくなってしまった。 

 したがって私の結論は、システム科学の重要性という、かつて1960年代から言われたことを

もう一回、非常に大きな問題として我が国で認識する必要があるということなのです。大きす

ぎる仮説かもしれませんが、社会におけるこのようなシステム的実感の希薄化が、研究、産業

という限定された世界でのシステムの重要さの認識に影響しているとすれば、私たちのするべ

きことが明らかになってきます。 

日本の問題を考えたときに、色々な分野で同質の問題が起こっているように思います。シス

テム科学の研究者が特に 近感じている、研究費配分や大学組織におけるシステム科学の重要

性についての認識不足が、その背後に深刻な社会的状況を持っているのだとしたら、その重要

性の主張が一つの科学領域の問題を超えた意味を持つはずであり、したがってその主張はシス

テム科学者の重い責任であると思われるのです。 
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3.2 椿広計先生 ご講演記録 

 

 

今日はシステム科学の全体ということに関してのディスカッションも予定されており、また

今、吉川先生のお話などもあったところです。その中でも、特にモデリングというものが設計

のための価値を実現するための情報循環を加速する一つのツールとして必要なのではないかと

いうことに関して思うところを話させていただきます。 
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ここでは、モデル学というのではなくて、モデリングという一つのプロセスを取り上げたい

と考えています。それから、情報循環というものが導くシステム科学への3通りの接近という

のがあると思うのですが、その中での広い意味でのモデリングの位置づけと、私たち統計家が

考えている狭義のモデリング、すなわち構造に対する近似に関する位置づけと、いろいろなモ

デリング科学の成立を支援する研究環境整備等、モデリングを取り巻く一連の課題について、

考えていきたいと思います。 

 木村上席フェローからお話がありましたように、モデリング分科会というのをつくる予定で

すが、本来でしたらば、この分科会ができていろいろな議論を紹介するのがよろしいのかと思

いますけれども、むしろ分科会をどういう問題意識でつくっているかということと、私一人の

知恵というよりは、今後こういう話をいろいろな方の知恵の中で、広げたいということで話さ

せていただければと思います。 
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初めに私自身のモデリング観をお話しします。 
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モノとしてのモデルというのはあまりいい言い方ではないんですけれども、モデル自身は基

本的に我々にとって必要な情報の縮約的「構造」であると単純に理解しております。現象自体

ではなくて、現象のモデルが、何のために、特にシステム科学の中に必要になっているかとい

うと、価値の高い生存とか生産とかいうようなもののためです。我々の日常のために必要な知

恵なのだろうと思います。 

 一方、モデリングというのは、モデルに基づいて「デザインされた一連の行動」、あるいは、

逆に、生存に適した「モデルをデザインするための一連の行動」ではないかと思っております。

我々自身も、我々に限らず有機体というものはそもそも何らかのモデルを持って一連の行動を

デザインしているのだろうと理解しているということです。我々がシステム科学の中でモデリ

ング学ないしはモデル学というのをつくろうという場合には、 後に書きましたし、先ほども

吉川先生からお話がありましたけれども、人工物としてのモデルをデザインするための汎用的

な方法論を必要としているからだろうと思っています。 
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 モデリングは、人間が積極的にある目的を達成するためにやっているということもあるわけ

ですけれども、現実には自然淘汰の中で出てきた認識モデルとかプロセスのモデルというのも

あるのだろうと思います。現在、それぞれの動物、人間なら人間、昆虫なら昆虫が、それぞれ

のレベルで五感を持っているというのも淘汰の中で、自然の選択の中で出てきたものだろうと

思っています。ただ、人間というのは自発的に人工物としてのモデルを開発したために、その

モデルを再利用することができるようになった。他人の知を自分の知として活用することがで

きましたし、知の成長というのもきちんとヒストリーとして刻むことが可能になったのだろう

ということです。 

 天然の現存するモデルを認識する科学、つまり物理学、生物学、特に社会科学等は、基本的

には認識科学として位置付けられる。その現象をきちんと記述する、表現するということで、

先ほどの吉川先生のお話ですと、法則をきちんと整備する科学としてできているわけです。こ

れに対して、システム科学の中のモデリング学で、モデリングというアクティビティとして定

義しているのは、この種の人工物としてのモデルをデザインするための、それに資するような

科学技術です。ただ、この中で天然淘汰の中でデザインしたモデルの利用技術として、例えば、

昨今ニューラルネットワークを予測に使う、パターン認識に使うとか、遺伝的アルゴリズムに

よる 適化ということがあります。しかし、これはあくまで自然淘汰の中で我々が獲得してき

たこと自体の性質を利用しようとする試みでありまして、このようなことはモデリング学に含

めてもいいのだろうと考えています。 
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次に、情報循環が知的生存のプロセスの一つのモデルだと思うのです。情報循環に関しては、

吉川先生のお話や、吉田民人先生のお話などいろいろありますけれども、生存の実際の現場で

のモデリングは、情報が行き来する中で問題を発見する行動、あるいは、価値を発見する行動

であるとらえています。 

 一方で狭義のモデリング、後半の話の中心になりますが、そこでは認識の場とデザインの場

というのが出てくるのです。それらの場で我々は必要な意思決定を行ったり、価値を実現した

りする。あるいは、問題を解決するために、認識に用いるモデルを選択して、それを用いて行

動をデザインするということが行われるわけです。これがモデリングの現場で。更に、そのモ

デリングの現場の中で価値に関する 適な行動がデザインされると、生存の現場、実際の現場

に戻って価値を実現する行動というものに移る。 
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こういうことがぐるぐる回っている。情報循環はある意味で人間の価値を実現するための行

動のプロセスを近似的にモデル化した、サイクルになるかと思います。これがシステム科学の

中で、全体的に情報循環というものを前提としたモデリングです。この種のモデル利用のプロ

セスをここでは仮に広義のモデリングと呼びたいと思います。 

 先ほど言いましたように、生存の現場と仮想的なエンジニアリングモデルという、まさにモ
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デリング学か対象とする２つのエンティティーがあるわけですが、生存の現場の中で社会価値

が選択される。ここで必要なアプローチは、システム科学の中でもシステム思考と言いますか、

価値自体に関わるもので、マネジメント・アプローチとか、フィロソフィカル・アプローチと

か呼ばれます。マネジメントとフィロソフィーを一緒にすると、いろいろな方からよくしから

れますが、何が価値であるかということを探り、それ自身のモデリングを行い、その中で生活

の現場、生存の現場から社会の価値が選択されるステージが終わると、その次に社会の主観的

な価値を設計可能なシステム出力に翻訳するというステージになってくるわけです。 

 先月のこの委員会で、日本全体の科学技術政策の中に、ハウス・オブ・クオリティーという

方法論で、きちんと日本の社会価値を政策というものの中に落とすという大きな試みが提唱さ

れたと思うのですが、ハウス・オブ・クオリティーと呼ばれるマネジメント技術というのは、

価値をモデルのパラメータ、出力に翻訳するようなツールなのです。システム科学の非常に重

要なツールではないかと私は理解しています。 

 その上でシステムモデルの選択、どういうモデルに基づいて価値を実現するかということが

重要になります。そこでは認識科学というものが重要となり、私ども統計家というのはこの一

翼を担っているんだろうと思います。その中で分析や総合が行われて、価値実現に資する利用

可能な同定されたシステムモデルというものが提供される。更にシステムモデルのチューニン

グ、 適化が行われる。ここでは伝統的な工学的なアプローチが行われて、 終的にそのモデ

ル上の価値の社会実装というものが起こる。このシナリオは非常に単純に描きましたけれども、

“Voice of Society”、生存の現場というものは動的に変化して、我々が情報循環という一連

のことづくりを行った結果に依存して、もともとの価値自体の構造が変動するというのが実際

で、価値を目的関数のように単純化することは難しいのが実態なのだろうと理解しています。 

 



システム科学技術推進委員会記録（第６回）｜ 

 

 
CRDS-FY2010-XR-10  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

47 

 

  

先ほどの繰り返しですが、広義のモデリング科学というのは、本来は社会科学の一分野と考

えるべきだと思うのです。そこには価値や概念のモデルといった、価値の選択を可能にするよ

うなモデルがあるからです。有形な価値の測定に関するモデル、例えば一番簡単なものは数え

上げであって、もうちょっと複雑になっていけばダイナミックな損失関数とか目的関数という

ものがある。一方で、△と書いたのは、まだまだ発展途上だと思われているものを示す印です

けれども、無形の価値の測定モデルというものがあります。無形の価値の一番大きなモデリン

グ事例は「用語体系」だと思いますけれども、人間の言語はそもそも無形の価値の測定ないし

は表現のモデリングだと思います。それに対して、潜在構造（レーテント・ストラクチャー）

とか潜在変量（レーテント・バリアブルズ）と言われているような、無形のものを測るモデル

が 近は出てきている。 

 一方で、いわゆる入出力関係、状況を認識するための一連のシステムのモデリング。これは

私どものモデリングの科学の一つの大きな分野としたいわけです。ここでは、入出力関係と環

境との相互作用をモデル化するというのが大変大きな役割です。先ほど吉川先生のお話にあり

ましたように、法則科学と言われているものは、多くの場合利用可能な法則を持ち駒としてモ

デリングに使っていくということになります。個別の法則科学の部分に関しての検討は非常に

進んでいると思います。しかし現在、システムのモデリングの中で弱点を持っているのは、シ

ンボルと言いますか、一連の記号列、符号列というようなものが、どういう風にパフォーマン
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ルを入力としたときのアウトプット、いわゆる法則ではなくて、吉田民人先生がおっしゃられ

ているプログラムの出力、これに関するモデリングについては、狭義のモデル自体がまだ研究

が進んでいないのではないかと思います。 

 それから、 終的に一番外側にあるモデルかと思うのですが、行動のデザインを可能にする

一連のプロセス、アクティビティのモデリングがあります。先ほどから出ております情報循環

自身も、価値を実現する一つのプロセスモデルにすぎないと思うのです。我々がアクティビテ

ィのモデル自体を、どういうスコープのものを、どれくらい持っていればいいかということに

関しても、必ずしも明確な解は与えられていないと思います。古典的なPDCAのモデルをきちん

とやることがうまくいく場合もあれば、ランダムにいろんなことをやって、その一番いいもの

を選ぶというようなものがうまくいく場合もあるということであります。どういう複雑性を持

った問題において、どういうプロセスを我々が採用するかというのはまだはっきりしていない

のだと考えます。 

 ここで、まだ検討が進んでいないという意味で×印をかきましたけれども、これも吉川先

生のおっしゃられたことに関わるのかもしれませんが、一連のモデリングプロセスの中を流れ

る情報をどう接続していくかということが、現状ではほとんど未検討なのではないかと思いま

す。このように価値マネジメントに基づく接近と、それから狭義のモデリング、それから行動

デザイン、プロセスというような、3つぐらいのモデリングの対象が本来はあるのだろうと私

自身は理解しています。 

 さて、いわゆるモデリングというものが情報縮約、大ざっぱに言えば近似の方針だとします

と、我々統計家が もよくするところは、平均的な挙動の宿約です。Expectationをモデル化

するということです。それに対して、近年よく行われている、あるいは、我々人間の生活の中

でもっと使われているのは、ベストパフォーマンスの挙動を縮約するという、一種のフロンテ

ィアというのが何であるかということを近似する、モデル化するというようなアプローチが行

われていると思います。 

 一方、これが実際に数理的なモデルの中でどれくらい使われているかわかりませんけれども、

悪の挙動、ワーストケースというものを学ぶ。失敗学のようなものが 近広く使われるよう

になっていますけれども、大失敗がどう起きるかということのモデル化です。このあたりは今

後の問題、色々な研究課題があるのではないかと認識しているところです。 
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これは用語学の例ですが、用語というものの体系、用語自身はどうやって定義するかという

と、どのような特性がその用語に付随しているかという、特性がどれくらいあるかというよう

なことで定義されます。 

例えば、マネジメントという上位概念の下にクオリティー・マネジメントという下位概念が

ある。オブジェクティブとしてのクオリティー、マネジメントの対象がクオリティーに限定さ

れると、いわゆるクオリティー・マネジメントという概念になる。要するに特性が追加される。

そういう形で用語の体系をグラフ表現することができる。また、クオリティー・マネジメント

というものを、クオリティーのプランニングとかコントロールとか、アシュアランスとか、イ

ンプルーブメントという4要素からなるというグラフ表現をする。このように人間が使う概念

の体系というのはグラフであらわすことができるというのが、用語学の考え方です。 

 例えばテロという行為の概念を定義するときに、テロというのは暴力行為であり、テロとい

うのは政治的な意図を持った行為であり、さらにテロというのは直接の被害者よりも幅広い範

囲に影響を与えるような行為である。つまり広範な影響を意図した行為である。その3つぐら

いの特性を定義すると、用語学的にはその3つの特性が成り立つものがテロであるという形で

一意に決まるのです。 

 一方で形のコンセプトというようなもの、顧客満足とかコミットメント、あるいは、テロの

例はあまりうまいものではないかもしれませんけれども、テロ行為を「テロらしい行為」とい
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れくらい政治的な現象であるか、それから、どれくらい直接の被害者以上にインパクトを与え

るか、そういうものを測ってやると、それから無形のコンセプトとしてのテロらしさとか、あ

るいは、顧客満足度とか、コミットメントのようなものが計測できる。そういう無形のコンセ

プト測定のモデルが近年開発されている。 

 この測定モデルは近年と申し上げたいが、実は非常に古い歴史があって、人間の一般知能因

子などは、この種のモデルの下で計測されてきたわけです。こういう価値とか概念というもの

を測定することに関しても、特に社会科学系で非常に重要なテーマになっているはずですが、

現状では計量心理学の分野にこの種の考え方が限定的に使われているというのが実状ではない

かと思います。 
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さて、これから申し上げることは、モデリングに関して私が感じている課題の例です。 

モデリング分科会の目的は、現行のモデルの中でどういう研究課題があるかというものを

徐々に明らかにしていって、それによって情報循環を加速する。そういう部分をきちんと検討

してある程度の解を与えることによって、情報循環を加速してやることかと思うのです。 初

の課題というのは、もう既に申し上げましたけれども、価値とか概念といったものをどうモデ

ル化するかということは意外と難しい。これは極めてダイナミックなもので、将来実現する価

値の不確定性というものをどう測って、どうマネジメントするかというのは、まだほとんどで

きていないのではないかと思います。 

 実際、人間の価値とか概念というものに関しては、機会損失と言われているものが非常に重

要であるということは知られているのです。機会損失というのは、基本的には実現した現象か

ら顧みれば、自分たちの行動は 善のアクションに比べてどれくらい損失が大きかったかとい

うことを評価することです。病気の治療法を考えればすぐわかるように、いい治療法ができれ

ば、今まで一番いいと思っていた治療法の評価はどんどん下がっていく。価値というものは歴

史的に動くものであるということ、あるいは、現象をよく知れば知るほど、そのことに関する

価値というものは影響を受ける。そういうような問題点があるということであります。この辺

に関しては、自然科学的な分野よりは、人文社会科学的な分野において検討が進んでいくのだ

ろうと思っています。 
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もう一つ、 適化に関しても、これは直接的なモデリングの話ではないですが、人間社会的

な問題があります。我々は単純にモデルができれば、そのモデルに基づいて 適化問題を解け

ばいいというふうに考えがちです。けれども、それはなかなかそうはいかない。社会の構成員

と言われているものに対して、ある構成員に対して一定以上の損失を与えることは防がなけれ

ばならない。これは社会倫理のようなものが我々のるモデリングにおいては制約条件として選

択されざるを得ないわけで、この種の知というものを、いわゆる理工系のオペレーションズ・

リサーチといいますか、 適化とどういうふうに結合するかというのはなかなか難しいと思い

ます。私個人にはこの辺は、まだ出来ていない△の部分が大きいのではないかと思っていると

ころです。 
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もう一つ、先ほどベストパフォーマンスというもののモデル化は非常に重要だと申し上げま

した。一般的には 良のパフォーマンスを持つ対象と、類似の行動をまねるということをすれ

ば、ベストプロセスはできる。金さん銀さんと2人の方が同じ環境の中で長寿になったら、こ

の方々をまねていけば我々はベストパフォーマンスを得られるのではないかというのが、まず

一つの非常に素朴な立場です。でも、一方でこれから出てくるモデリングと言われているもの

は、 良のパフォーマンスはどうして生まれるのかということに関しても、一種の入出力関係

としてパラメータで表現してやりたいということがあるわけです。金さん銀さんをまねるのに

比べて、金さん銀さんがどういうインプット、どういう要因を持っていたから、こういう長寿

が実現したかということを認識することがどの程度有益なのかということです。 

 これは、先ほどの吉川先生のお話を伺っていたら、自信がなくなってきました。金さん銀さ

んの 適なパラメータを入力しても、それを私のパラメータにすることは、おそらくまねるこ

とはできない。そのようなことはできないというような印象もありますけれども、ともかくそ

ういう一種のモデリングの下に金さん銀さんを説明するというようなアプローチもあるのだろ

うと考えたわけです。 
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狭義モデリング学というのは、先ほど吉川先生がおっしゃられたこととほとんど同じなので

すが、基本的にはインプットとアウトプットの関係を、パラメータなどを使ってきちんと表現

するということであり、非常に狭い意味での入出力のシステムのモデルだと理解しています。

この中には、当然、完全には制御できない、ステート・オブ・ネイチャーのようなもの、俗に

環境と言われているものがあります。この入出力関係をきちんと調べる、認識するという科学
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はもう既にほぼでき上がっているのではないかと思うのです。もっとも、それはちょっと楽観

的かもしれません。 

 現在問題になっているのは、入力系で制御可能なものと環境との相互作用をモデル化するこ

とがなかなか難しいということです。もちろん、やられていない場合もある。これがやられて

いる場合は、もちろんそれなりに工学として、設計として利用されているわけですけれども、

そうでない場合があるだろうと考えます。 
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もし人間社会系の研究領域の中で、システムモデルに基づいていろいろな部分の相互作用、

いわゆる肉体と精神の相互作用とか、マネジメントと経済、経営のパフォーマンスの相互作用

とか、価値観と文化の相互作用などというのを検討し出すと、このシステム自身の認識モデル

というのは極めて複雑なものになると考えられます。単純な入出力関係という形で記述できる

モデルよりは、相当複雑なモデルができてしまうということがあります。これは、なかなか難

しい問題だと思います。実際にこういう複雑なモデルが、社会の価値を実現するということに

対して、有益に働くかどうかということ自体が非常に難しい問題になっているのではないかと

思います。 
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モデリングのプロセスに関しては、まず、モデルを探索するステージがあります。ここで、

我々人間が今まで定性的に発見していた関係を情報技術的に、いわゆるデータ・マイニングと

言われている方法論で支援するということができているかと思います。ただ、データ・マイニ

ングでできているのは、プロセスが類似して、パフォーマンスを向上することに合理的と考え

られる現象群を一まとめにするということだと理解しています。一方、その次に人間が理論検

討に基づいて現象にモデルを付与するというようなことを普通はやっているわけですけれども、

データ・マイニングが、そのメカニズムに迫るような情報技術になっているかは疑問です。メ

カニズムに関する知識ベースをきちんと反映した形で、モデル・プランニングの情報技術が成

立しているかに関しては、かなり問題があるだろうと思うわけです。 
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次にモデルのフィッティングというのがあります。統計家はこれを簡単にやってしまうので

すけれども、本来はこのフィッティングというものも、モデルの利用目的に応じてモデルのパ

フォーマンスメジャーを 適化するようにモデリングが行われているかというと、必ずしもそ

うはなっていません。長期予測と短期予測で、モデルのフィッティング基準が本当に同じでい

いかどうかということに関しては、統計理論的話題はあるんですけれども、これについても本

来はまだまだ検討が不十分と言わざるを得ないところです。一般的に行われてきたことは観測

データ全体に対してきちんと適合できるという基準です。 
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モデルのチェックは非常に重要なことだと思います。実際に我々がモデルを利用するという

のは、モデルが不完全であるということを認識した上でやるわけです。いわゆるPDCAサイクル

のチェック、つまり、モデルの弱点を改善し、その改善の必要性を検討するプロセス自体をあ

る程度科学的な体系化をするということは大変重要なことですが、モデルの弱点抽出に関して

も、ノウハウ的なものが非常に多いのです。統計の中ではいわゆる診断学と言われているもの

が確立しているのですけれども、これはほとんどノウハウ、まさに内科医の診断とほとんど同

じような手続が幾つか知られているだけで、それが再現性のあるプロセスとして確立している

というふうには我々は到底考えていないところです。 
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以上、モデリングのプロセスに関して幾つか概観した上で、私個人が狭義のモデリング学の

中での課題として感じていることは、一つは数理的方法のスコープのマネジメントです。法則

とか問題の複雑さ、例えば社会問題は大変複雑なのですが、それと間尺の合ったモデリングプ

ロセスの俯瞰像が与えられているかどうかという、一種のマッピングの問題、これは私自身の

問題意識の中にあります。 
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これは、私どもが以前科研費で研究班をやっていたときに(株)数理システムの田辺さんが作

成したのもので、なかなかいい絵で、すごく参考になっています。こちら側に一連の社会的な

問題というのがあって、上にいけばいくほど割と具体的な問題になって、下にいくと非常に抽

象化の高い、人間科学的な問題になる。上のほうにモデルとしても非常にシンプルなモデルが

あって、下のほうにアダプティブであるけれども、ブラックボックスに近くなってくるような

モデル近似の流れがある。計算技法もそれに応じて、モデル同定の方法も変わってくる、 適

化の方法も変わってくる。上のほうには線形モデルから、微分方程式に至るようなモデルがき

ちんとあるけれども、下のほうにはあまりそういうようなモデルがない。こういう一連の問題

が持っている構造の複雑性に応じて、我々はモデルに対するどういうアプローチをとるかが決

まる。これは一次案としてはなかなかよくできていると思うのですけれども、もう少しいろい

ろなことをきちんと詰めていく必要があるのではないかということを強く感じます。 
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そのために、モデリングの分類、すなわち利用目的による分類、近似したい状態による分類、

記述様式による分類をする必要がある。また決定論的・非決定論的という、いわゆる決定論的

の中でもカオスのようなものですね、ほとんど予測不可能になってくるようなモデルを採用す

る時、どういうときにそういうものを利用するかというスコープを明らかにする必要がありま

す。こうした分類をした上で、そのスコープというものをきちんと明確にするということが、

我々の知の生産性を上げるためには必要なのだろうと思っています。 

先ほど申し上げましたモデルのパフォーマンスメジャーみたいなものも、どういうふうなス

コープを持っているのかということをきちんと議論していく必要がある。こういうところがあ

まりよくできていないのではないかという意識があります。 
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それから、もう一つの課題として、法則科学におけるモデリングは非常に進んでいると思い

ますけれども、一方でプログラムをインプットとするモデリング科学は決定的におくれている

と思います。記号列の入出力関係に関しては、多くの方法論はまだ特定分野に特化して議論さ

れていると思います。いわゆるゲノム・マイニングと言われているような分野は今大変注目さ

れていますけれども、本来それは非常に重要な役割を果たすはずですが、それ以外にあまり展

開されていない。 

 基本的に入力においても、入力シンボルが発生するメカニズムを研究するというのは、生物

学の中ではやられています。それから、入出力関係の記述と同定方法の研究、シンボルとパフ

ォーマンスの関係性という話がまだあまりできていないし、そもそも入力シンボルの 適化ア

ルゴリズム、これは単純に言えば整数計画ですけれども、単純な整数計画ではなくて、かなり

詳細な認識モデルをつくった上で、シンボルを 適化するというようなアプローチがまだほと

んど未到達ではないかというふうに理解しているところです。 
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課題例の3はいわゆる叙述のプロセスモデルです。モデルを事実に基づいて同定するという

ことは、データが持つ情報量に極めて依存していて、モデルから仮説を発見する、知識を発見

する、それから、何かある手段を選択するというようないろいろなレベルに動いてくるわけで

す。しかし、これはほとんど日本の特殊性だと思うのですけれども、英語でしたら“May”と

か“Can”と言われる話と、“Should“と言われる話と“Must”と言われる話がきちんと使い

分けられると思うんですけれども、日本では極めてあいまいに使われています。このモデルを

使ってこういうふうなことが言えたというのが、発見のレベルなのか、選択のレベルなのか、

保証のレベルなのかというのは、専門家の間ですらかなり意見が分かれていることが多いとい

うのが実態だと思います。 

 



システム科学技術推進委員会記録（第６回）｜ 

 

 
CRDS-FY2010-XR-10  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

65 

 

  

それからもう一つ、これを解決してより正しいモデリングプロセスに置換すると、我々にと

って一体どれくらいのベネフィットが得られるのかというのが、いまだ定かではありません。

モデリングをうまくやればこれくらい世の中に貢献できるという、一種の経営というか、経済

の考え方が必要なのだろうと思います。 
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いろいろと課題を与えましたが、これは私の個人的な問題意識であり、これがすべてではあ

りません。こうした課題をモデリング分科会でどんどん発掘したいというのが私の意図であり

ます。モデリング分科会において、より広い知の領域から提言していただきたいということで

す。モデリングに関する現状把握や俯瞰に関しても、いろんな知を結集していただきたい。そ

れから、そもそもモデル学の必要性とか課題、システム科学推進にとって重要な情報学、数理

科学、統計科学的接近を統合して、実現可能なモデリング科学自体の研究課題を明確にしたい。

一方で、有用性の検討が必要です。実社会の価値を実現するために、自然科学、人文科学、社

会科学分野とモデリングの知が融合することで、特に有効となる総合的な研究課題は何である

かということを明確にする必要が、モデリングの分科会ではあるのだろうと理解しております。 
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メンバーはここにありますけれども、こういう方々に協力していただく。マネジメントサイ

エンスや産業界、それから、分野のモデリングの方、モデリング自体の様々なモデリングの様

相におけるエキスパートに入っていただくという形でいろいろな議論をしたいと思います。 
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モデリング科学を有効にするためには、単に知の結合だけではなかなか難しく、3つぐらい

のことが要ると思います。 

一つは情報とデータの基盤です。健康・環境・家庭・企業・経済・社会という価値を実現す

るいろいろな場におけるデータ機構、データ・オーガニゼーションというものが整備されてい

る必要があるだろうと思いますし。 

また、データだけあってもなかなか科学は促進されなくて、先ほど言ったモデリングに関す

る知識のマップと言いますか、そういう知識ベース基盤を早くつくってあげる必要がある。そ

れによってデータとモデリングとが結合していく、実際にいろいろなことがうまくいくのだろ

うと思います。これは、以前、モデリング関連の検討会の中で、モデリングの知的財産権に関

して丸山先生からご指摘があったんですが、こういうことに関しても社会システムの中できち

んと議論しておかなければならないのだろうと思います。 

 それからもう一つ、情報循環プロセスは一種のフェーズシステムになっています。認識の後

に設計がくる、あるいは、価値の選択の後に認識がくるのですけれども、そのそれぞれのステ

ージの中で、次のステージに対してどういう情報を出力しなければいけないかということが、

極めて厳格に標準化されているほうが望ましいのではないかと私は思います。そのためにある

程度の標準化に関すること、例えばモデルの出力情報は 適化の入力情報といったことを意識

した上でやっていく必要があると思います。 
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終的に、狭義のモデリングというのは、一連の情報循環の中で研究者が関心を持つごくご

くわずかな部分で、ここの歯車を回すだけなんですね。それ以外にデータベースとか知識ベー

スという前段階が必要ですし、それ以降にいわゆる 適化とか、コミュニケーションの問題と

かいろいろな問題があるのです。しかし、この歯車をうまく回せること自体が、狭義のモデリ

ングの非常に大きな課題なのだろうと思います。それによって、人間社会科学研究に関しては

大変大きな発展があるだろうと思います。望むらくは価値の実現、科学的な社会の進歩という

ものが実現できればと思います。ただ、これは非常に楽観的なアイデアであるということを前

提の上で、いろいろご批判いただければと思います。 どうもありがとうございました。 
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3.3 宮田秀明先生 ご講演記録 

 

 

宮田です。木村先生から「いろいろなシステム工学の問題点、特に国の行政、ナショナルプ

ロジェクトの問題点を」と言われたのですが、様々な問題があります。 
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12年前に企画したのが東大工学部のシステム創成学科です。98年に企画して、2000年から始

まりました。今は全国6大学ぐらいに広がっていますが、もともと総合工学系だったところを

まとめてつくったのですが、名前が、英語で書いてある一番下のデパートメント・オブ・シス

テムズ・イノベーションという学科をつくったんです。とんでもないものをつくったものだと

そのとき思いましたけれども、 初から90人の先生、180人の学生という規模でした。 

 一般的に「イノベーション」という言葉は広く使われているわけですけれども、こういうふ

うに分類できると思います。要素技術によるイノベーション、それから、プロセスイノベーシ

ョンというのは設計とか生産のプロセスですね、トヨタのカンバン方式とかCADとか、ああい

う関係ですね。20世紀の終わりのほうは結構これが中心ですね。 後の25年ぐらいはこんな感

じが中心で、日本の競争力もこの辺にあったんだろうと思うんですが。3番目、プロダクトイ

ノベーション、これは新製品ですね。新しい商品モデル。これは日本はあまり得意ではないで

す。トヨタですと、ハイブリッド車プリウスですね、これは一種のプロダクトイノベーション

で、例えばトヨタさんでしたら、2番目のプロセスイノベーションからプロダクトイノベーシ

ョンで競争力をつくっている、こういうふうに見ることができます。 

 4番、5番が結構大変な部分でして、ビジネスイノベーション。簡単に言えばグーグルですね。

コンセプト、モデルも単純です。ただ、実行することはすごかった。世界中の人をお客さんに

してしまった。これはビジネスイノベーションの典型例です。それから、5番目はシステムズ
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イノベーションなんですけれども、ソフトウェアとハードウェア全部総合して新しいシステム

をつくる。今、私が一番取り組んでいるのは、何しろこの名を冠した学科をつくってしまった

ものですから、責任がありまして、環境とか社会、だんだんそういう方向になっていますね。

社会システム、環境システムを創造するというのは非常に大きなテーマになっています。 

 つまり、歴史の変化とともに何のイノベーション、何の時代なのかということが変わってき

ているんですね。新幹線ができたのは1964年ですから、もう50年前です。アポロ計画、40年前

ですけれども、あのときのコンピュータの記憶容量は50Kぐらいだったが月に行った。システ

ムの時代は昔からあったんですね。ところが、半導体ネットワーク中心で、上のほう中心の、

要素技術中心の時代になってしまった。 

 では、システム技術はどうかというと、間違いなく劣化しています。それは、優秀な人材が

システム工学にいっていないからなのです。私たちのつくったシステム創成学科というのは人

気が出るようにかなり頑張った。人材の問題は結構大きいです。 
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イノベーションを起こすためにはいろいろなことがあるんですが、世の中ってこういうふう

に進歩すると思っておられるかもしれませんが、大体そんなことはなくて、科学技術の歴史を

見れば必ずほとんどこうなんですね。ぽんとだれかが変えている。変えた人というのは、多く

の場合アウトサイダーです。その道の専門家が変えたことはほとんどありません。  
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私は民間に5年いて船舶の基本設計部にいました。その影響が大きいのかもしれませんが、

工学というのは、R＆Dは当たり前で、次のデモンストレーション、それから、ディシミネーシ

ョンですね、商品として普及しなければ何も意味がない。これは民間企業だと当たり前のこと

ですが、国のプロジェクトですと、デモンストレーションは何とかできます、お金さえあれば。

民間だったら、デモンストレーションをやって、商品になっても売れなかったら、「何してい

るんだ」と言われる、当たり前のことなんですけれども。こういう4つのプロセス、Rプラス3D

で、これは後段になるほど難しいです。後段になるほどお金が要る。後段になるほど責任とリ

スクがふえてきます。技術経営というのはこれを超えていくということがテーマなわけですね。 
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私はもう10年前ですけれども、アメリカズカップという仕事をやっていました。これは勝た

なければどんなに努力しても何も褒めてくれないです。つらい仕事でしたが、おかげでマネジ

メント力は大きくなりました。もともと私は波とかCFDが専門だったのですが、40歳のときか

らシステム開発、プロダクトイノベーションを始めて、システム創成学科をつくってしまった

ものですから、今はいろいろなことをやっています。書籍システムの新しいビジネスモデルや

経営シミュレーターをつくったりしており、今一番力を入れているのはの二次電池による社会

システムイノベーションです。それから、小売り流通業の革新もやっていますが、今日は高速

船の開発、国交省に近いところなんですが。それから、非常に重要なスマートグリッドとか言

われている環境システムですね、この2つのテーマでいろいろな問題点をお話ししたいと思い

ます。 
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これはもう大分前になるんですが、テクノスーパーライナーというプロジェクト、これは88

年に始まりました。3年ほど前に船ができているが、だれも引き取らないという状況で。88年

に始まったときに2つのモデルがあったんです。TSL－Aは、エアクッション型のモデルでプロ

ジェクトが始まりました。もう一つがFというタイプです。この2つが民間企業と、学は絡まず

に、産官で組合方式で開発が進められました。 

 私は何もタッチしていませんが、同じ造船界ですから、知っている人ばかりなので大分アド

バイスはしたんですが、全く聞いてくれなくて、両方とも大失敗になりました。Fというのは

先に失敗したほうです。 

 これは水中翼船なんですね。翼が下にあります。前後に翼があって。ここが翼なんですね。

真ん中に円筒形のようなものがあります。こういう組み合わせによって大型の高速船ができる

という、一種の製品モデルですけれども、これは基本的に間違ったコンセプト、間違えたモデ

ルなんです、流体力学的に間違えている。この円筒形に加わる力と、水中翼に加わる力は非常

にコンフリクトします。まずい挙動が発生する。私はその前に研究してわかっていましたので、

やめなさいと、すぐ失敗するからと。24メートルぐらいの実船をつくって神戸で実験をしてい

たんですが、やっぱりだめだということがわかりました。何とそれが神戸のハーバーランドに

展示されています。こういうふうにつくってはいけませんという例を展示しているんですね。

コンセプトを間違えたら絶対失敗します。 

 それから、もう一つ、こっちですね。これはエアクッションで。これは何で失敗したかとい

うと、この高速船の技術はもともとイギリスで発生して、北欧で育った技術なんですが、それ

を輸入して大型化しただけなんです。だから、コンセプト、モデルの創造は全くないんです。
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さらに、その技術はだんだん衰退していく、世の中から消えていく技術なんですね。軍用には

残っていますけれども、それ以外は残っていない。衰退していく技術をわざわざ使った。変な

力学が働いているんだろうと思いますが。コンセプト、モデルを間違えると必ず失敗します。

これで成功するということはあり得ないですね。 

 

 

 

 それから、組織づくりも間違えると失敗する。チームづくりですね。スポーツでも何でも間

違ったチームをつくってしまうと失敗する。国のほうは委員会方式、先ほどのテクノスーパー

ライナーは研究組合方式ですね。みんなで渡れば恐ろしくないとなるのでこれは失敗します。 

 それから、3番目、国の予算を使って身銭を切らない。各社少しは切っていますが、おつき

合いで二、三億円出しているとか、そんな感じです。小倉昌男さんの経営学の本の一番 後に

「経営の14カ条」として身銭を切らないで成功することはないと書かれていますが、やっぱり

そうだと思うんですね。リスク、責任をとらないということはだめです。 

 いろいろなプロジェクトというのは、きれいに成功するということはほとんどないですね。

間で何回も失敗して、修正して、変更してようやく成功するものです。なのに、国のプロジェ

クトというのは、いちど予算をとってきたら、そこに書いてある文言に少しでも違うことをし

ようと思ったら絶対許してくれない。そのとおりやって失敗したという例はたくさんあります。

役人が税金をとるのが仕事というか、持ってくるのが仕事みたいな感じがあって、使い方はど
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 松下幸之助さんがこう言っているんですね。「失敗を失敗のままで終わるから失敗なんだ。

失敗してもいつか成功させれば成功になるんだ」と。つまり、失敗学というのは成功学の一部

です。たくさん失敗して 後に成功する。これが成功するということなんですね。全く失敗し

ないで全部きれいうまくいくなんてことは絶対あり得ないのです。だから、もっともっと柔軟

にプランを変えて、設計を変えて、モデルを変えて成功させなくてはいけない。しかし、これ

を許してくれない。それから、必ずしも優秀な人をマネージャーにしない。なぜか仲のいい人

をマネージャーにしてしまう。 
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私は、88年に国が始める前に、86年から水中翼船の開発を始めました。80年代には造船業に

は優秀な学生はいかなくなっていましたので、新しい商品モデルをつくることによって産業を

活性化させようと思い、2つの高速船開発をやりました。 

 一つは、7年かかりましたけれども、世界3番目の水中翼船、スーパージェットと言いますが、

今、世界中でたったの10隻で、100億ぐらいしか売り上げていません。造船会社というのは国

際営業もしないし、為替の問題も多少あり、50隻ぐらいはと思ったのですが。非常に優秀な船

です。一番よく走っているのは四国で、松山－広島間を17年間無事故で走っています。時速で

65キロぐらいあります。 

 これを86年から開発した理由は次のとおりです。 

世界で 初の水中翼船をドイツ海軍は22年かけて戦前に開発した。しかし、第二次世界大戦

では開発できておらず、使えなかったのです。戦後民間で、スイスの企業が旅客船に変えて使

いました。日本では日立造船が50隻ぐらいつくって売ったのですが、波があると激しく揺れま

した。技術的な理由は水中翼の形にあるんですけれども。 
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これはジェットホイルという、アメリカ海軍が中東紛争の戦訓から戦後開発した全没型の水

中翼船。14年かかって、数千億円かかっていると思います。これを民間に転用したのがボーイ

ングなんですけれども、あまり売れなかったので川崎重工に技術移転しました。これも全部で

40隻ぐらいしかつくられていないんですが、脆弱性があります。クジラとか木に当たると着水

して、加速度が４・５Ｇぐらいかかります。3、4年前には鹿児島と種子島で事故を起こしまし

た。 さらに値段が、飛行機ベースでつくっていますので、チタンとか使っていて27億円と非

常に高い。 

私は安全で安い船にしようと思って、こういう双胴型の水中翼船、88年、東大での卒論なん

ですけれども、やってみたらなかなかいい感じなので商品化しました。中小企業で1億円ぐら

いかけて、12メートルの船をつくりました。人が乗るものですから、人命を預かる以上、実海

域でプロトタイプ実験するのが基本です。途中で、日立造船という会社と提携しました。 
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三菱重工は高速船開発センターを長崎につくって、右下のものですが、いきなり競合してし

まいました。これは北欧スウェーデンですか、これも失敗しました。水中翼船の開発は本当に

難しい。私がこっちのほうで一応技術開発競争に勝ったというわけですが、途中は本当に、お

話しすればきりがないぐらいたくさんの失敗が入っています。受注してつくった 初の船の試

運転ですごい問題が発生していると、そういうことは当たり前であるんですが、そういうのを

乗り越えないといけないんだろうと思うんですね。 
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このとき並行してやっていたのは、私が昔いたIHIという会社のものです。これは水中翼

船ではないので比較的簡単に、といってもいろいろあったのですが。2隻とも国内で走ってお

り、下の船が熊本から島原へ、70メートルほどの船で、乗用車が50台ぐらい積める船ですが、

普通の船の倍の速度で走っています。 

 これは10万馬力なんですけれども、ベッドに寝て、レストランでごはんを食べて、バーで酒

を飲んで上海に行ける、こういう船を開発する予定だったんですが、これはキャビテーション

の問題から何から全部解決して、開発済みなのですが、だれも事業化してくれませんでした。 

 こんなことをやっていました。でも、結局この10年ぐらい、国のプロジェクト2つ、私のプ

ロジェクトが2つ、さらに各民間会社いろいろあったのですが、今でも残っている、勝ってい

るのは、やはりモデルです。正しいモデルと正しい技術マネジメントすることによって成功す

るのだろうと思います。 
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今は、スマートグリッド、スマートコミュニティのことをやっています。これは環境社会シ

ステムの設計です。新しい社会モデルをつくるということです。 

ところが、今、非常に問題なのは、国のプロジェクトはたくさんあるんですけれども、小粒

だし、ソリューションを足し合わせて何とかしようとしている。電気自動車と太陽電池を足し

合わせると何かできるのではないかとか、システム的な発想が全く欠落しています、日本中。

これは非常に大きな問題だと思います。 

 一番大切なのは電気は貯められるということなんですね。今まで電気は小規模にしかためら

れなかった。これを大規模にためることになると世の中が大きく変わってくる。どう変わるか

というと、いろんな絵がかけるのですが、これはエネルギー社会システムを変えることになり

ます。さらに、情報技術が進んでいますから、情報とエネルギーを結合することができ、電池

のバッファーによって非常に大きなことができるのです。 
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ですから、ある電池メーカーの人たちと始めたのですが、東大の先生方と二次電池の社会シ

ステムイノベーションを促進しようと考え、民間企業の活力、業種横断的な組み合わせによっ

て、新しいビジネスモデルをつくろうということを目指し、こういう社団法人もつくっていま

すし、オープンにいろいろなことをやっていきます。 

 一方では、下のほうに書いてありますようなコンサルテーションや、クローズの産学の連携

プロジェクトをいろいろやっています。これはまだ2年しかたっていないのですが、例えば沖

縄のコンサルテーションを、去年1年間、私の研究室中心でやってきました。 
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例えば太陽電池ですけれども、経産省は2800万キロワットを10年以内に普及させると言いま

すけれども、2800万キロワットの太陽電池がもし普及したらどうなるかというと、ある非常に

天気のいい日の2時から3時までの間ぐらいに、民生部門の電力需要の43％がそこから出てきま

す。でも、少し雲が陰ったらぽーんと消えます。夜6時にはゼロになります。非常にお天気任

せの変動です。こんなものを電力システムに組み込むことはほとんど不可能です。だから、全

量買取とかフィードインタリフというのは早々に破綻する。ですから、電池というバッファー

が絶対必要です。 
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 さらに電気自動車、日産も今年の年末から発売しますけれども、二次電池、それから再生可

能エネルギー発電、これ全体を社会のシステムとしてつくって、全体のデータを集めて、情報

を集めて、適切に貯蔵して管理運営していく、これがスマートグリッドです。知能化電力社会

システムと言ったほうがいいのですけれども、これをちゃんと設計しなければいけない。 
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新しいモデルのつくり方は、こんな感じです。スマートグリッドの場合ですと、どの程度の

目標でやるか。例えば30％の削減にするのであれば、再生可能エネルギー発電をどのくらい導

入するかなど。これは、どこでやるかによって違います。今、私は沖縄にすごい力を入れてい

ますけれども、島なのでいいことがたくさんあります。しかし、気候が全く違って、需要変動

など東京とは全く違うのです。場所によって違います。それから、いろいろなことが国により

地方により違うのです。 
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一番経済的なのは24時間、1日間で昼夜変動を平滑化するというのが一番フィージブルなの

で、それを中心にしたモデルをつくっています。そうすると、どこに電池を置いて、どこに風

車を置いて、ということを決めなければいけません。これは仕様設計です。変動する天候、変

動する需要に対して、そういうふうにするとどういうふうに動くのかというのをシミュレーシ

ョンすればいいわけです。そして、 適な設計にしていく。これが私たちが考えているスマー

トグリッドの仕様設計法です。 

 しかも、要素技術はたくさんあります。太陽電池、風力タービン、電気自動車もプレイヤー

かもしれない。すごい大きな電気をためますから。リチウムイオン電池は今は非常に高い、

Wh100円なんですけれども、多分5年以内に30円になります。場合によったらもっと下がります。

DRAMとか、フラットパネルのことを考えればすぐわかると思うんですが、絶対そうなります。

それに備えて早くシステム設計をやっておかなくてはいけないのです。 
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 例えば宮古島ですね、こういうところでは完全にやってしまう。集中的に投資してモデルを

つくる。この島は本当に50％カットできているということを示せればよいわけです。宮古島で

したら、総額で、ちょっと少なめに書いていますけれども、5年間で500億円ぐらい使っていた

だければ、完全にそういうことができます。5万5,000人の島で、しかも、独立した電力システ

ムを持っています。 
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 これはちょっと今日のテーマとは離れますが、こういうふうに簡単なシステム設計をしてい

ますけれども、シミュレーションして20％カットできて、発電設備も20％カットできる、CO2

も20％カットできる、こんなことが設計できるんですね。これを今世の中に広めつつあります。 
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右側は日本の失敗例なんですね。半導体、コンピュータ、もうあまり価値がない。もうかっ

ているのはこっちですね、ビジネスモデルです。グーグル、マイクロソフト、オラクルが勝っ

ている。 

 材料メーカー、部品メーカーも、これも競争力はいずれなくなる。既に太陽電池生産の36％

は中国です。電気自動車もそれほど価値がなくなるかもしれない。むしろこっちになる。ビジ

ネスモデル、社会モデルをちゃんとつくっておかなければいけない。ところが、SAP、オラク

ル、IBM、GEとかグーグルとか、アメリカ勢力に門戸を明け渡している。東大の柏のキャンパ

スのプロジェクトにSAPとHPを戦略的に招聘しているんです。それは戦略的に負けたんじゃな

いですか。国も一番重要なところにIBMを入れたり甘いところがあります。 
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国のプロジェクトのやり方はまだ全然進歩がありません。立案して、予算を獲得したら、公

募して、その中から幾つか委員会で採択して、例えばスマートシティの4都市を選定したとか。

そこに予算を、太陽電池に幾ら、電気自動車に幾らという感じでつける。全体としてその街は

どうなるのかという絵はだれもかけていない。責任ある課は常に情報交換していて、私のとこ

ろによく来ますが。 

 一つ私が直接的にやっている沖縄のあるところで、3億円のプロジェクトが来てしまい、何

とかしなくてはいけないので、有名なシンクタンクですけれども、お手伝いしています。どっ

ちにしろ、マネジメント力を高めるか、マネジメントのある外部の人に任せないとまずいです。

日本のシンクタンクと称しているところは、デザインができない、モデルができない、企画が

できない、完成図がかけない。 

 EVが2,000台、PVが200万キロワットというソリューションを足し合わせて解決できるほど簡

単なことは今ありません、世の中はもっともっと非線形で、もっともっと複雑ですから、しっ

かりしたシステムをつくらなければいけない。シミュレーションをたくさんやらなくてはいけ

ない。にもかかわらず、足し算で社会ができると思っている。絶対あり得ないです。日本の人

は基本的にコンセプト、モデルをつくることは非常に苦手で、ソリューションばかりです。 
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システム創成学科をつくった後、『理系の経営学』という本を書いたのですが、一番 初に

書いたのがこれです。商品開発をしても、水中翼船にしたって何にしたって、正しいコンセプ

ト、正しいモデリングがなかったら失敗する。 
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ところが、日本の会社はすぐこういっちゃいますから、みんな頑張れ、みんなたくさん働け

と、ソリューションへいっちゃうんですね。でも、だめなモデルで幾ら働いても絶対失敗する

んですね。高速船の場合もそうです。でも、これは非常に多いんですね。 

 しかし、コンセプト、モデルはすごく難しいです。どうやってつくるか。今日は時間がない

のでお話しできませんが、私はいろいろな仕事をしてきて、ビジョンは絶対に大切にしようと

思っていますが、もう一つは現場なんですね。現場がちゃんと見える、ちゃんとデータがある。

現場とビジョンがあって、あるいは、現場をよく見て、よく解析、マイニングも含めてやると、

コンセプト、モデルの素みたいなものが出てくるんですね。ここはなかなか難しいのですが。

スマートシティ（4都市）も、経産省も「ただ花火を打ち上げただけだよ」とか言っています

けれども、現実にはほとんど全部ソリューションに走っています。 
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それから、新しくシステムづくりのようなプロジェクトを成功させるには、チーム構造は非

常に重要ですね。プロジェクトが成功する、会社が成功するということは、必ず人の成長があ

ります。 

 私は、船は設計してきたのですが、ヨットはやってなかった。ヨットの仕事がきたので、6

年ぐらい徹底的にヨットをやっていたところ、ヨット設計のほとんど世界一になりました。何

歳になっても成長することが判ってうれしかったです。若い人はもっともっと成長します。ア

ポロ11のときの宇宙船計画室の室員、技術員の平均年齢は26歳です。若い人はもっと柔軟で、

すぐ成長します。 

 そういう成長させるような組織、チームをつくらなくちゃいけないです。 
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ナショナルプロジェクトの組織構造でしたら、例えば、メーカーを集めて、とりまとめ役が

いて、予算がきて、これをメーカーにとばらまいて、大体失敗する。ここがないんですね。ち

ゃんとしたデベロッパー、ちゃんとしたシンクタンク、「東大」と書いてあるのは、沖縄プロ

ジェクトをだれもやらないので、沖縄県経済界に頼まれて、結局、私の研究室がシンクタンク

機能を務めました。1年間で、学生を使って。ITベンダーは、SAPとかオラクルはここをねらっ

ているわけです。こういうふうに環境プロジェクトは進めなくてはいけないのです。 
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これは「もんじゅ」の場合ですけれども、横が時間軸で、縦がいろんな要素技術ですけれど

も、足し合わせればすごいものができるという考えのマネジメントです。ですから、H－Ⅱロ

ケットみたいにインターフェースでミスが発生し、IHIと三菱どっちが悪いのか、ということ

になってしまう。こういうふうなチームのつくり方は、基本的に新規性の高いものではつくる

べきではないと思います。 
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これは軍用機の開発に使われているチーム構造で、少数精鋭のチームです。こういうチーム

のつくり方が非常に重要だと思います。このチーム構造も運営を間違えると一種のセクショナ

リズムになってしまう。執行役員会、取締役会でも同じです。うちの事業部はちゃんとやって

いるよとか、うちもやっているよと。でも、全体としては全然どうしようもない。そうならな

いチームのマネジメントが必要です。 
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まとめに入ります。 

国の経営力は余りにも低すぎる。首相の実行力は本当にあるのだろうか。科学技術も公共事

業化しています。配分の仕方が、学会の一番力のあるような方が中心だったりします。でも、

本当の革新というのは全然違うところから出てきます。分野を指定したり、既存組織による予

算の配分。これでは……。 

 イノベーションというのは非常識を常識にすることです。私も「非常識な男」と何度も言わ

れたんですが、 近仲間があらわれました。九州大学前総長の梶山千里先生が、若い時に革新

的な研究をしたのですが、10年間もだれも認めてくれなかったそうです。先生は「思い込みの

怖さ」というのを学士会報に書いているんですが、これはこんなものだと思い込んでいる人は

絶対世の中を変えることはできない。非常識を常識にするぐらいのことをやらないと、そうい

う人を育てなくちゃいけないと言っているのですが、そうだと思いますね。 

 大学で言えば、法人化してからますます、かえって社会に開かれなくなって、文科省の子会

社化してしまって、明らかに退化しています。産学連携はむしろ退化しています。先生方は小

さくなって、大学の先生が本省の役人みたいに予算を持ってくることに一生懸命、文章をたく

さん書いている。 

 どうすればいいかということが下に書いてありますが、プロデューサー、マネージャーみた

いな人を育てなくてはいけない。そうことは民間のほうが少しましです。人を育てられるよう
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な開発専業型の、アメリカによくある技術コンサルタントですね、軍事系が多いんですけれど

も、民間企業としての技術開発コンサルをつくる必要があるだろうと思います。 

 それから、インセンティブシステムですね。東大の先生も塀の外へ出なくて。でも、考えて

みたら任期制が 近は多く、給料は安いです。文学部と工学部の給料が同じというのがおかし

いと思います。倍ぐらい違ってもいいのではないかと思うんですよ。ドイツだけは日本と同じ

なんですがドイツの先生方は民間の仕事をたくさんやっていますから、実質的には給料は倍ぐ

らいあるはずです。そういう意味では、日本の大学はインセンティブシステムもなく、インセ

ンティブがないのに責任とリスクはとれと言われたら、みんな嫌ですから、ついこもってしま

う。大学と学会にこもっちゃう。かなりの先生はそうです。これは何とかしないとまずいです。 
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企業ももっとモデルづくり、システムづくりみたいなものをつくっていかなくてはいけない

のですが、モデルは輸入ばかりしている。 

IHIに入社した40年前は技術輸入の時代だったのですが、まだ今でも抜けていないところが

あります。ビジネスを変えるというのが経営者の仕事だと思うんですけれども、なかなか変え

ない。今おつき合いしている会社も本当にひどいなと思う会社があります。総合電機メーカー

が多いんですけれども、何で変わらないのだろう。環境問題をテーマにして変わってほしいの

がそこです。 

 

 システムイノベーションということでは、リチウムイオン電池とEVという、モノを売るだけ

ではなく、それをつくる社会をデザインするようなこともビジネスにしなくてはいけない。新

しいモノはなくなってきています。エレクトロニクス関係でしたら、有機ELとリチウムイオン

電池の次、あと何があるのか。次はシステムなんですね。システムをビジネスにする。 

 それから、製造業はものづくりに回帰するとか、ものづくりに強いとかいう論調があるので

すが、製造業とサービス業はどんどん融合しています。それによって新しいビジネスもたくさ

ん出ています。それをものづくりに戻るというのは基本的に間違えている。ある程度、そうい

う製造業も必要ですが、日本の有力な企業は、製造業もサービス業ももっともっと強めていか

なくてはいけない。 
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 電力会社は電気を使う量を減らすことをビジネスにする、減らすサービスと私は言っていま

す。昔かからやっている電気をつくって送電線で売るという仕事から抜けていないんですね。

環境問題を解決する大きなポイントは、電力事業者がビジネスモデルを変えるということです。

変えるということは怖いのですが、変えることに成功し出すとすごく楽しくなってくる。一歩

を踏み出すことが大切だと思っています。 
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ドラッガーも言っています。アウトサイダーが世の中を変えてきたと。そういう方をもっと

大切にしようということです。 

 それから、日本人というのはジェラシーが強い。私の記事の読者のある女性が「男のジェラ

シーって怖いですね」とコメントしていました。頑張った人を褒めたたえる文化、称賛の文化

が非常に大事です。技術者の人たちは給料が安すぎです。もっとインセンティブを与えること

をしていかないといけない。挑戦する人は偉いと思ってくれないといけない。日本というのは

農耕民族なものですから、あるアンケートでは、8％の人しか新しく挑戦する人をいいと言わ

ない。アメリカと全く逆です。この文化的なものもあるので先は暗いですが、マネージャー、

リーダー、プロデューサーが引っ張っていくより仕方がない。 

日経ビジネスオンラインに、創刊以来、「設計の経営学」というのを書いています。ご興味

のある方はごらんいただければと思います。 
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3.4 木村上席フェロー 講演記録 

 

中間報告書をかいつまんでお話いたします。目次案は、次のスライドでご説明いたしますが、

タイトルとしてはこういうものです。「中間」ですので、当然、 終報告書もございますが、

中間報告書では現在置かれた状況の解明に主な目標を置いており、 終報告書では、これから

何をなすべきかという提言を行う予定でおります。 

 

これが中間報告書の目次です。今日は、赤枠で囲った右側の部分、日本のシステム科学技術、

現状分析に重点を置いてお話をさせていただきたいと思います。 
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これから行いますプレゼンの目次ですが、まずシステム科学技術とは何か。これについては、

第 1 回委員会における吉川先生のご講演1や今日のご講演等で、ほぼ共通認識に達していただ

いているのではないかという気がしておりますので、ごく簡単に実例だけお話しします。それ

から、現代の科学技術とシステム科学技術の役割。これについても、ある程度の共通認識が得

られていると思いますので、簡単にお話ししたいと思います。それから、高度成長期の日本の

システム科学技術。先ほど宮田先生のご講演にて若干紹介がありましたので、重なる部分があ

ると思います。それから、その後の暗転、なぜ暗転したのかについて一つの仮説をお話させて

いただきたいと思います。 後に、現状分析。科研費の配分状況等について、ユニットで調査

いたしましたのでご報告させていただきます。こんな構成でいきたいと思います。 

 

                             
1第 1回記録集(CRDS-FY2010-XR-01)を参照 

 



106｜ システム科学技術推進委員会記録（第６回） 

 
CRDS-FY2010-XR-10  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

 

 

 

システム科学技術は何をなし遂げたかということについて例を5つほど用意いたしました。

一つ目の例は、アメリカのペンシルバニア州の電力配電網についてです。スライド 4～7 はあ

る本からの引用ですが、電力ネットワークがどういうふうに広がってきたか、1900 年から 10

年ごとに示しています。点はポテンシャルユーザーで、四角は小規模な発電所などです。 

1900 年には 初はほとんどつながっていなかったのが、1910 年になると黒い太い線が少し

出てきます。20 年にはさらに広がり、30 年になるとかなりデンスなネットワークになってい

ます。 

電力配電網は、 も使いやすいエネルギーである電力を発電事業所から各家庭まで配分する、

体で言えば血管に当たるもので、物質文明の基礎といっていいと思います。これが今お示しし

ましたように、試行錯誤を経ながら発展してきた。日本における発展も、アメリカとあまり変

わらない状況であったようです。東京市内にほぼ電力がいきわたったのは意外に早く、1913
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年ごろです。配電会社が5つぐらい、小さいのも入れるともっとたくさんあって、金さえ出せ

ば電気を家に引ける状況にありました。 

ここでキーとなる技術がまさにシステム技術です。エジソンは、要素技術的な蓄音機や映写

機なども発明していますが、システム的な資質に優れていたと言われています。彼の夢は全世

界に電力を送るということで、彼の発明による白熱電灯は、配電網から配電されたときに使え

るという前提に一番適したものでした。当時は、既にアーク灯などたくさんの照明器具が他に

ありましたが、エジソンによる白熱電灯が 後まで生き残った。システム技術と要素技術の間

の非常に微妙な奥深い関係が、彼の数ある発明の中に隠されていると言われています。 

電力ネットワークが広がっていくことになった決定的な発明は、配電が交流化されたことで

した。交流発電になったことで、交流でしか機能しない変圧器を使えるようになり、高電圧送

電と低圧での電気利用の両者を調和できるようになった。 

電力ネットワークの例は、システム技術的にも非常に面白いですし、システム技術と要素技

術の非常に微妙な関係もよくわかります。変圧器を使うためには交流発電でなければならず、

変圧器という要素技術が送配電網の拡大というシステム技術の直接の原因になったということ

であり、あるいは、要素技術の発明を促した。こういった例は、語れば幾らでも挙げられます。 
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次の例として挙げているのは、1913 年にハイランド工場で導入されたフォード・システム、

ベルトコンベアを利用した初めての本格的な流れ作業による自動車の組み立てです。自動車と

いう非常に大きな機械、複雑な機械部品、機械製品に対して流れ作業を導入したことにより、

スループットが一気に上がり、製品の価格は4分の1になった。そして、モータリゼーション

が大々的に始まったというのは、皆さまよくご存じだと思います。自動車をシステムとしてと

らえ、それを生産システムというシステム技術で反映させたところに、根幹的なブレークスル

ーであったと言ってよいと思います。 
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次の例は、タンデム冷間圧延機です。これは戦後にできたものですが、それまでの圧延では、

鉄をなんども往復させる間にだんだん薄板に仕上げていたわけですが、往復というのは電気的

には非常に大きなロスがあります。それを、何段かのタンデムにしたミルの下に鉄板を通すこ

とによって、一挙に高速化し、エネルギーも節約したわけです。 

鉄板が上流から下流へ流れていくに従ってだんだん薄くなっていくわけですから、例えば、

板圧が2分の1になったとすると、スピードは正確に2倍になっていなければいけません。つ

まり、各位置で精密な回転速度の制御ができないとタンデム冷間圧延機は実現できなかったわ

けで、これは非常に難しい技術でした。タンデム冷間圧延機というシステムの要請によって、

巨大モーターの精密な速度制御という一つの要素技術が生まれた。これもまた要素技術とシス

テム技術の、非常に微妙で奥深い関係です。要素技術とシステム技術は、常に手を携えあって

発展し、現代の技術をつくり上げてきたと言えると思います。 
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次はコンバインドサイクル発電で、第1回委員会で桑原委員からシステム技術の典型例とし

て挙げられました2。2 つの違った種類の発電機を統合することによって、効率を 10％近く上

げることに成功しましたが、残念ながら日本は出遅れてしまった。これについては、後でまた

ご説明します。 

 

                             
2第 1回記録集(CRDS-FY2010-XR-01)を参照 

 



システム科学技術推進委員会記録（第６回）｜ 

 

 
CRDS-FY2010-XR-10  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

111 

 

 

後にご紹介する例は、集積回路です。システム技術が世界を変えた典型的な例で、これは

申し上げるまでもないでしょう。 
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ここまでにご説明した例以外にもたくさんありますが、申し上げたいことは要素技術とシス

テム技術は常に一体化されて進み、全体の現代技術をつくり上げてきたということです。一方

が一方を補てんし、あるいは、加速しあいながら、励まし合いながらと言ってもよいかもしれ

ません。そして現代は、要素技術とシステム技術の関係はさらに強くなり、そしてシステム技

術のほうが要素技術よりも明らかに付加価値の多くを担うようになってきています。 
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既にいろいろなところで出ている話ですが、部品数の増大です。ビーグルの例でいいますと、

自動車、ジャンボ旅客機、スペースシャトルと、ちょうど 10 倍ずつ部品の数がふえておりま

す。それから、同じ値段で、同じ大きさでと言ってもいいかもしれませんが、どれぐらい半導

体の集積度がふえたか。これも10年ごとに10倍ずつふえている。それからソフトの規模。こ

れも複雑さ、規模の大きさをあらわすもので、ステップ数はかなり大きなものになっています。 

システム科学技術がますます重要になってきているというのは、こういう事実が語っている

だろうと思っております。 

 

 



114｜ システム科学技術推進委員会記録（第６回） 

 
CRDS-FY2010-XR-10  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

 

 

吉川センター長がいつもおっしゃる現代の邪悪というものは、ここに示したような様々な現

代科学技術が生み出したものに対して対処しなければいけないということですが、これらはも

のではなくて、コトという視点によって初めて出てくるものです。ものとコトということにつ

いては、今日は詳しくはお話しできませんが、コトというのは、すべての複雑さ、あるいは、

現代技術の持っているある種の鍵になるわけですね。そういうものを見る視点を与えてくれる

と思っております。現代は、ものからコトへの軸足の移動が起こっているということを一つこ

こでつけ加えさせていただきたいと思います。 
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これはまとめですが、科学技術の変貌は、3 つのフェーズに分類できるのではないか。科学

技術の内部で、ものからコトへ、要素からシステムへ、それから、ハードからソフトへ。その

結果として、ものからコトへ、軸足の移動、あるいは付加価値や課題の移動が起こった。 

これは何も今始まったわけではなく、現代技術が始まって以来ずっと起こってきたことです

が、特に 21 世紀に入ってからは急速に加速して移動しつつある。この左から右への移動とい

うのは、付加価値という点でいうと、恐らく既に重心は右側に傾いているのではないか。それ

はこの委員会においても、これまでにたびたび提示されたことであると思います。 

右に示した新しい科学技術の課題のほうですが、複雑さと不確かさの増大が、リスク管理と

いう新しい、非常に大きな課題をもたらしている。それから、科学的合理性と公共的合理性を

分けなければいけないという状況が起こってまいりました。これははやり科学技術の内部的な

軸足の移動が起こった結果、科学だけでは解けない複雑さを生み出してしまっているというこ

とです。科学の範囲内で合理性というものがどうしても担保できない。定まった時間、有限の

時間の中で担保できない。それから、科学技術は巨大な予算が投下される国家戦略の一つの大

きなアイテムになった。したがって、そこから課題解決型という科学技術への要請が、あるい

は、特性づけが与えられたということです。 後に、知の統合の必要性。 

科学技術の研究のやり方が変わってきつつあるというのは、こういういろいろな問題、これ

はすべてシステム科学技術が中心的なテーマになっていると思っております。 
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ここからは、高度成長期の日本のシステム科学技術についてお話ししたいと思います。私自

身は、この委員会を始める前と後で随分認識が変わりました。日本人は、本来システム科学技

術が得手ではないという、ある種の文化的な特性に帰着させる宿命論に支配されていたんです

けれども、どうもそうではないと思うようになりました。宮田先生のご講演でも若干お話があ

りましたが、高度成長期の日本のシステム科学技術にはすばらしいものがあった。それについ

てお話ししたいと思います。 
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高度成長期の成功例として代表的なのは、新幹線と鉄鋼です。鉄鋼については、第2回委員

会で岩橋さんにご講演いただきました3。新幹線については、先ほど宮田先生からもご提示が

ありましたように、すばらしい技術です。この2つがどういうことであったかこの後簡単にご

説明しますが、当時の日本のシステム科学技術が、世界を先導してこれらをなし遂げた事実を

評価すべきではないかと考えています。また、オイルショック以後の省エネ技術やロボットの

導入によるオートメーション、これらもシステム技術が中核となり、日本が世界のリーダーシ

ップをとった例と言えると思います。 

 

                             
3第 2回記録集(CRDS-FY2010-XR-02)を参照 
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新幹線の成功については、現在は CRDS のフェローである佐藤靖さんが分析をし、論文を書

いておられます4。敗戦後わずか 10 年ぐらい経った 1950 年代の半ばには、東海道線の輸送能

力は飽和に達していたようです。そこで第2東海道線が必要となったわけですが、どうせ作る

なら世界に例のない新しいものを作ろうということで、新幹線建設計画が始まりました。この

プロジェクトのトップは島秀雄さんという方ですが、キーテクノロジーとなるのはシステム技

術であるということを看破し、オペレーションズ・リサーチやサイバネティクスなど、当時日

本ではまだほとんど知られていなかった技術を積極的に導入するために「鉄道通信委員会」と

いうものを発足させました。これが 1954 年のことです。さらに、オペレーションズ・リサー

チやサイバネティックスをハードウェアから補強するために、59 年には、もう一つ「電子研

究委員会」を作っています。横串となる委員会にたくさんの技術者が参加して勉強し、当時の

国鉄の中で 強の研究者の集団だったそうです。 

国鉄は縦割りが進んだ組織で、工事や運転など5つのセクションに分かれ、あるセクション

に一旦入ったら国鉄を辞めるまで、自分は何々屋だとそこのカラーで染め上げられるような文

化だったそうです。自分は何々屋だという誇りが、逆に、横断的な、鉄道通信委員会の活動を

                             
4 SATOYasushi. (2007) Systems approach in the Japanese National Railways: How was 

the systems integration of Shinkansen done?. Historia Scientiarum, Vol.17 (2), p65-
88. 
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活性化させ、成功につながったというようなことも論文で指摘されています。セクショナリズ

ムというのは、うまく使えば力を発揮する源泉にもなるということが言えるというのを初めて

私も学びました。 

そして 1964 年に新幹線は開業したわけですが、ほとんどすべて世界に例を見ないシステム

となりました。例えば、複数駆動。普通は先頭の車両だけに駆動モーターがついていますが、

新幹線の場合は幾つもモーターがついています。斜面を登るときに2台機関車をくっつけると

いうようなことはありましたが、それを常時やることにした。これは非常に難しい技術だった

わけですね。それ以外にも、自動列車制御装置（ATC: Automatic Train Control）や列車集中

制御装置（CTC: Centralized Traffic Control）などの目を見張るような先進的なシステム技

術が作られ、使われました。新幹線の成功はシステム科学技術に負うところ大であるというこ

とが結論として言え、今後もっと検証する必要があるのではないかと思っています。 

 

 

 

鉄鋼の例、これは岩橋さんがまさに当事者で一番よくご存じの話ですが、日本は 60 年代半

ばから 70 年代半ばにかけて年産 1,000 万トンの一貫製鉄所を幾つもつくりました。当時、世

界で一番大きな製鉄所は480万トン程度だったものを倍増したわけです。 

それまでは、何故480万トン以上の規模にできなかったのかといいますと、操業を人海戦術

に頼っていたからです。鉄鋼業界は注文生産方式をとっています。非常に複雑な数多くの工程
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を経て、鉄鉱石から 終製品ができ上がっていきますが、注文されたロットが今どういう工程

にかかっているのかを常に把握していないといけない。これをアメリカの US スチール等では、

名札をつけてチェックをしたりして、人がやっていたわけです。その場合、年産480万トン程

度が限度だった。これを完全にコンピュータ化することによって、限界を超えることができた

わけです。そのほかにも、計算機の大量導入による操業の自動化、現代制御理論の導入による

生産の高度化、省エネルギーの徹底的な展開、それから炉頂圧発電など、様々な先進的な取り

組みを行い、極めて優れたシステム技術が作られ、使われました。 

 

 

 

さきほどご説明しましたように、新幹線と鉄鋼、少なくともこの2つは高度成長期における

日本のシステム技術が極めて優れていたエビデンスであると思います。しかしその後暗転した。

暗転したというエビデンスもある程度必要なのですが、それは皆様方前提にしていいと思いま

すので、暗転したと考えます。なぜ暗転したのか。 

 

 



システム科学技術推進委員会記録（第６回）｜ 

 

 
CRDS-FY2010-XR-10  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

121 

 

 

1990 年代半ばに、日本の技術の危機が叫ばれました。これは幾つか要因があるのですが、

まず、初歩的なミスが原因だと思われる事故、例えば 92 年に導入された新幹線の「のぞみ」

の立ち往生事件や家電製品の事故などが起きたこと。それから、2007 年問題、団塊世代が大

量に退職していく際に技術継承がうまくいかないのではないかという問題が意識されはじめた

こと。それから、バブル崩壊・金融危機が進行しつつあったこと。さらにもう一つ、スライド

には書いていないですが、技術の空洞化も心配されていました。安い労働力の海外、特にアジ

ア諸国に工場がどんどん流出して、現場の技術が失われていくということですね。 

今当時を振り返ってみて、危機に際して伝統回帰が起こったのではないかというのが私の仮

説です。 
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「ものつくり」という大和言葉がしきりと使われるようになったのが 1990 年代後半からで

す。これは匠の技の素晴らしさを再認識し、その精神を製造業のレベルアップに生かそうと、

そういった作意がこの言葉を使う人にあったのだと思います。「ものつくり」という感覚を表

す英単語はまずないですね。無理に訳すと manufacturing（＝製造）なのでしょうが、ニュア

ンスが違います。 

この頃、「人づくり」や「国づくり」というような言葉も同時に使われていましたが、「も

のつくり」だけが法律用語にまでなりました。ものつくりは日本のお家芸、日本人の強さ、日

本によって立つ基盤であり、さらには日本の誇りであるというところにまでなってきています。

我が国の科学技術がシステム技術とちょうど対照的な方向をとった、ここが一つのターニング

ポイントではなかったかという気がしております。 
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ものづくり基盤技術振興基本法というのが 1999 年にできており、冒頭に先ほど申し上げた

ような危機感が若干表明されています。これがものづくり路線の集大成ですね。この基本法は、

5 年に一度改訂されるのではなく、1 回つくったらずっと有効で、ものづくりという言葉は完

全に法律用語として認知されるようになったわけです。それから、ものつくり大学という大学

もできました。ものづくり基盤技術は政令で定められておりまして、ここに書きましたように

26 種類あります。完全な要素技術です。こういうものをたくさんの税金を投資して振興させ

なければいけない。どれだけ振興に努力をしたかということを、毎年『ものづくり白書』にき

ちんと書かなければいけない。 

ものづくりを振興すること自体が悪いという意味では決してありません。ものづくりという

目に見える要素技術へ傾斜する傾向が強まったことにより、システム技術が忘れ去られ、要素

技術とシステム技術のバランスが崩れ、日本の国際競争力は暗転したのではないか。 
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これは経産省の産業構造審議会の国際競争力分科会の資料として出ているもので、今やいろ

んなところで使われる有名なものとなってしまっていますが、ご覧のとおり、ものづくり基盤

技術振興基本法以降、日本の国際競争力はガタ落ちしています。 
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これも前のスライドと同じ場からの引用ですが、日本のお家芸であり市場を確立していた分

野で、シェアが非常に急速に落ちているのがよくわかります。 

ある種伝統的に市場を既に確立していた分野で、アジア諸国から追い上げをくらってシェア

を奪われることはある程度やむを得ない。といっても、実はアジアだけではなくて、ヨーロッ

パ、アメリカからもシェアを奪われており、必ずしもアジア諸国の追い上げだけが凋落の原因

ではないと私は考えていますが、もっと問題だと思うのは、日本がイニシアティブをとるべき

新しい産業分野が育っていないということです。 

 

 

 

例えばロボット分野ですが、ロボット分野の国際競争力比較を日本ロボット工業会が行って

います。これは 2001 年に出された資料ですが、製造業、建設、福祉から探査ロボットに至る

まで、ロボットの応用分野を 15 挙げています。競争力を持っているかを○、△、×で表し、

日米欧で比較しています。日本で○がついているのはわずか3つしかありません。日本のロボ

ット技術は世界に冠たるものがあるというのは決まり文句になっていまして、もう既に受け入

れられた仮説になっている。しかし、日本ロボット工業会自身がこういう評価を出している。

どういうプロセスでこの評価が出たのかきちんと書かれていませんが、恐らく技術者や企業や

大学の研究者、技術者の意見を聞いたアンケートの結果だと思います。 
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こちらは要素技術での比較です。マニピュレーションや移動など、こちらも 15 にわけてあ

る。この中で日本が○なのはわずか4、対してアメリカは11です。 
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ところが、こういった調査報告が出されている事実がありながら、例として引っ張り出して

申しわけないのですけれども、2003 年の総合科学技術会議、小泉首相も出席している会議の

場で、「我が国強みの集大成」ということでこんなスライドが出されています。次世代ロボッ

トの日本における市場予測ですね。2010 年には、生活分野、医療・福祉分野、公共分野、バ

イオ分野、つまり製造業分野以外のいわゆる次世代ロボットで、市場が2兆円ぐらいになると

予測していますが、2010年になった現在、市場はほぼゼロです。 

愛知万博が 2005 年に開かれましたが、あれは別名「ロボット万博」と言われていました。

NEDO が 1 件 2,000 万から 3,000 万ぐらい出して、出展するロボットの研究開発を 2003 年ごろ

から募集したんです。万博でのデモ用に子どもだましのロボットをつくらせるという方向性自

体、非常にまずいと私は思って見ていましたが、結果も散々でした。入場してロボットを見よ

うとしても、常に動いているものは半分以下だったと聞いています。お蔵入りまではいかない

にしても調子が悪く、「本日デモはできません」と立て札が出ている。そういう状況だった。 

私自身、ロボット分野の周辺に長くおりましたが、何が強いのかという疑問を持っています。

確かにこんな 先端のものができたというような報道はいろいろとされますが、現実にマーケ

ットに結びつくようなものがどれだけあったのか。 近 NEDO は、この市場規模予測をちょう

ど10年シフトさせたものを出しました。非常に保守的な修正をやりました。 

ロボット分野ぐらいは、是非日本がイニシアティブをとって新しい産業を興して欲しかった

と思います。ところが、そうなっていけるような施策をほとんどやっていないわけです。ロボ

ットを導入する、人間をロボットに変えるというのはそう単純ではありません。ロボットは人

間よりも随分劣っていますから、導入するためにはロボット向けにインフラを変えなくてはな

らない。医療ロボット、介護ロボットともなれば、非常に大変なことです。ところが、導入す

る側のインフラについて、本気で施策をした例を私は知りません。人をただ抱き上げることが

できるとか、そういう要素技術を頑張やる研究者たちにファンディングしたという例はたくさ

んあると思いますが、それだけでは導入できない。つまり市場になりません。 
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これは暗転を示すもう一つのスライドで、第 5 回委員会の安藤さんのご講演資料からです5。

日本の利がいかに薄いかということですね。例えば、この iPod の例。部品でいうと、東芝や

松下が大きく占めている。ところが、利益は、日本は Apple と比較して 20%しかもうかってい

ない。携帯電話では、部品をとってみると日本のシェアが圧倒的であるのに、製品としてのシ

ェアはほとんどない。 

 

                             
5第 5回記録集(CRDS-FY2010-XR-09)を参照 
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日本の暗転と、それはなぜかという一つの仮説を申し上げました。それだけではないと思い

ますが、これからまた考察を深めたいと思います。 

後に、ユニットで調査いたしました現状について、時間が少なくなりましたのでごく簡潔

にご報告したいと思います。 
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ソフトウェアの弱さ。これは第 2 回委員会でもご報告いたしました6。実はほかの分野では

技術導入は減っているんですけれども、ソフトウェアだけは急速に増えている。技術輸入と輸

出の貿易収支比が0.1です。もっと問題なのはこういった情報が報告されなくなり、弱さが見

えなくなってしまったことです。 

 

 

 

もう一つ大きなポイントは、これは岩橋さんから指摘していただきましたが、ユーザー系情

報システム子会社の存在です。ユーザー系情報システム子会社というのは、メーカーが自らの

情報部門を分社化して、ソフトウェア会社として自立させたものです。日本ではソフトウェア

会社全体の約3割をこのユーザー系情報システム子会社が占めている。ところが、ほかの国で

は全くそれが見られない。IBM も GM も GE も、どこもソフトウェアは自社のなかに抱え込んで

いる。これこそが自分の会社の将来を決めるものだという意識があったからです。 

日本でも、特に鉄鋼関係で、 近これを反省して、少しずつ呼び戻しが起こっているようで

すが、日本だけでこういう現象が起こったということは指摘しておくべきだと思います。 

 

                             
6第 2回記録集(CRDS-FY2010-XR-02)を参照 
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それから、大型ガスタービン事業の現状。純粋に日本の製品と言えるものが、わずか 5％し

かありません。 

 

 

 

システム関連のファンディングの状況ですが、横軸は年度で、縦軸は研究費の金額です。研
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究課題のアブストラクト中に「システム」という単語と、「モデル」または「数理」または

「理論」という単語を含んでいる課題、これをシステム科学的な視点を持つ課題であると仮定

し、その額を青で示していますが、紫で示した科研費の総額が増えている中で、僅かながら減

少傾向にあります。 

 

 

 

これは、先ほど説明したシステム科学的な視点を持つ課題を分野別に分類してみたグラフで

す。技術の分野、特に工学で減少してきているということが明らかです。 
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戦略的創造研究推進事業関係ですけれども、我々が見たところ、残念ながらシステム科学に

関連のある課題はこれぐらいしかない。広めに拾ってもこの程度だということです。 
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学会でもシステムという名前をつけることはふえてきていますし、あるいは研究教室、大学

の組織としては、システムというのはどこかで含んでいる学科はふえてはいる。つまり一応ニ

ーズは上がっているのではないかという気はしています。 
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まとめですけれども、科学技術の進化と変貌、システム科学技術が駆動してきたという事実。

それから、高度成長期には日本のシステム科学技術は世界的なレベルにあったということ。さ

らに、80 年代の製造業の世界制覇による成功体験と 90 年代の危機が伝統回帰へと向かわせ、

「ものつくり」路線が定着化した。90 年代後半の科学技術の国家戦略化が「目に見える科学

技術」へ傾斜する傾向を強めた。それによってシステム科学技術が忘れられたということです

ね。システム科学技術の振興なくして日本の科学技術の未来はない。 

吉川先生が冒頭におっしゃいましたが、観察と構成の非対称の克服こそがすべてを解決する

一つの道だろうと思います。日本の国のシステム化が進んでいないのではないかということ、

まさにそこが大きな問題で、研究者はいることはいるのに、大きな日本の科学技術の流れと結

びついて貢献していない。システム化というもののスコープをそこまで広げて考えていく必要

があるのではないかとも考えています。 

 時間が超過してしまいましたが、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

<質疑応答> 

○桑原 

中間報告書に「2．3．1 モジュール化と規格化はシステム技術の出発点」という節があり

ますね。これは全く違うと思います。システムができ、しばらくたってこれは世界で通ずると

判断し、量的展開をする。量的展開をする時には、モジュール化や規格化は非常に大事ですが、

出発点という認識は違うのではないでしょうか。 

○木村 

出発点とした意味は、プレゼンの中で、一つの例としてフォード・システムを挙げましたよ

うに、流れ作業を可能にするためには、各部品の間に互換性と規格がないと駄目ですよね。互

換性と規格がないと。 

○桑原 

部品とシステムは別のものですよね。それはシステム技術ではないと思いますが。 

○木村 

おっしゃる意味はわかりました。私が言いたかったことは、システム全体のモジュール化で

はなく、システムの要素のジュール化が出発点であるということです。 

○吉川 

業務システムとITのシステムをちゃんと定義したほうがよいですね。 
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○桑原 

中間報告書は、システム技術で全部大枠が決まっていて、システム技術の発展という項目を

書いておられるので、違和感が非常に強いです。 

○大竹 

今の内容ですと、インナーサークルの話になっている気がします。システム科学技術が重要

であるという結論はいいのですけれども、社会が変わっているということを考えなければいけ

ないのではないか。多分「はじめに」のところに書くんだろうと思いますが。 

○木村 

そうですね。 

○大竹 

問題は、このままだとかつての精神を復活させればいいのかという風にしか読めないことで

す。成功例がレガシーだけになっちゃうと、中間報告としてはちょっとさびしいかと感じまし

た。 

第1回で桑原さんもおっしゃいましたが、日本がちゃんと稼げる産業がない。ベトナムの高

速鉄道は国会で否決されてしまいましたけど、日本の新幹線を売ろうというのでは駄目で、新

幹線も道路も航空も、ベトナムが幸せになるような交通システムを、まず非常に偉ぶると「日

本がつくってあげます」。それでは駄目だから「一緒につくりましょう」。そこまでいくと、

国外に対するシステム的な産業。国内に対してはどうかというと、日本、先進国は物質的には

かなり満たされていますから、物質ではなく付加価値の部分へいきますね。しかし、開発途上

国はまだまだ物質的である。そうすると、国外に輸出にするものと、国内向けのものと、それ

が時間的な差なのかどうかわからないけれども、違ってくるはずですね。そういうことをトー

タルで考える必要がある。 

システムという、要素のどことどこを結んでいるかという観点でいうと、そういうところを

もうちょっとにおわせておかないと。 

○木村 

そのとおりですね。60 年代に戻れというつもりはありません。60 年代は何かの目標がはっ

きりしたところへのシステム技術の適用でしたから、今の時代とは全然状況が違います。そう

いう意味で、今のシステム技術は、かつての新幹線や製鐵とは全然別の難しさがあるというこ

とも書かなくてはいけないですね。 
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○桑原 

新幹線は世界銀行から融資を受けましたから、やり戻しを何回もやって、日本がどうなれる

かという議論を 初に凄くやったんです。今、私は水のシステムをやっていますけれども、ベ

トナムとかあの辺に、日本の水のシステムを売りますといったところで売れやしません。例え

ば、「20 年後、30 年後は世界の気候がこう変わり、ベトナムのところの気候はこういうふう

に変わってくるでしょう。今後国内で産業が立ち上がってきますから、社会状況の変化で水の

需要も大量になります。こういった将来の社会状況を考えると、こういう水計画が必要なので

はないでしょうか」という議論を、現地の大学の人間も入れて一緒にやっていかなくては駄目

なんです。 

ですから、今、大竹さんが言われたことに私は大賛成ですね。 後の 4 章「何をなすべき

か」というところに匂わせておいてはどうでしょうか。 
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4. パネルディスカッション 記録 

 

○植田  

それでは、パネルディスカッションを始めたいと思います。私は、今日司会をやらせていた

だきますCRDSの副センター長の植田です。よろしくお願いします。 

 タイトルは「システム科学の役割を考える」ということですが、前のプロジェクターに書い

てあるように進めていきたいと思います。 

 

 

 

 パネリストの4人の方を紹介致します。 

はじめに、産業技術総合研究所のヒューマンライフテクノロジー研究部門長の赤松幹之先生、

ご専門は人間工学です。 

 次に、キャノンのデジタルプラットフォーム開発本部の副本部長で、コンピュータサイエン

スがご専門の丸山宏先生です。 

 そして、国立環境研究所の理事で、計数や計測学がご専門の安岡善文先生です。 

 後に、CRDSの上席フェローで東北公益大学の大学長の黒田昌弘先生です。経済学がご専門

です。 
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 まず、この4人のパネリストの方から、7分程度それぞれご発表いただきまして、その後、フ

ロアの方々から、今までいろいろお聞きになっていて、ぜひご発言したいという方も多くいら

っしゃると思いますので、メインテーブルの方だけでなく、皆さんから質問なりご意見等をい

ただいて議論したいと思っております。 

 後、時間がありましたら、先ほど木村上席が話しましたように、この委員会は、今まで現

状分析を主にやってきて、何が問題かということを調べてきて、秋に向けて“今後何をなすべ

きか”ということを検討していこうということですので、日本でシステム科学技術が弱い原因、

あるいは、そういうところだけでなく、“今後何をなすべきか”ということについても、パネ

リストの方々に自由にご発言いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、赤松先生からお願いいたします。 
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産総研の赤松でございます。今ご紹介があったように、専門は人間工学で、主な研究は人間

の行動のモデリングを仕事にしています。具体的には、大量な行動データからモデリングをす

るという、先ほどの椿さんのお話とかなり関係するようなことをやっています。さらにその対

象も、自動車の運転行動を専門にしていて、その関係で安全運転支援システムの評価というこ

ともやっています。 

 それから、もう一つは、吉川センター長が産総研時代に始められた第二種基礎研究をジャー

ナルにするという仕事もしています。これは、研究成果を社会に生かすためには、いかにして

要素的な研究を統合していくべきかという方法論を確立することが目的です。それで

『Synthesiology』という名前をつけたジャーナルを発刊して、その編集幹事をしています。 

 いろんな意味でシステム科学に関係しているんですけれども、今日は7分間という時間です

ので、少し一般的な話を話題提供しようと思います。特に一つの大きな課題である、これから

“何をなすべきか”ということを考える上において、そもそもシステム的思考というのは難し

いということを理解する必要があります。そこで、なぜ難しいのかという話を、私が考えてい

ることをお話ししたいと思います。 
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 そもそも日本人はシステム思考が苦手か、という点については、木村先生がよく日本人はだ

めじゃないかと話されるのですが、本当にそうかなという話を少しだけします。まずここに、

システムという言葉の語源は何かというのを、オックスフォード英語辞典からの引用を示しま

す。システムというのは、組織された全体とか、政府であるとか、構成であるとか、人間の体

であるとか、なぜか音階という意味もあります。元のギリシャ語の語源はこういう単語で、英

語でいうと、ジャーナルの『Synthesiology』の頭の“Syn”と一緒で、一緒にするという意味

です。そういう意味と、「イータ シグマ タウ アルファ」という、これは物事を組み上げ

るという意味の単語のうちの、語根という意味をなす部分であって、当たり前の話ですけれど

も、要素を組み合わせて全体をつくるという意味のギリシャ語だそうです。皆さんが定義され

ているように、システムとは何かというと、一般的には要素が互いに関係して全体として機能

することだというふうに考えられます。 

日本人がシステム思考が不得意かという議論のときに、キリスト教的考え方と仏教的考え方

の違いによるものだと私はいつも思います。実は、仏教的なものの見方というのはシステム的

な考え方であると、私はそう思っています。 

 キリスト教というのは何かというと、唯一神的な世界観であって、すべては神様が決めます

よという考えです。そういう考え方は、結局行きつくところは還元論になってしまいます。
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終的にだれかに責任を負わせるという意味では還元論的考え方で、そもそも自然科学というか、

西洋科学というのはこういうキリスト教的発想があるから、ああいう還元論な科学史ができた

と言う科学者の方もいらっしゃいます。 

 それに対してここにあるのは仏教の般若心経にある有名な言葉で「色即是空、空即是色」で

す。これはどういう意味かというと、「色」というのは人間の感覚で知覚できるものであって、

それはすなわち「空」ですよと。「空」というものは、すなわち人間の知覚できるものですよ

と言っている。これは何を言いたいかというと、「空」というのは空っぽという意味ももちろ

んあるんですけれども、仏教の世界では「縁起」、関係性ということを意味していて、何らか

の関係性があるものを我々は知覚するんですよ。関係性を理解するということは知覚すること

なんですよということを言っているというふうに解釈されています。 

 これはどういうことかというと、例えば私自身、今、いすに座っているわけですけれども、

「いす」というものをいすと認識するには、座るという行為の中で関係性があって初めていす

になるわけで、これに乗っかってものをとるときは踏み台として使われて、それはいすではな

いわけです。そういうふうにどういう関係の中で、ある関係を持つことによってものの存在と

いうのが初めて見えてくるんですよということですね。ここで「存在」と言っているのは、い

わば「意味」ということであって、物事の意味というのは関係性によって初めて成立するとい

う言い方に換えても問題はないというふうに思っています。 

 その仏教的な世界観で言えば、固定的な実在は存在しないというふうな見方になるわけで、

まさに仏教の考え方というものはシステムですよと言っているわけです。そういう意味では日

本人はシステム思考が苦手であるはずはないんですけれども、残念ながら仏教的思想を日本人

がみんな理解しているかというと、そういうわけではないので、これが真か偽かはよくわかり

ませんという話です。 
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では、そもそもなぜシステム的思考が容易ではないのかということを考えてみると、これも

皆さんおっしゃっていることなんですけれども、一つ目としては、全体と個を同時に見ること

ができるかということです。先ほど言いましたが、システムというのは、要素がそれぞれ関係

して、全体として機能を持つという定義からすると、発揮されている全体ということと、個の

問題を同時に見るというのは結構難しいわけです。ミクロ的な要素の関係と、全体の機能の関

係というのを、同時に理解するというのはなかなかできないわけです。 

 もう少し具体的に言えば、個別の要素の動きが全体の機能にどう反映するのかというのは直

感的にはなかなかわからないし、逆に全体の機能を実現するために要素同士をどうしたらいい

か、要素間の関係をどういうふうにつくっていくかという、全体から要素に落とすプロセスと

いうのは難しいわけです。言い換えるとこれは抽象概念から具体的な技術や要素に落とす必要

がある。逆に個別の要素から概念をつくっていく。その変換というのは多分難しいわけです。

これはこの後、丸山さんがお話されると思いますけれども、抽象的な概念をいかに具体的に落

とすか、このプロセスが、日本人だけではなく誰にとっても難しいと思うんですね。そこが一

つのポイントになるのではないかというふうに思います。 

 一般にシステムというのはこんな模式図をかくわけですけれども、システム全体に幾つかの

サブシステムがあってというふうに、幾つかのサブシステムに落として、そのサブシステムは

さらにまたあるシステムを構成して、その中のサブサブシステムがまたあるシステムを構成し
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てというふうにして構成されることが多いわけです。というか、そういうふうにしないとなか

なか具体化できないわけです。 

 こうなっているので、マクロ的に見たシステムのレイヤーと、ミクロ的に見た、小さく見た

レベルでのシステムの理解というのが、うまく対応がつかなくなってしまうので理解はしにく

いわけですね。さらに言うと、ここのレイヤーで大事なことというのは、必ずしも別のレイヤ

ーでは大事ではないということがたくさん起きるわけです。あまりいい例ではないかもしれま

せんけれども、ある病院で薬剤部が投薬ミスをなくそうとして、取り間違いをなくすような工

夫をしてやっているんですけれども、その後、全部の薬を全数チェックするので、個別のピッ

クアップを多少間違える率が減ったとしても、トータルの間違いとしてあまり変わらないので

す。そういうふうにシステムをつくっているときに、サブシステムを一生懸命つくってしまう

のだけれども、上のレイヤーで見たときは大して意味のないことに頑張ってしまうということ

が起きやすいわけです。そういうレイヤーの違いのところの変換が結構難しいんだろうなと思

います。 
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それから、要素間の関係の理解ということ自身が難しいというふうに感じています。システ

ムの絵をかくときに、よくこういう“○”をかいて、それを要素とみて、次に矢印を引くわけ

ですけれども、この矢印が何をあらわしているかということの記述法がいろいろあります。単

純に足し算的な場合、掛け算的な場合で、ダイナミックなシステムであれば微分方程式や、た

たみ込み積分であらわす。私がやっているような、大量データからの行動モデリングですと、

ベイジアンネットであれば「条件付き確率」を表している矢印をかくわけですね。 

 物理的なシステムの関係の記述だけではなく、情報システムであれば、ただ「情報を受け渡

す」というのに矢印をかきます。でも、その中には、ただ受け渡すだけではなくて、例えば時

間的な同期性であるとか、どこから来た情報なのかという位置関係なんかは同時に渡してあげ

ないと本当はうまくいかないこともあります。システムによってその記述が多種多様だと思い

ます。要するに、同じシステムを絵にかいたときに、ただ単に矢印とかいてあるものが、中身

は何なのかというのが、そのシステムをよく知らないと、矢印の中の意味がわからないわけで

す。絵は一見同じだけれども、やっていることは全然違ったりするわけです。その辺の統一的

な表現は何か必要ではないだろうかなという気はしています。 

 数回前のこの委員会で数学の話が出てきましたけれども、そもそも関係を表現する数学とい

うものが実は足りてないのではないかという気がします。これはうちの部門のメンバーが私に

言ったことの受け売りなんですけれども、現在の数学というのは基本的に集合論がベースにな
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っていて、数学教育は集合論教育が中心となっている。しかし、集合論というのは本質的に要

素還元論になっています。したがって、要素還元論ではない数学というのをやらなきゃいけな

いのではないかと言っています。具体的には、圏論という、全体を表現する数学の表現が必要

であると言っている。集合論も圏論の一部なんだそうです。関係性を表現する数学の教育もあ

るべきなのでしょう。今、小学校から集合論をやらされてしまい、集合論が身にしみついてい

て、圏論的なものの見方になっているのかもしれません。 

 それから、個別要素の機能的理解というのも結構難しく、物理的に同一の要素であっても、

組み込まれるシステムによって発揮する機能が異なるということを理解することも難しいわけ

です。先ほどいすを例として出しましたけれども、いすがいすと見えるのは座ったときであっ

て、脚立として使うときは脚立としての機能がある。でも、我々はいすというのはつい座るい

すと思って見ちゃうわけですね。だから、脚立として使うときに土足のまま乗ったら怒られち

ゃうわけだけれども、脚立として使うんだったら別に土足で上がっても構わないのではないか

というわけです。 

 そういう意味で、同一のものを独立したものとして理解するというのが今までの自然科学的

な理解であって、固定的な実在の理解が自然科学的な理解であったわけです。しかし、システ

ム的な理解は、実在的な理解ではない仕方で理解しなければならないので、これも難しい点だ

と思います。 
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私が専門としている生体システムとか人間システム、恐らく社会システムも関係あると思う

んですけれども、この観点からも少し話をしたいと思います。木村先生が 初に、できれば人

工的なシステムをこの委員会では対象にしたいとおっしゃったので、少し話がずれてしまうこ

とをご容赦いただいて、人間・生体システムということを考えたときに、難しい問題の１つは、

システム全体が確率変数的にゆらいでいるということで、これは人工システムと決定的に違う

ところです。このゆらぎが、精度が悪いためにゆらいでいるというふうに考えることもできる

んですけれども、生体というのは色々な環境変化に適応するために常にゆらいでいると考えら

れます。ある特定の機能を発揮するためだけにガチガチにつくられているシステムというのは、

環境の大きな変化などに耐えられないわけです。ですから、生物としてわざわざゆらいでいる

ので、ある特定の機能に限定して、それに対して要素がどう関係しているかというような固定

的なシステム的な見方というのは、生体システムにはあまり合いません。 

 それから、生体システムとか人間のシステムの機能というのは非常に多面的で、いわゆる複

雑なシステムです。これに対して、ある観点で理解するためにモデル化した時点で、非常に多

くのものを捨象してしまうということがよくあります。どれを本当に捨象していいかどうかと

いうのは非常に難しい問題で、できるだけシンプルに理解しようとするあまり、ノイズとして

多くのことを無視することになる。  

さらに、特定のある要素を見たときに、その要素は異なるサブシステムの要素として機能す
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るということが生物の場合あるわけです。例えば、血圧は血液を送るシステムの中の一部とし

ても機能しますし、別のシステム、例えば血管壁に刺激を与えるシステムの要素としても機能

しています。したがって、ある一面だけ見て、それでよしと思って介入してしまうと危険なこ

とが起きるわけです。例えば向精神薬ですが、うつ病になったときに向精神薬を飲めば一見症

状は回復するわけですけれども、そのために自分自身の脳の中から向精神薬の機能を持った物

質が出るのが抑えられてしまいます。だから、全体のシステムとしては崩壊させているんです

けれども、症状を治すというシステムの中ではうまくいっている。そこが非常に危険なわけで

す。 

 私自身が仕事で対象としている安全運転支援システムも、安全運転のために開発したのだけ

れども、それに対する過信とか依存性が始まって、かえって危なくなるのではないかという議

論もあります。常にその裏側が存在するということで、そこが人間を対象にしたシステムの難

しい課題であるし、システム的な思考をただ導入すれば良いものでもなく、新しい別のシステ

ムの見方が必要なのではないかなというふうに思っています。 

 

○植田  

どうもありがとうございました。 では、続きまして、丸山先生にお願いいたします。 
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 丸山です。私、ご紹介いただいたようにコンピュータサイエンティストで。コンピュータサ

イエンスの歴史というのは、複雑さを扱うというか、抽象化の歴史でもあるわけです。今の赤

松先生の話にもありましたけれども、抽象化が本当に我々が持っている 大の道具なのかとい

うことに関しては少し疑問に思うところがございまして、そこを少しお話ししたいと思います。 

 

抽象化という概念はすばらしいことですね。例えばテレビという抽象化があって、ボタンを

押すと、この裏には非常に複雑なシステムがついているわけですけれども、ボタンを押せば見

えると、そういうすばらしい抽象化になっているわけです。 
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抽象化という言葉を、私は少し広い意味で使わせていただきます。 

例えば工学的な観点ではモジュール化とか、あるいは、詳細の隠蔽とか、そういうような意

味で使いますし、それから、組織論とか、そういうような世界では、例えば組織を階層的に構

造化することによって、例えば社長は本部長と話していれば経営しているつもりになれるとか、

それから、サイエンスの世界ではたくさん出てきた還元主義とか、あるいは、よくある「オッ

カムの剃刀」みたいなものがあります、単純なものが美しい。そういう、ある意味で強迫観念

が抽象化につながる概念だと思っています。 
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 抽象化に対して2つの疑問があります。 

私が以前IBMという会社にいたときに、どんどん複雑化するコンピュータシステムをどうや

って扱っていくかということについて色々な議論をしました。そのときに、抽象化して細部を

隠蔽することによって、手に負えるサイズの問題にしようとします。ところが、これは漏れが

出てきてしまうんですね。抽象化して扱っているつもりなですけれども、例えばある性能を出

すためには細部まで見ないとわからない。だから、結局のところ非常に複雑な細かいところま

で見ないとシステムはつくれないということが起きてきているのを、何度も見ています。そう

いうことを逆手にとってもっといいシステムをつくるという意味では、すり合わせ開発みたい

な概念もあるのかもしれません。ですから、抽象化が必ずしもうまくいっていなくて、細部が

漏れてきてしまうことが避けられないということが第1点です。 

 第2点は、今、赤松先生のお話にありましたけれども、例えば人間の社会の問題ですとか、

あるいは、生体の問題ですとか、そういうものは還元的に分けてもわからないのではないか。

福岡伸一先生が世界を分けてもわからないとか7、生物の無生物の間8みたいな本を書かれてい

ます。あるいは、社会経済のもの、あるいは、先ほど言いました組織の問題でも、世の中がど

んどんグローバル化してきて、例えばキャノンなりIBMなり大きな会社ですと、社員同士がた

くさん話すわけです。つまり、単なる階層的な構造だけではなくて、社員同士が非常に有機的

な構造があって、その構造全体というのは実は抽象化ではわからない世界になっている。そう

いうものをどうやって把握していったらいいのかが、まだわかってないように思います。 

                             
7 福岡 伸一「世界は分けてもわからない 」(講談社現代新書)（ISBN-13: 978-4062880008） 
8 福岡 伸一「生物と無生物のあいだ」(講談社現代新書)（ISBN-13: 978-4061498914） 
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 そもそも何で我々が抽象化という道具立てを必要とするかということを考えてみますと、そ

れは人間の理解力に限界があるからなのだと思います。人間の短期記憶は7チャンク±2とか

いうようなことを言われますよね。人間が一度に把握できる理解の範囲というのは非常に限ら

れているわけです。科学技術というのは過去2000年間、非常に進歩してきましたけれども、人

間の脳のキャパシティとか理解力というのはほとんど増えていないわけです。ですから、扱う

ものが複雑になっているにもかかわらず、我々人間の能力がふえていない。だから、我々は何

とかして抽象化してシンプルにして、我々がわかるようにしたいのです。 

 でも、今、私たちは新しい知的能力を獲得しつつあるわけです。それがコンピュータなわけ

です。先ほど新幹線とか製鉄所の話が出ましたよね。製鉄所はものすごく複雑なシステムで、

1人の人が把握してそれを制御することは全く不可能なわけですけれども、今はコンピュータ

があるから何となくそれができているわけです。それは本当に保証されてできているかという

と微妙なところがありますが、とにかく何かできています。 

 それから、数学の問題ですと、四色問題の証明というのがあるらしくて、これはどんな優秀

な数学者の方でも一人で見ては絶対にわからない証明なのだそうです。それがコンピュータの

プログラムで証明されている。同じようなプログラムが何度も何度も書かれて、プログラムそ

のものは証明されていないけれども、たくさんの人がやっているから、どうやらこれは証明さ

れたようだというようなことが行われているようです。ですから、コンピュータというものの

力を借りれば、抽象化しなくても、簡単化しなくても、問題が解けている、そういうようなも

のがあらわれつつあるのではないかというふうに思います。 
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 システム科学が複雑性を扱うような学問であるとすれば、複雑なものを単に細部を切り捨て

て簡単化して、簡単化したものだけを扱うという学問ではなく、複雑なものを複雑なまま扱え

る、そういうような道具立てになってくれないかと思います。もしそういうことが起きるとす

れば、人間の判断力、理解力を超えた能力を持つ知的機械、コンピュータか、あるいは、その

コンピュータの発展形になるのだと思いますが、そういうものが大きな力を占めるんだと思い

ます。 

 赤松先生の話をより抽象的にした話になってしまいましたが、フード・フォー・ソートとい

うことで、ご議論にしていただければと思います。ありがとうございます。 

 

 

○植田  

どうもありがとうございました。 引き続きまして、安岡先生にお願いいたします。 
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少し具体的な話として、私は環境分野でシステム科学技術がどう使われるかということに関

して、その期待を述べたいと思います。 

 まず、環境研究においてシステム科学技術というのはどう使われているかという話をした上

で、将来的にこれをどう使いたいかという話をします。 
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環境の研究というのはどういうことかと言いますと、基本的には自然と人間の相互作用を記

述し、それをよくするということです。人間は自然からエネルギーと資源を得て、そしてそれ

を利用して、廃棄してきました。その過程で資源が枯渇し、地球表面が改変してきた。その影

響が自然にあらわれ、そして人間社会にあらわれる。その影響の中に負の影響がかなりありま

す。この負の影響をいかに減らすか。そして、ここにフィードバックが入ります。この持続的

な循環がないと環境がうまくないということになります。このフィードバックを生かすために、

個々の要素がどういうふうに振る舞わなければいけないか。そして、全体がどう振る舞わなけ

ればいけないかというのを、計測、モデル化、評価、そして、改善する、これをやるというの

が環境の研究だと思います。そのそれぞれの個の部分ですね、例えば生態系をやっている人、

水の研究をやっている人、それぞれが全体のフィードバックの中で、どうあるかというのを知

らなければいけないというのが、環境研究におけるシステム科学技術としての本質だろうとい

う気がしています。 
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 環境科学技術というのは、適切な要素に分解するということ、それから、要素と全体の振る

舞いを見る。そして、要素と全体の振る舞いを望ましいものにすることだと思います。それを

言葉にすると、「自然、人間、社会を適切な要素に分解し、各要素と各要素のつながりを適切

に記述することにより、要素及び全体の振る舞いを予測する。それを望ましいものにする」と

いうことです。実はこれはこの委員会が暫定的に定義しましたシステム科学技術、システム技

術、それからシステム思考の定義と非常によく似ています。ちょっと私の定義と違っている、

細かいところはありますが、基本的には同じような部分がある。ですから、環境研究における

方法論というのは、システム科学技術が持っている基本的な役割だろうという気がします。 
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注意しなければいけないのは、境界条件です。例えば非常に狭い範囲を見ているか、大きい

範囲を見ているか。地球を見るか、例えば水俣湾を見るかとか。時間軸は1年なのか1000年な

のか。それから、もう一つ、学問の領域を超えるという点があります。これは一番初めに吉川

先生の話にありましたが、領域を超えるということで、環境研究には本質的です。 

また計測データが山のように得られるようになりました。そういうデータを使って、先ほど

から話がありますようなモデルというものが動いています。2100年までをモデル化するわけで

すが、ここには生態系の動きも入り、大気の動きも入り、水の動きも入っている。さっきの循

環をモデル化したようなものになっています。 
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 システム科学技術として本質的な例を一つ紹介します。我々は2020年までに25％削減しよう

というふうに決めました。それは、とりあえずは全球の気温上昇を2℃以下に抑えようという

安定化目標があったわけです。すると、全体の濃度を475ppmに抑えなければいけない。それか

ら、2050年の全体を50％以下に削減しなければいけない。日本はそれ以上と、こういう帰結が

出てくるわけです。それぞれのところには、例えばモデルが使われ、観測が使われ、ありとあ

らゆるシステム科学技術の技法が使われています。ただ、 後に行きつくところは2℃に抑え

るということであり、そのために2020年までに25％削減しましょうということだったわけです。 

 この流れというのは、個別のところは改善していくにしても、安定化目標を立てて当面何か

をしなければいけないということは、基本的には変わらないというふうに思っています。その

過程が複雑であるだけに非常に難しい。でも、それはやらなければいけないだろう。そういう

ことで、25％削減というのが出て、いろんなシミュレーションモデルが使われました。 
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 システム科学技術でこれからどうやって役に立っていくのかというのは、私はこういうふう

に思っています。 

我々は今まで科学技術空間にいました。私は計測屋だったわけですが、これも一つの科学技

術的空間です。一方、いろんな問題があります。吉川先生が言われた現代の邪悪というのは問

題空間にあるわけです。研究者はどうしても、「私の計測工学というのはあれにも使えるこれ

にも使える」と言うわけですね、情報の人もいろいろ言います。ところが、実際に環境問題を

解決するためには、いろんなものを集めてこなければいけない。課題解決の発想にいかなけれ

ばいけないということになりました。そうすると、学問の境も業種の境も越えないといけない。

これが我々に今問いかけられている。 
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 際（きわ）を越えるということがシステム科学のポイントではないかという気がしています。

学際とか国際とか業際とか、要素をつなぐ方法論としてシステム科学技術が重要な役割を果た

すのではないか。 

日本では際というのはいろんなところで使われていました。「土俵際」とか「引き際」とか

「死に際」とかいろんな「際」が使われて、「きわ」という言葉で使われているんですね、

「さい」ではなくて。「きわ」という言葉で使われているときというのは、どちらかというと、

あっちからこっちへ越えると別の世界に行ってしまう。それをつなぐということを日本は文化

的にあまりしてこなかったのではないかと思います。しかし、これからは「際」を越えないと

問題は解決しないだろうという気はします。 
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例えば学際的アプローチ、これはいろんな学問分野からいろんなものを集めてくる。それか

ら、横幹的なアプローチというのは、横断的にそれを切って、例えば統計学なんかは典型的な

例だと思いますけれども、どの分野でも使われているけれども、それぞれ違った個性を持って

いて、それぞれの空間で別々に発展してきた。それぞれの学問分野もどんどん拡大してきた。

こういう方法論をシステム科学がどうやってつなぐのか。 
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自己拡大はそれぞれの学問分野に任せればいいと思いますが、例えば横幹的なアプローチと

か学際的なアプローチにどういう方法論があるのかというのを見つけていかないと、上と下は

つながらない。この全体が見えてこない。冒頭の図に戻りますが、負の影響を減らすにはいろ

んなことをやらなければいけないわけですが、このフィードバックを生かすために、生きたも

のにするためには個々の要素と全体を見ながら全部を押さえていかなければいけないという気

がいたします。 

  

○植田  

どうもありがとうございました。それでは、 後になりますけれども、黒田先生、お願いい

たします。 
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黒田でございます。 今日ご参加の先生方は、システム科学のご専門もしくはそういった分

野に関連した科学のご専門の先生ばかりで、私は唯一社会科学と申しますか、経済学が専門で

すので、若干トンチンカンなことを申し上げることになるかもしれません。しかし、経済学と

いうのも 終的には、今日多くの先生方がご提案されているように、ある意味で社会システム

としてシステムを経済合理性に基づいてどう設計していくかというのが使命だと思っています。 

 ですので、いろんな意味でのモデリングということを多くやってまいりました。私自身も40

年ぐらい前から経済モデルをやっているわけですけれども、私が大学院のマスターのころに初

めて、文科系では早いほうだと思いますけれども、IBMの1620というトランジスタのコンピュ

ータが入りました。そのトランジスタはわずかに4Kしかメモリーがなかったのですけれども、

画期的なコンピュータツールであったということで、その前はタイガーの手回しの計算機みた

いなものしか使っていませんでしたので、非常に感激したのを覚えています。それからのコン

ピュータの進歩の速度というのはご存じのように長足でございますけれども、経済学がそれに

比例して進歩したかというと、必ずしもそうでもなくて、わからない部分のほうが増えてきた

というのが現状だろうと思います。 
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吉川先生の定義そのものですけれども、「システム科学は、実体の分析（還元）及び実体の構

成を行うことのできる方法を提供するもの」でで、「個別要素技術の“糊付け”の役割を果た

す」。これが先生の定義されたシステム科学ということだと理解しておりますけれども、ここ

で社会のシステム、もしくは経済学が対象としている人間の経済社会そのものも、実は人工物

であるということを頭に置かなければいけないのだろうと思います。そういう人工物を対象と

して経済学がやろうとしていることは、まさにシステム科学といってもいいと思うのですが、

経済社会システムの要素分解をすることです。ところが、果たして経済社会システムの要素分

解が可能なのだろうか、どのくらいできるのだろうかということが問題で、それを一つ考えな

ければいけない。 

 もう一つは、これも吉川先生がまさにおっしゃいましたように、そういう要素技術を分解し

たものを合成したときに、合成したものが逆に実体の経済システムを再生できるのか、再現で

きるのかという問題、非可逆性とおっしゃいましたけれども、その問題が経済現象には非常に

大きな課題であるということだろうと思います。 

 もう一つのシステム科学との関係でいきますと、何らかの形で要素がわかり、そして、それ

を合成して一つの社会システムになぞらえたモデルができたとします。それに対して 適化と

いうソリューションを得ることの意味は、経済システムとして何か意味が持てるのだろうかと

いうことがもう一つの大きな課題だろうと思います。 
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 一つ目の問題である経済社会システムの要素分解の可能性。これは計量経済学を中心にして

ずっとやってきており、今も多くの方々がそれに携わっていまですけれども、その実体はまさ

に相互依存的で複雑です。その間に自然だけではなくて人間が介在する、かつ、人間が開発し

た技術、社会システムが介在するという意味で、分析単位そのものがなかなか複雑な、巨大な

実験室を社会システムそのものが構成していると言えます。その社会システムとしての巨大な

実験室というのは、法制度であるとか、歴史的慣習の蓄積といったもの、それから、過去の技

術の蓄積、そういった人工物の総合物になっております。もちろん、どんどん変わっていく自

然物そのものの要素も絡んでいる。そういうものの集積の成果が巨大な実験室を我々に提供し

ているというのが経済学の対象だろうと思います。 

 通常の科学というか実験可能な実験科学であれば、そこに対して何らかのコントロールド・

エクスペリメントをやって、要素に分解して、分解した要素の中身にある法則性を見つけてい

くということになるわけです。けれども、残念ながら、 近は実験経済学というのもあります

けれども、まだまだ不確実な要素が高くて、実際には、巨大な実験室から出てくるデータを見

て、そのデータがどうジェネレートされているのかという、データ・ジェネレイティング・メ

カニズム（Data Generating Mechanism）の構造を探っていかなければばいけない。 

 問題は、要素に分解したコントロールド・エクスペリメントがどのくらいできるだろうかと

いうことが問題で、どこまでコントロールして、何をコントロールしないかということもコン

トロールできませんので、実験室の中からデータをとることそのものに、ある種のモデリング

が必要だということが経済学の大きな特徴だろうと思います。 
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仮に要素が何らかの形で分解されて、一つ一つの構成要素がかなりロバストに押さえられた

とします。そしてそれを構成してシステム化をしたときに、実体としての経済社会システムを

再現できるか。これがまた非常に大きな課題であります。というのは、今度は要素をそれぞれ

システムとして構成化したときに、他の要素に対してその要素が相互依存的に影響を与えると

いうことで変わっていく可能性がある。そうすると、その変化も含めて実際の経済の実態がど

う動いているかということを、構造体として把握することをやらなければいけない。これが非

常に難しい課題と思います。 

 例えば先ほどの安岡先生のご研究でありますように、環境の問題というのは、気象現象とし

てもしくは環境の現象としての観測事実は非常に多くの蓄積があって、かなりロバストに積み

上げられていると思います。それに環境税や排出権を適用することによって、どうやったら排

出量を抑え込むができるかということを政策課題として考えようとしますと、途端に環境税を

どれだかにするかが人間の行動を変えてしまう。人間の行動を動かすパラメータそのものが変

化してしまうという非可逆性を持っている。人間の行動がどう変わるのかということを含めて

考えようとしますと、行動仮説そのものに心理学とか社会学とか、その他の行動科学の領域と

の融合がどうしても必要になってくると思います。 

 それでは、モデルができたとして、そこに 適化ということが適用できるだろうか。 
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科学に対する社会的期待を探求して、それを実現するというのが戦略の命題であるとすると、

その 適化という基準をどこに求めることができるだろうか。 

効率性ということがシステム上は可能かもしれませんけれども、効率性を目指すという尺度

だけで社会的期待が実現できるのかどうか。できないとすれば、その実現のための戦略を練る

こと自体が 適化の一つの基準になるかもしれない。そういう意味では、社会的期待を実現す

るには、しばしば現実にある社会的な制度が社会的期待の実現を阻害している場合も非常に多

いわけで、こうした阻害要因を発見してシステムを再構築するということ自体がシステム科学

としての 適化だというふうに考えなければいけないわけです。効率性をモデルの中で追求す

るというだけの 適化では、社会全体のシステムの 適化には結びつかないのではないか。 

 そういう意味では、経済学が、私のようなトラディショナルな経済学かもしれませんが、や

っていることというのは、不確かかもしれないけれども、システム構築に結びつけてあるシミ

ュレーションをやって、そのシミュレーションに基づいて政策のメニューを国民に提案する。

政策メニューから選択をするのは、社会に任せようというのが経済学の現状のスタンスだろう

と思います。 

 しかし非常に難しいのは、メニューを提示するときに、構造パラメータが果たして安定的に

得られているかどうかという点です。環境モデでは、例えば価格が1％上がったら、価格弾力

性によってエネルギーがどのくらい省エネされるだろうかという、弾性値そのもののロバスト

ネスを検証することが重要なわけですけれども、その検証そのものがマクロの経済ではほとん

ど不可能に近い。そうすると、ミクロな経済の中で技術との連携においてそれを考えるとする

と、また膨大な要素技術との接点を見つけなければいけないという問題が出てきます。メニュ

ーの提示そのものがまだまだ不確かなものにならざるを得ないのです。 
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人文社会科学、経済学に対しての社会的期待、科学技術政策の中で何を求められているのか

ということについては、各々の要素とその要素間の相互依存性をロバストに把握していくこと

を積み上げながら、社会システムとしてのサステーナビリティが求まるかどうかを提示するこ

とだろうというふうに考えています。3番目に書いてありますように、科学技術の進展が課題

の解決に結びつく社会的な価値を創出できるような社会システムのあり方を科学的に探求する

こと、それが経済に求められたシステム科学としての要求だろうというふうに考えております。 

 それを実現するにはアカデミアのデグニティとインテグリティを確立することも重要ですし、

先ほど来何人かの先生がおっしゃいましたように、統計というのをどうやってつくっていくか

も重要です。統計をつくること自身が巨大な実験室を相手にしますから、その実験室の中でど

ういう統計をつくるかということ自身にモデルと理論が必要です。その理論を提供するアカデ

ミアと、どういうニーズでその統計をつくるかということの政策担当者のネットワークが当然

必要です。今日ここで議論させていただいていますように、自然科学者と人文科学者の交流に

よって、より理論をロバストにしていく工夫をするというのも当然のことだろうと考えており

ます。 
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○植田 

 どうもありがとうございました。 

 パネリストの発表を簡単に振り返ってみますと、赤松先生と丸山先生はシステム思考なりシ

ステム科学そのもののお話をされて、赤松先生は抽象化とか具体化の変換やレイヤーの変換、

要素の関係の理解などがかなり難しく、数学がもっと必要ではないかというご意見でした。丸

山先生は、抽象化しないで、コンピュータを使って複雑なものをそのまま取り扱うというよう

に将来考えるのではないかというようなお話でした。 

 それから、安岡先生と黒田先生はそれぞれ環境分野、経済分野という分野の立場からお話し

されました。安岡先生は、環境の研究ではまさにシステム科学が基本的な役割を果たしていて、

際を越えてつながることが非常に重要だというお話でした。それから、黒田先生から、経済社

会をシステム科学的に取り扱い、要素分解から再構成しようすると、特に人間行動という予測

しきれないファクターが入ってくる点で難しいというお話がありました。 

 それでは、パネリストの方に対する質問とか、あるいは、ご自分のご意見とか、あまり時間

がありませんが自由にご議論いただきたいと思います。 

 

 

＜定性的理解と定量的理解＞ 

○出口 

 パネリストのお話を聞いていて、定性的な理解というのと定量的な理解というのが混同して

しまっているような気がします。システム的な思考というのは、まず定性的な理解があって、

その上で量そのものを理解するということだと思うのですが、普通はこれを飛ばして、いきな

り量で把握しようと、いわば計測をしようとする。そこで色々な混乱が起き、システムが苦手

だとかいう話になっているような気がしたのです。私自身は計測屋なのですが、計測とはなる

べく測らないようにするものなのだけれども、それをいきなり測るというようなところに混乱

を感じたのですが、いかがでしょうか。 

○植田  

では、どなたか、パネリストの方……。 

○安岡 

 システムを適切な要素に分解するときに、要素をどう選ぶかというところに定性的な議論が

まず要るだろうと。それから、要素の性質によってはもちろん定性的なものもあるでしょうし、
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定量的に見ないとできないものもあるだろうという気はします。ですから、全部が全部を定性

的にという話は難しいのではないかなという気はします。 

○植田  

では、黒田先生、お願いします。 

○黒田  

定性的な部分というのは非常に重要なことだと経済学では思っています。先ほど社会全体が

巨大な実験室で、実験室の中で何らかの形で要素を分解していこうとすると、そのときまずモ

デル、理論が必要だと申し上げたのはその意味で、それがなければ計測もできなければ、理論

構築そのものができないわけです。本来ですと、計測して、そこから理論が出てきて、仮説を

検証してという順序なのですけれども、まずある種定性的なモデル構造というのが頭に置かれ

ないと計測はできないと考えています。 

○赤松 

 人間行動のモデリングで言えば、定性モデルがないとどのデータをとっていいかわからない

ので、は第一仮説として定性的なモデリングが必要です。そういう意味で、 近はやりのデー

タ・マイニングというのはすごく危険だと私自身は思っています。例えばネット上にいっぱい

データがあるから、それを分析したら何かわかるのではないかと言っている人はたくさんいら

っしゃるけれども、実際には変なデータが入っていたために、それに引きずられて誤った解釈

がなされてしまう。そういう意味では、 初の仮説として定性的仮説があって、それから定量

データで検証しながら、さらにもう一回モデルの高度化・精緻化を繰り返していくと、そうい

うサイクルで進めていくというのが正しい進め方だと私は思っています。 

○植田  

よろしいでしょうか。ほかにご意見等ございましたら、お願いします。 

 

 

＜人間行動についての理解をどう取り入れるか＞ 

○内田  

黒田先生に質問です。例えば環境・エネルギーシステムに、社会経済システムの研究で得ら

れた結果を適用することは、非常に構造的なことだけ言うとできるような気がしますが、さき

ほどおっしゃったように、その中にいる人間の行動を決めるものもシステムの一部であるとす

ると、どうなるのか。私の質問は、経済システムの研究をされている方が、環境・エネルギー
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システムの中でのエージェントの価値とか、行動とか、目的とか、規範とか、そういうことを

決めるという研究をしている、する可能性があるのでしょうか、ということです。というのは、

そういう中でインセンティブというのを考え、そういうものを入れると安定したエネルギーシ

ステムができるという思いがあるのですが、そういうときに、今、先生がおっしゃったような

ことはかなり問題になるなと思いながら聞いていました。何かヒントになるようなことを教え

ていただければと思います。 

○黒田 

 的確なお答えになるかどうかわかりませんが、経済の中ではいろんな経済主体、例えば企業

であるとか個人であるとかというものの経済主体を分析のベースに置きます。そのときに経済

主体が何をもって行動しているかというのは、私の理解では、例えば企業であれば利潤を極大

にするとか、費用をミニマムにするとかという、一つの行動原理を置いてモデルをつくること

からスタートします。行動原理がひょっとしたら間違っているかもしれないし、行動原理その

ものの置き方によってモデルが違ってくるかもしれないのですが、そこは、仮説をつくるとき

の大前提としてそういう行動原理を置いて、僕はよく「いろんなモデルを比較するときのピン

のとめ方だ」と言うんですけれども、ピンのとめるところは何らかの形の原理を置かざるを得

ない。したがって、原理そのものを疑うというのは、全体のモデルの構成によって何か出てき

た結論を見ておかしいというときに、初めて行動原理そのものを疑うという形になると思いま

す。 

 ですから、今おっしゃった課題でいきますと、エネルギーの省エネ行動をとると、そこはマ

ーケットにおけるエネルギーの価格であるとか、ほかのいろんな要素、要件によって、結果的

にコスト・ミニマムという行動を置いたときに、どの技術が採用されるかというのは、その行

動原理の妥当性、合理性によって決まるという置き方をしているのだろうと思います。それを

事後的に、ある種のインセンティブの働いた結果であると考える余地はあると思います。ただ、

それが一義的に決まるかどうかが、保証されているわけではないと思います。 

○植田  

例えば利潤 大ではなくて、社会的評価みたいなものがありますよね、グリーンを積極的に

取り組んでいる企業はイメージがよくて、それが株価につながるかどうかわかりませんが。 

○黒田 

 いや、そういうことのコストも含めて利潤 大化ということはあり得るわけです。利潤 大

化という原理そのものは生きていて、それを考えるときの範疇としてのコストに、社会的なレ
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スポンスビリティをどう考えるか、それを実現するためのコストがどれくらいかかるかという

ことも含めて、企業は単純に利潤極大ということをやっているというふうに仮定するのだと思

います。 

○佐藤 

 「合成の誤謬」というのが今かなり指摘されていますね。それぞれの企業がローカル・ミニ

マムとしての利潤 大を追求すると、結果的には失業者がふえて、社会的にはみんながものを

買わない。これはシステム科学の問題点ではないかと思うんですね。その辺について黒田先生、

何かご指摘いただければと……。 

○黒田  

経済学者もよく「合成の誤謬」と言いますけれども、合成の誤謬、結果的には大いにあり得

ることですけれども、そのこと自身は科学としては逃げていると思っています。なぜ合成の誤

謬という現象が起こるのかということを、科学が解明しなければいけない話で、それを逃げて

いるから何となく言い訳をしているのだろうと思います。 

先ほどの例では、企業がプロフィット・マキシマムなりコスト・ミニマムでやった結果が、

国際競争力はつけたけれども賃金は抑えられてしまって、結果的に安い労働者にどんどんシフ

トして、結果的にはリーマンショックのようなことが起こって失業が増えて内需拡大に結びつ

かない、そういう現象はよくあるわけです。そのときなぜ、セーフティネットをちゃんと用意

して、失業しても所得が保障されるような制度をつくらなかったのかは、派遣法を考えたとき

には、そういう危険性があたかもないような形で社会システムを設計したことに問題があった。

その問題に知恵が及ばなかった、もしくは科学がそこまで及ばなかったということだろうと私

は思っています。 

 

 

＜システム思考を身につけるには＞ 

○倉橋 

少し変な質問かもしれないのですが、皆さんシステム科学のご専門家、エキスパートだと思

うんですが、皆さんはどうやってシステム思考を身につけていらっしゃったのかということを

伺いたいです。この委員会では、システム科学やシステム思考が弱くなっているということを

問題にしていますがも、システム思考が弱くなってしまっているその理由、個別技術というこ

とではなくて、人としての弱さがどうして起きているのかというところを、皆さんのご経験に
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対しての差みたいなものがあれば教えていただきたいです。 

○植田 

 では、お一人ずつ順番に赤松先生からお願い致します。 

○赤松  

非常に難しいですけれども、もともと認識とは何かということに興味があって、人間工学を

やり始めたけれども、非常に複雑でわからないものを、一生懸命わからないままに考えるとい

うくせがだんだんついてきたのが一つだと思いますね。裏返していうと、要素還元論的な理解

というのは非常に簡単なわけで、ともかく原因を1個見つけて、それで安心してしまうのがわ

かりやすい理解の仕方なのですが、人間のことを考えると、それではうそがある。そのことに

気がついて、あわてて理解せずに、いかにありのままに物事を受け入れるかを考える訓練をし

てきたのではないか、と言うことです。 

 このとき、思い込みをしないということはすごく大事で、きっとこんなものだろうと思って、

思い込みを持って見ると、本当のシステム的な、物事の関係性は見えてこない。そこをどうや

って頑張るかということではないかと思います。さっき教育の話もありましたが、簡単に答え

が出る世界にいると絶対だめで、簡単に答えが出ないところに頑張っていられる力をどうやっ

てつけるかが大事ではないかなというふうに私自身は思います。 

○丸山 

 私はコンピュータサイエンティストなので、いわゆる伝統的な抽象化に基づくシステム的思

考というのはある程度訓練されてきたように思います。けれども、今、私たちが問題にしてい

るのは、抽象化みたいなものに基づくシステム的な考え方にどうやら破綻がきているのではな

いかということであり、何か新しい考え方を持ち込まないといけないのだろうと思います。そ

ういう意味ではまだ全く身についていないものだと思います。 

 どうやったら身につくかは、よくわかりません。ただ、一つあり得るなと思うのは、多様性

というか、いろんな考え方を持っている人と話すということが極めて大事な気がします。例え

ばこの会にはあまり女性はいらっしゃらないし、外国人の方もあまりいらっしゃらないですね。

そういう意味ではあまり多様な意見が出てきてないという気もします。そのあたりのことは、

これからも考えていったらいいかなと思います。 

○安岡  

何でシステム的な思考がと言われると、単純に言えば、私は計数工学というところで計測と

制御というのをセットにして、対象を見てそれを管理する、ということを勉強してきたからと
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いうことになってしまいます。ただ、環境の分野に移ってからは、初めのうちは研究所のメン

バーもある非常に小さい要素の部分をモデル化してきたということがあり、しばらくはシステ

ム的思考はなくなっていました。しかし、環境分野において問題解決をしなければいけないと

いうことが浸透してきて、 近は立場上も問題解決が必要だと言わざるを得ないというところ

もあって、単に対象を知るための観測ではなくて、よくするための観測、それは管理に入るわ

けですけれども、そこに行かなければいけないと言うようになってきました。では、その本質

を見極めているかというと、とてもそうは言えないと思うので、ぜひここで勉強させてもらい

たいと思って委員になったわけです。 

○黒田 

 経済学をやっていてシステム思考があるのかどうかと言われると、若干心もとないです。先

ほど1960年代の高度成長のときの日本経済のことを言われていましたけれども、私が大学で勉

強していたころというのは、経済学という学問そのものが、国の高度成長政策というものとあ

る意味で非常に密着していった部分があります。経済を政策的にシミュレートしたり動かした

りしていこうとするとき、今考えてみるとものすごく素朴なモデルかもしれませんけれども、

モデルをつくらないとなかなか政策論が論じられないという時代が80年代ぐらいまで続いたと

思います。そういう意味でモデルというものにずっとなじんできて、そのうちにだんだんモデ

ルをつくるには経済現象のなぞ解きをしなければいけないということになり、なぞ解きに興味

を持ったというのが、実証的な経済学をやってきた原点だろうと思います。 

 近は、若い方はいろんな分野で活躍されていますけれども、経済学そのもの、実証科学と

して本当に認識して経済学をやる、そういう層は若い経済学者の中でも、日本の場合、特に少

ないのではないかなという気はしています。ややもすれば数理経済的なモデルをつくって、モ

デルの解を求めると、その一つ一つの解は非常にきれいですけれども、その解そのものは本当

に実証的に確認されているのかについてはあまり気にしないという風潮が恐らく経済学全般に

あります。それがものすごく進展していたのはアメリカですけれども、アメリカは少し回帰し

て、実証的なエビデンスに基づかない論文はだめだというぐあいに変わってきているので、日

本が一歩遅れているような気がします。 

 

＜システム技術を現実にどう活かすか＞ 

○桑原  

システム技術というのは大変重要だというのは皆さんご承知のとおりで、政府にこれに市民
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権を与えてもらいたいわけです。今日もいろいろな議論が出て、これはこれで私は大変興味を

持って聞かせていただいたんですけれども、政府の成長戦略の中でシステム技術が活躍できる

場所がいっぱいあるんですよ。だから、それを具体的に引っ張り上げて、こういうことをシス

テム技術でやりましょうといっていきたいのです。だから、政府が支援してくださいというこ

とで、プロジェクトが5つか6つできるぐらいの振興調整費をもらうという動きをしないといけ

ないのではないか。冒頭申し上げたように、議論ばかりしていても、相手もわからない、我々

もわかるまでにはまだ時間がかかるということの中で、実際の具体的なものを対象にすると、

やるべきことはかなり明快なんです。ですから、そういう動きをしませんかという提案を申し

上げて終わります。 

○植田 

 どうもありがとうございました。 

 木村上席からお話がありましたように、まずは中間報告を出して、現状どうなっているか、

日本がシステム科学が弱い原因は何だという分析をやったのですが、では次に何をすればいい

のかということで、政府、大学、産業界それぞれにどういうことをやるべきだということを提

案するというのもこれからやろうと思っています。 

○桑原  

今、政府は、日本の“優れた”社会システムを海外に売ろうとしています。そのためには、

さきほど水の例でも申し上げたように、いろいろなシステム思考のアプローチが必要です。個

別の製品でみると、例えば太陽光発電では、光ばかり使っていたのではもう競争力がない。だ

から、光と熱を同時に使えるようなシステムをやろうとしている。研究に2年かかるか3年かか

るかわかりませんが、これができたら日本は席巻できます。 

 それから、海水の淡水化システムを、今、CRESTでやらせていただいていますけれども、こ

れも膜を通すのに60キロぐらいの圧力で通しているわけですから、値段の半分はエネルギー代

です。これを何とかしようじゃないかというようにいろいろな課題があるのです。だから、議

論と並行して、ぜひ予算をつけてもらって、そこに参加する先生方、産業界を含めてシステム

思考的な仕事に関わる人口を、特に若い人たちを増やすということをやらないといけない。 

 

＜今後の検討の進め方―提言作成に向けて＞ 

○丹羽 

 システム科学技術というのはいろんなアスペクトがあって、どの辺に絞るかという選択が重
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要だと思います。例えばシステム科学という科学分野を立ち上げるということをメインに据え

るのか、それとも、システム思考ができる人材を育てようとするのか。それによって随分時間

軸も違うし、やることも変わってきます。それから、今、桑原さんがおっしゃったような、プ

ロジェクトを起こして産業界のほうにつなげていこうとするのか。それも確かにひとつの知恵

ですよね。いろいろなやり方があると思うので、今後、後半の活動の中でその辺をはっきりさ

せてやっていったらいいかなと思います。 

○木村  

後半の委員会活動は何をやるかについてのお話をさせていただきたいと思います。 

 後半の委員会活動では、まず、まだ掘り下げが不十分である問題についてもう少しやりたい

と考えています。それは2つありまして、一つは90年代後半の暗転のプロセスです。今日は

「伝統回帰」というような言葉で提案させていただきましたが、90年代のものづくり基盤技術

基本法などがどういう政策プロセスでものつくり路線を確立していったかと言う点があります。

もう一つはシステム技術が少しずつ退潮していったプロセスをもう少し明らかにしていきたい

と考えています。そのあたりのことを、まだ現役でいらっしゃる方がたくさんおられますので、

少し伺いたいと思っております。 

例えば高度成長期の教訓です。先ほど申し上げました2つの例、新幹線と鉄鋼、さらにほか

にも幾つかありますが、システム技術は当時世界のトップを走っていたんだけれども、そこに

今日の後退の先駆けとなるようなある種の弱さがあったのではないか。そのあたりも、専門家

がいらっしゃいますので、その方のお話も伺いたいと思います。この2つも、これから何をな

すべきかというときのしっかりとした教訓を与えることになると思っております。 

 また、なすべきことについての提案については、先ほど桑原委員がいろいろご提案してくだ

さいました。社会的期待を踏まえて、グリーンイノベーション、ライフイノベーションにおけ

るシステム科学技術の役割をまず鮮明に定義していきたい。今日安岡先生のほうからグリーン

イノベーションについては話がありましたし、制御部会ではライフイノベーションについての

検討があると聞いております。 

 これらを生かすプラットフォームの具体的な提案をし、さらにシステム科学技術を中核に据

えた日本の新産業を構想していきたいと考えています。例えばロボットです。アメリカにかな

り先を越されておりますが、何とかこれを元に戻すために、システム技術の粋でありますシス

テム産業の象徴でありますロボット産業、例えばそういうことに焦点を合わせる、あるいは、

環境産業とか、そういうものを展望していきたいと思っております。 
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○桑原  

学際的な議論は大事なんです。それと、実をやりながらお互いのフィードバックをやったら

いいと思うのです。今、システム技術を語ってくれているのはここしかないんです。産業界も

「あれ、あんなところでやり始めてくれたの」という期待を持っています。国にここを着目さ

せたいわけです。 

○吉川  

観念的なシステム論というのはまだまだ詰めなければならないところがありますが、現実的

なシステム、これは桑原さんがまさにご指摘になりましたように、世界が変わっているという

ことですよね。この条件を入れながら具体的にやってみるという作業と、いわゆる理念的な意

味でのシステム化は何かというのを解明する、両方並行にしなければいけないということです

よね。 

○桑原 

 そうです。 

○吉川 

 それは研究体制としてもそうすることは非常に大事です。 

水ビジネスの環境条件では、まさに20年先の気候、100年先の気候も視野に入れるべきだが、

現在の人の組織としてはできないわけです。水ビジネスをやるところは気候変動なんてやって

いません。本来の水ビジネスは、観念的にはシステム技術の応用というふうに我々は考えたい

んだけれども、現場ではそんなことはどうでもよく、ビジネスができればいいと考えるのでし

ょうが、（本質的な意味では）それは表と裏の関係になっています。 

 私たちがそういうシステム的な思想を失ったというのは非常に深刻なことです。私が若いこ

ろは自分が一生懸命働けば国がよくなると思っていた。今、私が何をやったって国は変わらな

いですよね。若者にとって無力感がある。努力をしたって日本がどうなるか。ひとつは、豊か

になったから目標感を失った。豊かになることに代わる目標感というのは一体何なのか。それ

はやはり、例えば水ビジネスというのは非常に大事で、これは人類を救うために大事なことだ

というものではないでしょうか。 

 これを、「リンケージ」と私は呼んでいるんだけれども、個人の行動とシステムの機能、こ

れはまさに要素が関係して全体が機能するというシステムそのものでしょう。我々一人ひとり

が行動したら、国はどうなるか、世界はどうなるかと。このリンケージが一番見えなくなって

いるのが日本なんです。途上国も含めて、諸外国のほうがはるかにわかっているわけです。あ
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るいは、アメリカなんかにしてもそういうことを経験してきました。日本が一番みえていない

ので、我々がテーマにして検討していくことが必要だと思います。 

 

（以 上） 
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