生体ゆらぎに学ぶ知的人工物と情報システム
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あることをホすものである。
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り，ISIEssenlialScienceIndicalorsによる機関別被引
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用件数に関する1995年〜′2005年の評価では，総合で
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Ⅰ．概要

能，生物工学，ナノ材料，有機化学，情報科学，ロボット

本拠点においては，生体システムの機能発現の仕組みを

関連は，欧米との比較の上でも大阪大学が世界に誇る最も

「ゆらぎの利用」の視点から徹底的に追求するとともに，

アクティビティの高い分野である。特に，日本経済新聞が，

その知見を取り入れた新しいナノ材料物質科学，情報シス

全国の国公私立大学の工学系学部・大学院での研究開発の

テム科学，ロボット工学を基盤とした新たな融合領域を創

総合力を精査した結果，大阪大学がトップであることを報

出することによって，生体特有の柔軟な機能を実現した新

じている（2004年2月16日1面）。また，21世紀COE

しい知的人工物及び情報システムの創成を目指す。生体の

プログラムについては，本拠点化構想に関連する諸分野を

「ゆらぎの利用」に焦点を当て「ものづくり」，「システム

はじめとして，人文科学，社会科学分野も含めて，現在

づくり」へと活かす本格的な言式みとして国内外ともにはじ

15プログラムが推進されており，世界に誇る研究教育拠

めての構想であり，協働企業との強固な連携のもとに基礎

点形成が着実に推進されつつある。ここで，各分野におけ

科学から産業化・実用化技術に至る真のイノベーション創

る卓越した研究ポテンシャルの概要を記す。

出を実現する。また，本拠点化構想を推進する卜で有効な

生命機能関係の教育研究の中心である生命機能研究科

システム改市に収り組む。

は，l二学から医学までの広範な研究分野を融合した本椙自勺

な融合型研究科として平成14年度に設置されたゎl分子
1．機関の現状

計測技術や高分解能構造解析法の開発やアポトーシス，免

a．提案機関および協働機関における研究のポテンシャル

疫系研究など，生休システムのダイナミクス研究において

（1）提案機関（大阪大学）

世界を先導する研究が展開され，本拠点構想推進者である

人阪人学は，先端融合領域研究を推進し，真のイノベー

柳田敏雄，長田重・の学士院賞恩賜賞，文化功労賞受賞や，

ションを創出する拠点形成を大学の理念として位置づけて

本拠点構想推進者である平野俊夫らがISIHighlyCited．

きた。本学の研究・教育を特徴づけるモットーとて，「イ

conlで最高引用栄誉賞を受賞するなど，国内外から高い

ンタフェース」と「ネットワーク」の重視がある。それぞ

評価を得ている。

れが，アインタフエース：異文化の融合により新しい学問

生物工学分野関係では，大阪大学では，明治29年

嶺域を生み出していくこと』，及び『ネットワーク：社会

（1896年）に醸造科が日本ではじめて創設されたことか

の要請に迅速に応え得る柔軟な研究・教育狙描≡を構築する

らもわかるように，生命現象の工学的解析と展開という他

とともに学内外における「協奏」を推進していくこと］を

大学に例を見ない研究分野を古くからを切り開いてきてお

重視しており，本学が先端融合領域研究教育をいかに重視

り，世界の生物工学をリードしていることは，国の内外の

しているかを明確に示している。このような本学における

認めるところである。また，こうした経緯もあって生物工

融合科学への強い志向は，本学に脈々と謳われてきており，

学を支える主導的な学会である「日本生物工学会（会員数

例えば，第6代総長正田建次郎は，『「科学」と「技術」の

5，000名）」が，大阪大学内に設置されている。．本拠点構

融合による科学技術の根本的な開発，それにより人類の真

想推進者の四方哲也がMolecular Evolution分野の世界

の文化を創造する学部』として基礎丁学部が創設された。

的な栄誉であるズッカーカンドル国際賞を受賞．また同l刃

また，第12代総長熊谷信昭は，『21世紀の革新的な科学

の生物工学分・野の最高の栄誉である生物工学賞を大阪大学

技術のブレークスルーを打く鍵は「つ，l自然と生物に学

から4名が受賞していることは特筆すべきである。

ぶ」ことと，人文・社会科学系を含む「果分野閲の融合」

ナノ材料関係については，21世紀COEプログラムにお

をはかることである。』ことを力説している。このような

いて，有機化学閥係の「自然上〔生化学の創成」，ナノ融合
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領域の「新産業創造指向インターナノサイエンス」．材料

該当分野で頂点とされる国際会議で多くの卓越した研究業

デザイン関連の「構造・機能先進材料デザイン研究拠点の

績を公表してきている。さらに，エリクソン・テレコミュ

形成」．「構造・機能先進材料デザイン研究拠点の形成」，

ニケーション・アワード，電子情報通信学会業績賞及び論

さらに，ナノメーターレベル表面創成に関わる「例のない

文賞，船什情報科学振興賞など該当分野において顕著な富

次世代物づくりの拠点へ」の五つのプログラムが進行中で

まざま賞を受賞してきた。

ある。

ロボットl二学と医療の分野において，l二学研究科と基礎

特に，本拠点化構想に関わる「自然共生化学の別成」に

工学研究科及び医学研プ錘トは両者ともIl本の大学の巾で最

ついては，ある進学塾が実施した数百名の人学桝究者アン

人規模の組織であり，日本の⊥学桝究及び医学桝究の先導

ケートにより，木COEプログラムは，化学・材料科学分

的役割を担ってきた。近年ではこれら両者が密に連携し，

野では第1位，文系を除く全ての21世紀COEプログラ

未来医療センターや臨床医工学融合研究教育センターを発

ムでは第2位のランクを得た。発表論√文数や被引用回数は

足させるなど，新しい研究教育領域創成に成果を上げつつ

世界においてもトップレベルであり，1994年から2004

ある。

年の化学に関する引用論文数は世界の人学で第13位であ

工学研究科と基礎工学研究科におけるロボット研究とし

る．。同様に本拠点化構想における知的人工物開発に淡く関

ては，本拠点化構想推進者の浅田稔の世界的ロボット研究

わる「新産業創造指向インターナノサイエンス」は，全国

教育粗描RDboCupの主催と，その成果による文部科学大

的300の全COEプログラムの中で第1位の研究費を獲得

臣賞の受賞や，本拠点化構想推進者の石黒浩の世界に先駆

し，中間評価においても5段階評価の最高レベルの評価を

けたアンドロイド開発は国内外から高い評価を得ている。

得ている。さらに，本拠点化構想で目指すナノ物質におけ

また，基礎工学研究科では，大型プロジェクト研究を推

る「ゆらぎ」を研究する上で，半導体量子ドットで見出さ

進しリーダとして活躍している新井健生のナノバイオロボ

れた励起子発光のゆらぎと二光子励起によるその抑制効果

テイクス・安心安全ロボテイクスや本拠点化構想推進者の

は分子分光で見られるゆらぎとの類似性の観点から極めて

宮崎文夫の外科手術支援ロボットなどで顕著な成果をあげ

重要であるが，「物質機能の科学的解明とナノ工学の創出」

ている。

ではこの分野の研究が強力に推進されている。さらに，ゆ

医学研究科は，人工臓器等の研究臓器移植や再生利用技

らぎと相補性をなすコヒーレンスの研究では，半導体の電

術など高度先進医療に多くの実績をもつ。これらの実績は，

子対励起状態のコヒーレンスを光子対の量子相関に移す先

文部科学省21世紀COEプログラム「細胞・組織の統合

駆的研究に成功し，2（〕04叶のNa1111、e誌において高く評

制御にむけた総合拠点ナ軌戊」の採択に結実している。特に，

仙されている。

研 兜面では，ES細胞や休性幹細胞を巾心に血管，血液細
胞，インスリン分泌細胞，心筋細胞などの増殖・分化の研

なお，ナノ材料関係で本拠点化構想に参画する川合知二
は紫綬褒章，原田明は大阪科学賞及び日本IBM科学賞を

二死，生休材料の開発，珊胞機能の計測制御から再生医療へ

受賞している。

の応用などにおいて高いレベルの研究を推進している。ま

情報科学関係の教育研究の中心である情報科学研究科

た，臨床面では，本拠点構想推進者で，最近，日本経済新

は，大学院基礎工学研究科，大学院工学研究科，大学院理

聞での病院評価でAAAの格付けをされ臨床的にも最高水

学研究科に分散していた情報関連の組織を結集して平成

準にある大阪大学心臓血管外科の澤芳樹は，未束医療セン

14年度に創設された。情報科学を核とした融合科学・技

ターのセンター最も兼任し，心臓移植をはじめとする臓器

術に果敢に取り組んでいるが，本研究科の設立理念の一つ

移植や心筋再生，人工心臓の開発などにおいて，国内外か

は，「生物学と情報科学の融合」を推進する世界的な研究

ら高い評価を得ている。

教育拠点を目指すことであり，本拠点化構想はその理念を

以上のような世界的にも卓越した研究業績をベースに，

具現化する絶好の機会と捉えている。本拠点化構想推進者

各分野が独自に欧米やアジア地区との研究教育に関わる強

の西尾幸治郎のリーダーシップのもとで推進している文部

力なネットワークを構築しており，研究教育の国際化を推

科学省21世紀COEプログラム「ネットワーク共生環境

進している。
なお，研究のポテンシャルを示す一つのバロメータとも

を築ぐ情報技術の創出」は，生物工学と情幸師卜学という二

つの先端科学技術の融合研究に基づく新しい情報技術の創

言える科学研究費補助金の獲得状況については，平成17

出を目指している。特に，本COEプログラムは，5段階

年度は，採択件数1，627件，交付総額8，262．470千H

評価の最高ランク評価を得ており，該当分野の総評にお

（間接経費を含む。）であり，国内の大学で採択件数でほ4

いてもその優秀性が特記されている。情報科学技術関係

番目，交付総額では3番目の実績を有している。

の几CMやIEEEの論文誌，生物学分野の論文誌Nこ11111・e，

（2）協働機関6祉

Proc，Natl．Acad．Sci．など0）国際的に著名な論文誌，ま

次に，協働機関6社における研究ポテンシャルの概要に

た，ACM MobiCom，IEEEINFOCOM，IEFEICDMなど
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ついて記す。

オムロン（株）は，本先端融合領域に関連した技術開

と量産技術に長年の実績を誇る世界的メーカーで．プラズ

発として，超微細加工技術やMEMS（微小機械：Micro

マ・液晶テレビ用の画像処理システムなど．超高集積疫半

ElectroMechanicalSystems）技術などについて高い水

導体技術やソフトウェア開発にも高い実力をもつ。研究開

準の研究を行っており，これらの技術によって製作した微

発に従事する者を含む技術者の人員は，グループ全休で4

細構造をナノメーターの精度で樹脂表面へと複製する独自

フ了人弓奏であり，全従業員の10％を超えている。基礎的・

のナノ転写技術を有し，木融合研究のデバイス応用研究に

基盤的な研究開発から，商品設計まで幅広いスペクトル

関する十分なポテンシャルをもつ｛＝，

での技術開発を行っている。，本拠点化構想との関連では，

日本電イ（株）は，電子顔微鏡や分光装置など計測装置

1990咋代には，けいはんな学研都市の先端技術研究所内

の研究開発ではl仕非的に高い評仙を受けており，研究ポテ

に国際研究所として独白の生休ナノ構造研究グループを擁

ンシャルは非常に高い。特に，電√顕微鏡分野では世界3

した。現在も文部科学古リーディングプロジェクトの一環

人メーか−の一つであり，日本電子の電子顕微鏡が1世界中

として，タンパク質の自己組織化能を柄用した均一サイズ

の大学や研究機関，あるいはさまざまなナノ材料・デバイ

のナノドットの量産とその半導体メモリーへの応用に焦点

ス製造現場で活躍している。生命科学用途に特化した生体

をあてた研究を進めており，その ▲部として本拠点化構想

巨大分子構造解析用の極低温電子顕微鏡の開発によって，

推進者の柳田敏雄の研究グループと，ノイズレベルのエネ

この十数年にわたって常に世界最高分解能の成果を達成し

ルギーで確率的動作をする情報処理素子の活用について共

ていることは，今回の本拠点化構想に関連して特に重要な

同研究を進めている。
三菱重工業（株）は，総合「ものづくり」の世界的な企

点である。
日本電信電話（株）（以下NTT）は，戦後わが国の電気

業であり，幅広い製品・技術分野で卓越して業績を挙げて

通信綱の発展を支え，通信機器製造や通信サービスなど

きた。その多様な活動のうち，今回の拠点化構想に直接従

の研究開発，標準化，事業化のすべてにおいて産業界の

事するメンバーは，産業用ロボットや原子力・水中・宇宙

指導的役割を担ってきた。日本電信電話（株）（NTT）は

など特殊環境ロボットなど幅広い研究開発を行っている

約3、000人の研究員を擁し，研究開発費は約1，500億円

なかで，自社産業用多関節ロボットをオープン化して研究

（2004年）規模である。また，ITU／TTCなどの標準化機

開発プラットフォームとして公開したり，本格的家庭用ロ

関で，国際役職者10名，国際活動者は延べ約400名，国

ボットの販売を手がけるなど特に実用化研究に対する取り

内でも約300名になり，ITU−Tへの寄書は，世界全体の

組みを展開してきた。これらの活動に対して各界受賞実績

5％（日本全体で約11％）になり，標準化でも人きな影響

をもつ。

ノ」をもっている。NTTは，ISPサービス，コンテンツサー

以上のように．本拠点化構想に参画する協働機関6社田

ビス，法人向けソリューションなど多様な事業展開で情報

有する桝究ポテンシャルは非常に高く申し分のないもので

通信の基盤化の流れをリードし，加速させてきた。最近は，

あり，構想成就を確実なものとする上で大きな役割を果た

光化によるブロードバンドサービス事業にとどまらず，ラ

すことを確信する。

イフスタイルの変化につながる高付加価植サービスの研究

なお，本拠点化構想を推進する上で重要な崖学連携に関

開発もとりくんでおり，本拠点化構想で目指している新た

する本学の積極な取組みに関しては，法人化後，企業との

な情報システムの構築のための基盤形成に関する協働企業

研究・人材育成に対して全学的に関与する連携協定を5件

として最適である。

結び，それぞれ運営協議会を設置し，実質的な活動を開始

ニプロ（株）は，昭和29年の設立以来，「技術」をコ

している。知的財産本部による企業との権利関係の整備も

ンセプトとし，常に患者のQOL（クォリティ・オブ・ラ

進んでおり，平成17年度発足のスーパー産学官連携本部

イフ）や医療現場の課題・ニーズに沿った独創的な製品の

活動により，従来に比べて加速度的に産学官連携の推進が

研究開発を展開してきた。医療業界がかつてない変革期を

可能となった。

迎えている近年，常に技術革新をモットーとして，独自の

（3）大阪大学外の研究機開からの参画者

（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）からは，現

視点から先進的な医療機器の研究開発を推進しているとと
もに，注射剤事業の他，経口剤事業にも注力し，さらに

在，大阪大学大学院生命機能研究科の客員教授である川人

は人工臓器や再生医療の分野においても世界的にも認知さ

光男が参画する。現在，ATR脳情報研究所室長であり，脳

れ，世界をリードしている。特に，総合桝究所・人工膜器

科学研究とロボット技術への応用に関する世界の第 ▲人

開発センター研究所長の高野久輝は．人丁心臓・人丁肺一

名として広く知られている。第58回小目文化賞（2（〕05

循環系人工臓器の研究開発で世界的に卓越した業績を挙げ

年）．第11回大阪科学賞（1993年），科学技術庁長官賞

てきたが，本拠点化構想に企業サイドからの研究者として

（1993叶）をはじめ数々の賞を受賞するなど，その研究

参画するn

ポテンシャルは高く評価されており，研究テーマも本拠点

松卜電器産業（株）は，家庭電化製品や虚業機器の開発

化構想と深い関連件がある。
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つぎに，国立循環器病センター研究所からは．人工臓器

（2）人材育成

部長の妙中義之が参画する。現在．大阪大学大学院医学研

大阪大学は，「教養・デザインカ・国際性」を全ての学

究科の招聴教授を務めており．補助循環．人工心臓．人工

生が習得できるように学内体制を整備し．社会からの要請

肺などの循環器系人工臓器の基礎研究と製品化，臨床応用

に応え得る人材の育成に収り組んでいる。これら人材育成

に関する研究は，国際的に高い評価を得ている。また、こ

に関するR頃の弛まぬ意識高揚の成果を示す評価尺度とし

れらの研究テーマは，本拠点化構想のテーマと非常に合致

て，人材養成及び人学教育支援プログラムに関する競争的

している‖

資金の獲得状況が考えられるく，

まず，科学技術振興調整費による新興分野人材喜成につ

さらに，（独）情報通信桝究機構・関西先端研究センター

からは，脳情報グループの主任研究員である村出勉が参両

いては，「セキュア・ネットワーク構築のための人材育成

する。視覚的意識のゆらぎと脳内確率的活動ダイナミ、ソク

プログラム（2005年度末まで）」，「原囁リスク背理のた

スのⅣIEG，mRIを用いた計測とモデリングに関して，活

めの人材養成（2008叶虎夫まで）」，lナノ高度学際教育

発な研究を展開しており，本拠点化構想への貢献が大いに

研究訓練プログラム（200と；年度末まで）」，「臨床医工学・

期待される。

情報科学技術者再教育ユニット（2009年度末まで）」が，
現在推進Illであり，それぞれが非常に有意義な成果をあげ

以上の三つの研究機関は，独立行政法人あるいは民聞の

ている。

研究所として関西を代表する機関であり，それらの研究所
群から，該当分野で世界トップレベルの研究者の参画を得

また，文部科学省関係の教育支援プログラムについて

る意義は非常に大きいものがある。

は，「特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）」が3

b．提案機関における研究開発及び人材育成の実績

件（共同申請を含む），「現代的教育ニーズ取組支援プログ

ラム（現代GP）」が2件，「法科大学院等専門職大学院形

（1）研究開発

大阪大学における卓越した研究開発の実績を示す一端と

成支援プログラムへの取組」が2件（共同プロジェクトを

して，科学技術振興調整費による研究開発で現在進行中の

含む），「大学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連

プロジェクトに限っても以下のような実績がある（共同参

携支援）」が1件，各々，単独あるいは共同申請のプログ

画機関，共同研究者として参画しているプログラムを含

ラムとして採択され，現在，強力に推進されている。

さらに，平成17年度開始された「魅力ある大学院教育

む）。

イニシアティブ」については，大阪大学は全国最多の10

1．戦略的研究拠点育成：「フロンティア研究拠点構想」
（2（〕05叶庭木まで），lサステイナビリティ学連携研究

件（2位は亜京人学の7件）が採択され，l教養・デザイ

機構」（2009年度未まで）

ンカー国際性」をモットーする教育の質の向上が全学的に
浸透していることを如実にホしている。

2．重要問題解決型桝究等の推進：「セキュリティ情報
の分析と共有システムの開発」（2（）06年度未まで），l遵

c．協働機関における技術開発の実績

協働機関6社の技術開発力については，各社が斬新なア

法薬物・危険物質の非開披探知装置の開発」（2006年

イデアによって開発してきた製品群が，世界の該当分野に

度末まで）

おける市場を牽引してきた綿棒を考えるにつけても，その

3．先導的研究等の推進：「細胞分子複合体構造解析田

極低温電顕の開発」（2005年度末まで），「超コヒーレ

卓越性について疑う余地はない。以下に，各社の技術開発

ント・バイオ位相差電子顕微鏡」（2005年度兼まで），

力の一端について記すことにする。

「テラヘルツ波応用のための新結晶材料の開発」（2005

オムロン（株）は，平成14年より生命機能研究科に寄
附講座を設置し，バイオとナノテクの融合研究を行ってき

年度末まで）

た。バイオ関係では表面プラズモン共鳴バイオセンシング

4．産学官共同研究の効果的な推進：「糖鎮制御による

技術，情報関係ではMEMS技術やマイクロフォトニクス

次世代抗体医薬品の創出」（2005年度末まで〕

の研究に優れており，さらに，これらの技術と半導体技術

5．総合研究：「染色体の構造と機能解明のためのナノ

デバイスに関する総合研究」（2005年度末まで）

および光導波路技術を融合することによって，新規的なセ
ンサーデバイスやフォトニクスデバイスの最先端の研究開

6．若手任期付研究員支援：「自己組織化による機能性

ナノマテリアルの創製」（2006年虎夫まで），「DⅣA二

発を行っている。また，大阪大学と包括的連携契約を結び，

重鎖切断修復制御のメカニズム」（2006年度末まで）

研究・人材育成に関する協働活動を加速きせている。
日本電子（株）は，世界トップレベルの理科学機器メー

また，研究開発の指針となる特許作数については，平
成18年1月末現在で，国内115件，国外35件，言ト

カーとして，その技術力を活かし，研究・開発用理科学機

150件であり，研究開発力の秀でていることの証左と言

㍑をはじめ，、ド導体関連機岩旨，医用機器，座業機器などを

えよう。また，外部資金については，平成16年庄総衝

fLがけている。その開発製品は，基礎科学から先端産業分

25，600，000干Hを摺得している。

野まで幅広く他われ，国内だけではなく，世界宵凶へと櫛
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出されている。その高い開発力・技術力を活かし．ナノテ

庭用ロボット「wakamaru」を開発し，販売運用を行って

クノロジー，バイオテクノロジー，ライフサイエンス，光

いる。また，世界初のノンストップ料金収受システムをシ

適イ言などの次世代技術へと活躍の場は広げており．科学技

ンガポールへ納入するなど．開発技術のロボット以外の製

術と産業の振興に不日J欠な事業としてますます注目されて

品群への適用も積極的に推進している。さらに，国立大学

いる。

と介業との間では初めてとなる包括的な抜捕連携推進協定

日本電信電話（株）（NTT）は，1990叶には映像を含

を締結し，基礎研究から止、用開発まで 一貫した協力体制を

めた高度な通信サービスの提供を目指した「ⅤⅠ＆P」構

幣え，研究開発の効率化を目指している｛＝，

想を常哀し，1993隼米国のl情報スーパーハイウエイ
（NII）」構想にも影響を与えた。この流れが，今日の情報

2．拠点化の対象とする先端融合領域及び研究開発

化社会の基盤を築いたことはよく知られている。近年のイ

a．拠点で触り組む領域及び桝究の内再

ンターネット通信技術の研究開発においても，光技術に基

（1）生休ゆらぎに学ぶlものづくり」及びlシステムづくり」

づく／ミックボーンネットワークの大容量化．アクセスネッ

生体を構成する分子機械は，熱ゆらぎ（すなわち，「生

トワークのブロードバンド化などにおいて先端的な桝究開

体ゆらぎ」）を利用することによって，小さな人力エネル

発を行ってきている。最近3年間（2002年〜2004年）

ギーで働くことができるが，その働き方は確率的であいま

においても，学術誌への発表は年間約600件，国際会議

いである。既存の人工機械が熱ゆらぎから逃れるために莫

での発表約900件，特許出願は3，000件前後とその研究

大なエネルギーを使用し，その要素機能素子を正確・高速

開発に関する技術力は万全である。特に，最近は，情報通

に働かせているのとは対照的である。しかしながら，こう

信技術の研究開発にとどまらず，「■■光

したあいまいで確率的にゆらぐ素子がシステム化きれる

新世代ビジョンー

ブロードバンドでレゾナントコミュニケーションの世界へ

と，筋肉や脳に見られるような生体特有の柔軟性が生み出

−」を発表し，「ブロードバンドで双方向に」，「いつでも，

される。例えば，脳を構成する神経細胞一つ一つは雑音を

どこでも，だれとでも」，「安全・確実・簡単に」を目指し

包含している素子であるにもかかわらず，それらが集まる

たユビキタス社会における新サービスの研究開発とビジネ

と信頼性が高い情報処理が可能なシステムを構築してい

ス機会の創出に取り組んでおり，本拠点化構想が目指す研

る。
フォン・ノイマンは，現在のプログラム内蔵方式のコン

究開発と方向性は完全に合致している。

ピュータの原理を考えた数理科学者であるが，彼自身に

ニプロ（株）は，世界をリードする人工透析（人工腎臓）

関連をはじめ，ニプロブランドとして知られる医療機器が

とっても脳に関する論文をいくつか書いており，ある意味

国内外でJムく使用され，その技術力と品質は世界的に高い

でこのような特性をもった脳を則ることが重要な関心事で

評価を得ている。また，医薬品の分野でも，医療現場の

あったことが伺える。現在のデジタルコンピュータは，基

ニーズを捉えた各種キット製剤等により，着実に実績を伸

本的に彼らが描いたシナリオに沿ってつくられ，そして，

ばしている。薬事法改正を機に需要拡大が見込まれるジェ

短い期間のうちに非常な勢いで発展して，今口の高度情報

ネリック医薬品・受託製造分野においても，最先端の技術

化社会が 実現した。しかし，より速くかつより人容量へと

を駆使することで，より安全で使い易い製品を着実に提供

コンピュータの能力が急速に発展するにつれて，逆にデジ
タルコンピュータでは実現困難な情報処理機能の存在が顕

する企業展開を実施している。
松下電器産業（株）は，近年では，DVD■ブルーレイー

在化することとなった。すなわち，人間の脳では容易に実

レコーダー，プラズマディスプレイテレビ，第3世代携

現されている，画像や菖声の意味を理解する能力，自由に

帯電話，65ナノメートルルールのシステムLSI，家庭桐

言語を操る能力，さらには意識や意思，創造するといった

据え置き型燃料電池コジェネシステム，ハイブリッド型電

能力は，現在のデジタルコンピュータの単純な延長では実

気自動車用蓄電池，高ダイナミックレンジ監視カメラ，使

現できそうになく，現在のコンピュータ技術の限界が見え

い捨て型血糖値計測器などで卓越した技術力を発揮してき

てきたのである（このような議論は，合原一幸［編著］「脳

た．。特に，DVDシステムについては，当社を含む国内数

はここまで解明された」，ウェッジ選集，に詳しい）。．

社と技術開発を競争し，さらに連携して標準化を推進して

そこで，生体における「ゆらぎの利用」を「ものづく

日本初のグローバル商品に仕上げてきた。また，プラズマ

り」，「システムづくり」へと活かすことができれば，筋

ディスプレイにおいては，標準解像（CD）什様の他，高

肉や脳の機能を備えた，これまでにない新しい機能材料，

精細度（HD）仕様についても開発を行い高い評価を得て

新しい情報システムを創成することができるのではない

いる。

か，とtlうのが本拠点化構想の根本の発想である。時あた
かも，近叶のバイオナノサイエンスを中心とした生命科学

三菱重l二業（株）は，本拠点化構想関係では，いままで
開発してきた画像処樗や無線制御などのRT技術に，最新

の急速な進展により，生休における「ゆらぎの利用」の原

の音声認識技術を組み合わせて，世界で始めての本格的芽

．哩が明らかにされつつあり，「ものづくり」，「システムづ
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くり」への応用展開が現実的になってきている。このよう

るのに必要なエネルギーとして3〜6kTと実測されてい

な状況のもとで，本拠点化構想では，生体分子機械及びそ

る。これはトランジスターにおける1ビット当たりのエネ

れがつくる生体システムの機能発現の仕組みを「ゆらぎの

ルギーの百万分の 一のオーダーであり，生体の動作は低速

利用lの視点から徹底的に追及するとともに．生命科学を

であっても，いかに低エネルギーで機能するかを示してい

取り入れた新しいナノ材料科学，情報システム科学，ロボ

る。／卜体分子は，ほぼ物理的限界にまでエネルギー効率を

テイクスを構築することによって，生休特有の柔軟な機能

上げている。

を実現した新しい知的人工物および情報システムの創成を

（b）「素子」としてのタンパク質の物押的性質

生体システムの要素であるタンパク質の物件，特に，そ

目指す。

の安定性／不安定性，エネルギー構造（ファネル構造等），

（2）基本コンセプト：生〃ポこ付を学ぶのか

生体ゆらぎを利用した知的人工物と情報システムの創

そして緩和過程（streched exponential緩和等）におけ

成にl占Jけて，l生休コンピュータ」と現在のデジタルコン

る特徴が，近件の進展著しいナノバイオロジー研究により

ピュータである「人工コンピュータ」との動作状況￠〕根本

明らかになってきている。さらに，タンパク質化学反応に

的差異について，特に物理学的観点から整理する。

おける履歴や運動論的協l司件の出現について汁目されてい

人工コンピュータの特徴は，熱雑音に対して高エネル

る。これらの現象は，タンパク質分子が熱ゆらぎ程度のエ

ギーを用いて誤作動率を極めて低く押さえ．決定論的作動

ネルギーにより遷移するような多数の準安定状態をもつと

を高速に行う点にある。しかし，その高速な処理は膨大な

考えることで理解が可能になる。つまり，ゆらぎを利用す

消員電力を伴う。また，その動作を規定するアルゴリズム

る「素子」の基本特性として，多数の準安定状態を有する

はソフトウェアとしてハードウェアから切り離され，シス

ことが重要になる。

テムは環境変動に対し脆弱である。それに対して，生体コ

（c）ゆらぎから誘起される動作メカニズム（熱雑言／分子数

ンピュータの特徴は，処理速度が低速であるが，熱雑書と

ゆらぎ中の安定な動作）

ゆらぎから誘起される動作メカニズムの例として，次の

同レベルの低エネルギーで作動し，熱雑書と分子ゆらぎの

ような動作が知られている。

中で確率的に作動する点にある．アルゴリズムを自発的に
形成することができ，そのシステムは環境変動に対し頑強

1．ゆらぎから方向性を取り出す「バイアスされたブラ

なものになる。

ウン運動」

こうした牛体コンピュータと人工コンピュータの動作状

2．共鳴を利用してノイズに埋もれた信号を取り出す
l確率共鳴」

況の根本的差異を踏まえ，lゆらぎの利用」への視点とし
て，特に次の4点に注目する必要があるn

3．ノイズを印加する車によって秩序運動が出現する
「ノイズ誘起秩序」

（a）計算の熱力学（動作に必要なエネルギー）

4．不安定な状態闇のネットワークから安定な状態聞遷

（b）l素子」としてのタンパク質の物理的性質（動的多型

移の規則が生成する「ルナーアトラクターネットワー

性）

（c）ゆらぎから誘起される動作メカニズム（熱雑音／分

ク」
このうち，生体システムの動作原理として現在の段階で

子数ゆらぎ中の安定な動作）

（d）ミクロとマクロの動的関係性（首尾一貫件の白律的

重要件が認識されているのは，分子機械における「バイア
スされたブラウン運動」と分子ネットワークにおける「ア

確保）

トラクター選択」である。本拠点化構想推進者の一人であ

以下，各々の視点について説明をする。

る四方哲也らによる遺伝子ネットワークの実験的解析に

（a）計算の熱力学

1ビットの情報を得るのに必要なエネルギーの下限は

より，ゆらぎの中での情報処理の仕組みとして「アトラク

kTlog2である。ただし，kはボルツマン定数であり，T

ター選択」の有効性が確認されている。

は温度である。これは生体分子モーターのエネルギー論と

（d）ミクロとマクロの動的関係性（自己一貫性）

生物のミクロな構造からマクロな構造への階層間の関係

も探い関連性がある。実際，生体コンピュータにおいては，

可逆な複写計算を行うRNAポリメラーゼに代表されるよ

性が，首尾一貢性（selfconsistent）を保ちながら自律的

うに，本質的な動作はブラウン運動だが，環境条件にバイ

に形成される論理が提唱されている（例えば，金子邦彦著

アスされ，「計算」が特定方向へ統計的に進む，という確

「生命とは何か一複雑系生命論序説」，東京大学出版）。こ

率的計算メカニズムが機能していると考えられる。この仮

の論理のもとでは，ゆらぎを利用した「アトラクター選択」

定のもと，動作に必要なエネルギーを計算した文献値とし

により，環塙変化に対してシステム全体として安定した応

て，RNAポリメラーゼでは，1ビット当たり約100kTと

答が可能である。

いう値が挙げられる。分子モータ←の1分子計測実験にお

以上の考察から，生物における各階層でのダイナミクス
を準安定なポテンシャル中での障子の運動の総和として丑

いては，ミオシン分子やキネシン分子が運動方向を選択す
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え，ミクロなレベルからマクロなレベルまでの各階層間に

現することは「知的人工物」を創る上で欠かせないもので

おいて首尾一貫した関係が，「ゆらぎを利用」した「アト

ある。

ラクター選択」により自律的に生成されていく過程こそが，

一方，「使う」という観点からは，新たなパラダイムの

生物の情報処理機構形成の木質であると考えることが可能

もとで創成された知的人工物を基盤とした情報処理機構や

であろう（＝，つまり，準安定なポテンシャルの深さは「ゆら

情報ネットワークの制御機構を構築する分野の研究開発者

ぎ」の人きさと同程度のために各階層での安定性は低いが，

が参両し，ロボットや機能制御外科学の分野の研究開発苗

システム全体としては安定化し，環境が変化した時にもシ

と共に本拠点化構想の成果の「巾U」部分を担当するこ．

ステム全体として柔峨に応筈することが可能になる。そこ

1創る」及びl仙う」に関する桝究開発には，情報シス

で，本拠J、ヒ化構想では，「ゆらぎ」を利用した「アトラク

テムー情報家電関連のメーカーである松下電器産業（株），

ター選択」を基本コンセプトとして採用し，「ものづくり」

情報通信関連の研究開発を展開している代表である∩本

及びlシステムづくり」へと応用展開を図ることにより先

電信電話（株），医療機器・医薬品メーカーであるニプロ

端融合領域でのイノベーションを創出する。

（株〕，ロボット関連の研究開発を展開している ÷毒重工業

（3）本研究拠点で融合を凶る研究領域および相互関係

（株）が参画する。

なお，基礎的な研究による「生物ゆらぎ」の解明に関わ

本拠点化構想推進における研究開発の流れは，「測る」，
「学ぶ」，「創る」，「使う」の四つの大きな機能によって記

る「測る」及び「学ぶ」，それを基にした新たなデバイス

述される。つまり，「生体ゆらぎに学ぶ」ことを可能にす

の開発，さらに，そのデバイスを用いた情報基盤システム

るには，まず，生体のゆらぎに関する多様な挙動をミクロ

の構築や有用な応用システムの開発と繋がる「創る」及び

なレベルで「測る」ことが求められる。この計測結果に基

「使う」という四つの機能が，それぞれフィードバック制

づいて，ゆらぎの挙動が解明されて数理的な解析式が導か

御機構をなし，相互に関連してシナジー効果を発揮する構

れることにより，生体ゆらぎに「学ぶ」ことが達成される。

造をデザインしている。

このような研究の推進は，生命機能，生物工学の研究領域

本拠点化構想では，今後，生命機能，生物工学などの関

の研究者が携わる。そのなかには，脳科学を専門する研究

連分野をまとめて「生命領域」，ナノ材料，有機化学材料

者を含めて，この分野の多岐にわたる研究者が含まれてい

などの関連分野をまとめて「ナノ材料領域」，情報システ

る．。また，協働機関としては，計測機器関連企業としてオ

ム，情報ネットワークなどの関連分野をまとめて「情報シ

ムロン（株），電子顕微鏡等に関する研究開発を行ってい

ステム領域」，ロボット技術，機能制御外科学などの関連

る日本電子（株）が参画する。また，バイオナノプロセス

分野をまとめてlロボット領域」と呼ぶことにする。

に関する基礎研究を展開している松下電器葎業（株）も参

（4）生休ゆらぎを描かした先端的融合研プ舘）具体的な可能性

生体ゆらぎの本質の つが「アトラクター選択」である

画する。
次に，生物ゆらぎに関する解明をもとにlものづくり」

ことは確信が得られているが，今後それに関する諸特性に

及び「システムづくり」を推進するには，「創る」及び「使

関するさらなる解明が生命系で推進される。ここでは，そ

う」という視点が重要になってくる。まず，l創る」こと

の諸特性が解明されることを前提とした場合に，その結果

に関しては，新たなパラダイムに基づく基本構成要素の設

を活かしてどのような先端融合的な研究開発の進展が可能

計及び合成技術の確11を目指して，ナノ材料及び有機化学

かを記すことにする。

材料分野の研究開発若や情報システム工学分野から集積

（a）ナノ材料領域における「アトラクター選択」モデルの有

化技術に造詣の深い研究開発者が参画する。さらには，ロ

用性

ボットや人工臓器への応用原理を追求する立場から超自由

ナノ材料領域における「アトラクター選択」モデルの有

度システム及び環境・人間適応システムの設計原理を追求

用性に関しては，以下の三つの方向からの可能性がある。．

するロボット分野や機能制御外科学の一線で活躍している

（1．生体ゆらぎを活かしたものづくり

研究開発者・医師も本拠点化構想に参画する。

生体ゆらぎを利用した系を人工的に合成した分子を用い

なお，有機化学はもともと，生物（有機）をなす分子の

て実現し，「知的人工物」の構築を目指す。例えば，「自己

研究からスタートしており，現在においても医薬や人間の

組織化」を利用して線状の分子に輪の形をした分子を填め

道具，人工臓器に至るまで，ありとあらゆるものをつくる

込むと，環状の分子は線状分子に沿って「熱運動」（並進，

基本になっている。生物特有の構造を抽出しその機能を合

回転）する。線状分子の中に環状の分子の動きを制御する

成した人丁有機物で置き換えることは，生物の機能はもと

部分を導入することにより，輪の分子を望みの方向，速度

よF），生物でも実現できないような新たな性質や機能を実

で移動させる仕組みの構築が可能となると考えている。ま

規できる可能性がある。本拠点化構想において，有機化学

た，その方向や速度を温度や光，圧力，イオンなど，外的

材料は「生物」と「知的人工物」との閲を結ぶ重要なイン

な刺激により制御することを目指す。「熱ゆらぎ」から方

タフェースであり，有機材料によって「生物」の機能を実

向性を収り出し，それを繰り返し，▲定方向の運動とする。
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これにより，生体の筋肉において見られるアクチンーミオ

情報システムの大規模化，複雑化に伴って．耐故障性に

シの一方向運動を模倣する人工物への別製につながること

優れた構築技術については，集中型管理はもとより計画的

が期待される。

なシステム構築はもはや不可能である。それよりもシステ

（2．脳機能模倣型の情報処理素子

ム全休を自律的なエンティティの集合体とし．それぞれの

逐次適応学習機能を有する脳機能模倣型の情報処理素子

エンティティが安定状態を保ちつつ，環境変動にも柔軟に

の美≡睨により，アトラクター選択式現される情報処理機

対応できるようにすることによって，本来のサービス機能

構向け素子の研究開発が可能である。脳における情報は，

を維持可能とするような情報インフラストラクチャの構築

昏々重みがつけられた多人力情報が，ある聞仙をこえた時

手法に最近往目が集まっている。

に発火することで次のレセプターへと転送される。この情

その解決策として期待されているのが，生物に学ぶ情報

報処理を数式で表したものが，スピングラス状態とl酬両の

システムの構築である。牛物界において細胞は，複雑な遺

物理的数式（ハミルトニアン）で示されることを別田して

伝子代謝ネットワークを持っている。人きなネットワーク

（ホップフィールドモデル），スピングラス材料により脳機

が環境の激しい変動に対して高い頑弓卸性を示していること

能模倣型の情報処理素子を開発することが吋能となる。

は驚くべきことである。人阪人学における生物工学関係の
研究グループは，このような生物ネットワークの特性を解

具体的には，磁性素子としてハードディスク等に桐t・、ら

れているトンネル磁気抵抗素子をモデルとして，磁性／絶

明して，その頑強性や拡張性の原理を情報通信技術につな

縁体／スピングラス材料の積層素子において入力信号パル

げることを目指してきた。
本拠点化構想推進者の清水浩らの細胞内での代謝の変化

スの強度，パルス幅を変えることにより多入力を実現し
（ハミルトニアン第1項），トンネル接合の障壁を開値とし

や共生系の解析に加え，本拠点化構想推進者の四方哲也ら

て（同第2項），スピントンネル電流を検出することによ

は，細胞内の遺伝子の発現量の分布を解析した。その結果，

り，脳型情報処理素子を実現させる。本系を実現する上で

発現量分布がインターネットのコネクションにも見られる

キーマテリアルとなるスピングラスは，従来50Ⅰ（程度の

パワーロー（べき乗則）ネットワークの性質を示し，しか

低温でのみ発現する現象であったが，産研グループは巧妙

も，その分布が生物の種や進化の過程を越えてべき乗別に

なスピン設計により，室温でもスピングラス瑚象が発現す

従うことを発見し，生物ネットワークと情報ネットワーク

る薄膜単結晶材料の合成に世界で初めて成功しており，当

の共通性を見いだした。さらに，大腸菌が分子メカニズム

該材料をベースとした素子が核となる。

によらずに与えられた環境に適応して安定なアトラクター

（3．超低消費電力の生体適合した集積型多機能センサ

を選択するlアトラクター選択」の頗埋を提唱し，遺伝子

外界からの情報を生体内の環境情報であるイオン濃度勾

代謝ネットワークを人為的に坤め込んだ細胞を別製して環

配や，熱ゆらぎ（熱振動）や化学ポテンシャル変化に変換

境変動に対する応答を詳細に解析することによってこの原

して動作するデバイスとして，生休適命型多機能集積セン

理が働いていることを実証した。

サの研究開発が可能となる。例えば，我々は外界からの光

本拠点化構想推進者の村m正幸らは，その研究成果に基

情報を目（網膜）で検出して，レテナール分子の構造変化

づいて，情報ネットワーキング技術として最近注目を集め

（シスートランス），電気的，化学的信号に逐次物理量を変

ているオーバーレイネットワークにおいて，アトラクター

換させて情報伝達している。そこで光機能惟有機物／強誘

選択の数理モデルをオーバーレイネットワークにおける経

電体／磁性半導体の集積型素子を構築する。有機物質内で

路選択技術に適用し，その実現手法と有効性をすでに示し

外界からの光入力により生じた光起電力が，強誘電体の結

ている。従来のシステム設計者は，システムに対するトラ

晶格子を圧電効果により伸縮させ，隣接する磁性半導体内

ヒッタ入力の変動（外的要因）や故障などの発生（内的要

のスピン移動積分項を変化させることで，磁気抵抗変化と

因）などを予測しつつ，そのような変動がシステムに与え

して検出する。強誘電体はメモリ特性を有するため，光情

る悪影響をいかに軽減するかに腐心してきた。しかし，シ

報は分極による格子歪み効果として「記憶」されることに

ステム変動をゆらぎと捉え，アトラクター選択を適用する

なる。ナノスケールで積層したモノリシックな素子である

ことによって，むしろそのような変動を積極的に利用する

ため，超低消費電力による駆動が実現する。さらに磁性半

という発想の転換を行うことによって，従来に類例のない

導体の部分に上記（2．で示したスピングラス材料を用いる

まったく新しい経路制御技術の創出に成功した。その重要

ことで，「認識」「判断」「記憶」といった 一連の機能が，

作，他技術への将来的な適用吋能件が認められ，研究成果

ナノ材料技術により実現される。本拠点化構想推進者の田

は情報科学分野において最も重要な論文誌の一つである

畑らは当該センサの元となる集積型多機能素子の研究によ

CommullicationsofACMに採択が決まL：）ている。
情報システムはさまざまなレベルの階層化が行われてお

り，（祉）止、用物理学会講演奨励賞を受賞している。
（b）情報システム領域における「アトラクター選択」モデル

り，例えば情報ネットワークにおいても，上述の経路制御

の有用件

だけでなく，データリンク制御技術，データ転送技術，障
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害回避技術などさまざまな制御技術が重層化を成Lてい

柔軟なシステムを実現する。

る。アトラクタ←選択原理をそれらの技術に適用すること

（5）具体的研究課題

によって，システム全体として環境変動に対して安定した

従来．生体ゆらぎを「ものづくり」へと活かす本格的な

応答，すなわちユーザに対して安定したサービスを維持叫

試みはなく，「システムづくりlへと活かす試みについて

能な情報インフラストラクチャの創成が可能となる。

は．上記2．a．（4）の（b）で示した情報ネットワークアーキ

（C）ロボット領域におけるlアトラクター選択」モデルの有

テクチャへの有効導入が開始されたところである。生休が

用性

「ゆらぎ」を清川する仕組みを瑠解し，その仕柵みを人工
の分子，システムのデザインに導くことができれば，上記

ロボット桝究における最も重要な技術課題は，環境の変
化に対する適応性である。これまでのロボット研究では，

Z．a．（4）に論じたように新しい原理に基づくインテリジェ

ロボットの低レベルな行動制御は従来の制御理論に基づ

ントデバイス，センサ，アクチュエータ，情報処理プロ

き，また，環境認識を伴う高レベルの行動においては，人

セッサなどの創成，さらには情報ネットワーク制御への適

工知能研究と同様のアプローチが取られてきた。．しかしな

用などが可能になる。そこで本拠点化構想では，生体ゆら

がら，例えば，人工知能桝究でも用いられるルールベース

ぎの活用を目指した桝究開発を通して，生命系，ナノ材料

システムに基づくアプローチでは，環境の変化を全て想定

系，情報システム系，ロボット系の強力な連携を促進し，

し，それに対する対処法をあらかじめロボットのプログラ

高度化する情報化社会の要求に応える新しい知的人工物と

ムとして埋め込まなければならない。

情報システムの創成を目指す。以下に具体的な研究テーマ
について述べる。

ここでは，生体ゆらぎの基本メカニズムに基づき，従来
の制御理論や人工知能研究の限界を超えた，ロボットの新

（a）生命領域の研究課題

しい制御システムや知的行動システムを実現する。

生体ゆらぎの解明を目指す生命領域では，次のような研

生体ゆらぎに似たアプローチはすでに研究が始まってい

究課題に取り組む。

る．。例えば，CPG（パルス発生器）等によるアトラクター

1．生体分子における「熱ゆらぎ」の利用メカニズムを

生成メカニズムを基にした歩行ロボットが，様々な床の形

解明するために，分子モーターを主たる研究対象とし，

状に適応しながら，歩行を続けられることが実証されてい

新たな1分子機能計測法の開発および超高圧極低温電

る．。このシステムでは，ロボットに様々な床の形状があら

子顕微鏡・ⅩFELなどによる高分解能立体構造解析シス

かじめ教示されているのではない。特定の床で歩行を学習

テムの開発を行う。また，年休分子がkTオーダーの砥

したロボットが，歩行したことのない床でも適応的に歩行

いエネルギーで作動する仕組みを理解するために，分子

するも￠）であり，そのロボットはいわば，生物的な両耕さ

モーターのエネルギー論の構築を目指す。

を持つ。

2．細胞内分子ネットワークにおいては，「熱ゆらぎ」

しかしながら，アトラクターが実現する適応性は比較的

に起因した分子数のlゆらぎ」および分子種のlゆらぎ」

限られた軽囲である。より頑強で生物的なシステムを実現

が「アトラクター選択」などの情報処理に重要な役割を

するには，歩行以外にも例えば，走行や起きあがりなどに

もつと考えられている。そこで，細胞内分子ネットワー

対するアトラクターを準備し，環境の大きな変化に対して

クにおける「ゆらぎ」の役割および「アトラクター選択」

もアトラクター選択によって，移動という目的を果たす仕

のメカニズムを解明することを目的として，分子数・分

組みを作る必要がある。生体ゆらぎの基本メカニズムは，

子種の「ゆらぎ」を実測するためのイメージング技術を

まさにこのアトラクター選択を実現するものであり，従来

開発する。具体的には，遺伝子発現調節・細胞分化・細

の制御理論を超えて，より環境適応性の高いロボットを実

胞運動を主たる研究対象として取り上げ，細胞内1分子

現することができる。

イメージング法および高分解能4次元計測・解析システ

またロボットは単に移動するだけでなく，複雑に人間と

ムを開発する。また，「ゆらぎ」を考慮した確率的分子

関わり合うことが期待される。この人聞とロボットの関係

情報処理の理論を構築し，確率的動作に基づくプロセッ

は非常に複雑であり，従来の人工知能研究におけるルール

サ開発への指針を与える。

ベースシステムでその関係を記述することは不可能であ

3．発生および免疫系においては，ダイナミックな細

る．。この間題に対しても生体ゆらぎメカニズムはブレーク

胞間相互作用を適して細胞ネットワークが構築され，多

スルーを与える。ロボットは個々の関係を維持することが

細胞システム全体での柔軟な環境適応が吋能になってい

できない程大きな状況（また関係）変化が起こったとき，

る。「アトラクター選択」という理論的概念は，もとも

アトラクター選択のメカニズムにより，適切な行勤を選択

と，こうした多細胞システムにおける柔軟な応答を説明

することで適応的に振舞う。

するものとして生物学に適用されてきたが，実験的検証

このようにロボット領域におけるアトラクター選択モデ

は十分ではなく，メカニズムは理解苫れていない。そこ

ルは，従来の制御哩論や人⊥知能桝究を超え，より頑強で

で，多細胞システムにおける「アトラクター選択」のメ
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カニズムの解明を目指して，細胞の分化形質の「ゆらぎ」

のシステムを構築する。分子受容体としては．モノクロー

を計測し解析する実験系を開発し．情報ネットワーク制

ナル抗体のような生体分子をも用い得る。ここでは分子情

御機構の開発への指針を与える。

報のわずかの違いをも格段に増幅することにより．高感度，

高精度のセンサの開発を目指す。

4．脳内情報処理における「ゆらぎ」の役割を明らかに
するために，神経ネットワークのダイナミクス計測や脳

（c）情報システム領域の研究開発課題

情報システム領域では，l生休ゆらぎ」及びlアトラク

機能イメージングのための基盤技術の開発を行う。近叶，
「ゆらぎ」￠．）重要性が明らかとなってきた「＝多義図形」

ター選択」の解析に関する研究を探化苫せ，その結果に基

やl隠し絵」の認知情報処理を÷たる桝究対象とし，そ

づぐ情報ネットワーク制御機構の桝究開発を屈閲する。そ

の脳lノ日吉報処理のゆらぎ計測および解析を行う。

の成果に基づいて，制御機構を実現するソフトウェア碁盤
の開発，及び牛体ゆらぎを清かした確率的動作に基づくプ

（b）ナノ材料領湖の研究開発課題

ロセッサアーキテクチャの研究開発を行う。

生命系の生休ゆらぎの解析結果をもとに，ナノ材料領域
では次のような研究開発課題に取り租む。

（1．環境情報ネットワーク碁盤構築のための要素技術の確立

環境の変動に柔軟に対応しつつ，情報収集，情報処理，

（1．脳機能模倣型の情報処理素子

この課題では，逐次適応学習機能を有する脳機能模倣型

環境制御を行う新しい情報ネットワークアーキテクチャ

の情報処理素子の実現により，アトラクター選択表現され

（C3：Communication，Computing＆Control）を確立す

る情報処理機構向け素子の研究開発をする。特に，情報材

る。そのために，「生体ゆらぎ」及び「アトラクター選択」

料である磁性体，強誘電体の持つ双安定ポテンシャルが空

の解析をさらに進めるとともに得られたの知見に基づき，

間的に「ゆらいでいる」物性を利用した脳機能模倣型の情

生命体の柔軟性，自律性，自発性に学んだ情報ネットワー

報処理素子を目指す。具体的には，室温付近に転移温度を

ク制御の要素技術を研究開発する。そのために，まず，セ

有するスピングラスや双極子グラス（リラクサー）をスピ

ンサーネットワークを対象として，以下の研究課題に取り

ネルあるいはペロブスカイト化合物において設計・合成し，

組むことによって新しい環境情報ネットワークアーキテク

ホップフィールドモデルに示されるシナプス系情報処理が

チャの実現可能性を明らかにする。

スピングラスと同じ形の基本式（ハミルトニアン）で示さ

1．生物ネットワーク解析

れることを活用した脳型情報処理素子を作製する。これに

2．経路制御，幅較制御，資源発見制御

より，アトラクター選択表現される情報処理機構向けの素

3．セキュリティ制御

子を桝究開発する。

4．障害回復制御

（2．趣低消買電力￠）生休適合した集積型多機能センサ

（2．環境情報ネットワークのためのソフトウェア基盤の構築

この課題では，2．a．（4）．（a）の（3．項で示した視覚一脳機

生体ゆらぎを活かした確率的動作に基づく新しい情報

能融合型の集積型多機能センサに加えて，生休適合の見

ネットワークアーキテクチャを創出し，そのソフトウェア

地から，人工臓器への組み合わせが可能な素子を開発す

基盤を確立する。そのために，まず，細胞内の多階層ネッ

る。生体内では，高々0．8Vの電位差により室温（低エネ

トワークにおけるインタラクション解析を行い，その成果

ルギー）で，情報伝達・処理および機械が実現している。

に基づt■、て，階層化された情報システムに存在する二つの

そこで活用されている，イオン濃度勾配や，熱ゆらぎ（熱

相互作用，すなわち，各々の階層において柔軟構造を有す

振動）や化学ポテンシャル変化を利用したデバイスを目指

る制御が実行された時の階層間のインタラクション，およ

す．。例えば，人工心臓適用材料に圧電体薄膜，生体親和性

び，階層内における「ゆらぎ」に基づいた制御対象となる

材料の酸化物半導体であるZnOベースのトランジスター

エンティティ間のインタラクションの在り方を解明し，そ

を用いたイオン感応型薄膜センサ等をマイクロメートルス

れを積極的に利用することによって，全体として柔軟な構

ケール（カテーテルのサイズ以下）で組み合わせることで，

造を持つ統合化アーキテクチャを確立する。すなわち，以

血圧，pH，血中イオン濃度をリアルタイムでモニタリン

下の研究課題に取り組む。
1．細胞内遺伝子と代謝ネットワークニ階層のネット

グできる，生体適合した超小型多機能集積センサを開発す

ワークのインタラクション解析

る。

2．上記に基づいた情報システムに存在する二つのイン

（3．有機分子情報センサ

生物は，分子やイオンを糊いて情報伝達を行っている。

タラクションの解明

すなわち，情報を伝える分子と情報を受ける分子が存在す

3．生休ゆらぎに基づいた柔軟構造を有する，制御が多

る．。これを人工的に利用するために，それぞれの分子やイ

重階層を形成する情報ネットワークアーキテクチャのソ

オンに対するl受容体」となる分子を合成し，l分子認識」

フトウェア基盤

により．分子情報を識別する。この受けた「分子情報」を

4．ゆらぎ原秤で動作するプロセッサの情報ネットワー

さまざまな方法でその感度と精度（確度）を増幅するため

クアーキテクチャへの実用件の棟副■
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（3．ゆらぎの動作原理に基づくプロセッサアーキテクチャの

的に応じて利用する機会の方が多くなる。ここで開発する

研究開発

生体模倣型ロボットは，あくまでも高度な技術開発の象徴

生体ゆらぎを活かした確率的動作に基づくプロセッサ

である。

アーキテクチャを研究開発し，環境情報ネットワークに適

b．関連分野における国内外の研究開発動向と本拠点化構想の

用することによって高効率環境情報ネットワークを構築

優位作

し，ゆらぎ原理に基づく情報システムの実現性を示す。

木拠．良化構想提案にある物質科学，生命科学，情報科学

の融合を目指した研究拠点の必要性は諸外国においても強

1．生体情報処摺に基づく論理演算素子，回路素子によ

く認識され，スタンフォード人学のBio−Xプログラム，カ

る，ゆらぎ憤埋で動作するプロセッサの桝究開発

リフォルニア大学の物理生命科学研究所，ペンシルバニア

2．ゆらぎ原理で動作するプロセッサと決定論的動作を

インタフェースすることによるアプリケーション間発環

大学の医学工学研究所，ジョンズホプキンス大学の生命匪

境の構築

l二学研究所，マックスブランク研究所などで，先端的学際

研究体制の整備が進められているようであり，国内におい

3．ゆらぎの動作原理に基づくプロセッサに基づくネッ

トワーク装置（ルータ，サービスノード）の研究開発

ても長期的な展望にl■上った包括的融合プロジェクトの1−（ち
上げが早期に行なわれることが望まれている。．

（d）ロボット領域の研究開発課題

本拠点化構想は，そのような次世代研究領域を先取りす

ロボット領域では，生体ゆらぎを活用したロボット制御，

人工臓器，さらには生体模倣ロボットの開発に至る諸課題

るものであり，さらに近年ますます重要になってきている

に取り組む。

ロボット領域をも包含して，横断的に融合する学際的研究

（1．ゆらぎを用いたロボット制御の基礎技術の確立

は国際的にも稀である。生体に学び新しいデバイスを創成

アトラクター及びアトラクタースイッチングを用いた頑

する試みは従来からなされてきたが，本拠点化構想提案の

強な制御ができることを実証する。特に，アトラクタース

ような「ゆらぎの利用」に焦点をあてた先端融合研究開発

イッチングによって，外界の変化に対してロボットがいか

は皆無と言ってよい。

に，適応的に，頑強に振る舞えるかを理論的に検証する。

本拠点化構想の要素技術である生命領域，ナノ材料領域，

（乙環境の変化に適応する人間型ロボット開発

情報システム系，ロボット領域の個別分野において，世界

複雑な人間型ロボットを用いて，複数の制御階層におい

をリードする研究開発は国内的にも数多く存在するが，本

てそれぞれアトラクタースイッチングによる適応的な制御

拠点化構想の推進者は個別の分野において国内外をリード

を実現し，新しいロボットの制御メカニズムの枠組みを確

する研究者で構成されている。したがって，ここでは本拠

立する。

点化構想の要素技術としての各翻域における国内外の研・究

（3．高件能人⊥心臓の開発

開発動向を中心に述べ，本拠点化構想推進者の僅付件を示

従来の人丁心臓とナノテクノロジーで実現されるゆらぎ

すことにする。

センサを組み含わせ，高感度のセンサ情報をもとに高度に

（1）生命簡域の動向

人体に適応する人⊥心臓を実≡睨する。

本拠点化構想の生命領域の研究拠点となる人学院生命機

（4．生体親和人工心臓の開発

能研究科は，バイオテクノロジーとナノテクノロジーの

人工心臓の素材やアクチュエータそのものも生体と親和

本橋的な融合を実現した我が国唯一の研究教育組織であ

性の高い物を開発するとともに，そこに，先に取り阻むア

り，1分子機能計測技術，X線構造解析，極低温電子顕微

トラクターを基にした制御メカニズムおよび，ゆらぎセン

鏡，最先端レーザー光学などのナノテクノロジー研究者

サと情報処理装置を組み込み，新世代の人工心臓を実現す

と，生命科学の諸問題に携わるバイオテクノロジー研究者

る．。

が渾然一体となって研究教育を展開している。本拠点化構
（5．生体摸倣ロボットの開発

想の推進に深く関わる生体分子機械のゆらぎを計測するた

人工心臓と同様の技術は，人間に酷似した生体模倣型ロ

めの1分子機能計測に関する研究においては，1分子蛍光

ボットにも適用する。このロボットは，柔らかく高感度な

顕微鏡法，1分子操作法を世界で初めて開発し，さらに，

ゆらぎ皮膚センサ，人間のように柔軟で，環境の変化に対

生きた細胞内システムにおいて生体分子の1分子観察にも

して高い適応性をもつ制御メカニズム，人間と柔軟な関係

世界で初めて成功した実績をもつ［Nature352（1991）；

を築く相耳作用メカニズムを持つ。人間社会において，人

Ⅳature374（1995）；Cel192（1998）；Nature397

間に対して安全で，人間が高い親和性を持つロボットを実

（1999）：Nalllre CellBiol．2（2000）；Science294

現することは，少子高齢化によって人間の存在感が薄まる

（2001）：Nature415（2002）：Nature Clleln．Biol．1，

未来社会において，人間のウォリテ・・fライフを支えるため

（2005）；Nal11re Chem．Biol．2（2006）］。また，生体

に必要不可欠な研究である。なお，全てが人間と酷似する

ナノマシンの高分解能立体構造解析を可能にした極低緑電

ロボットをそのまま利用するよりも，その ▲部を状況や目

子詣微積やⅩ線構造解析法が世界に先駆けて開発され，代
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表的な生体ナノマシンとして知られるべん毛モーターの原

ており．本拠点化構想に関する高い研究ポテンシャルを有

子構造が次々と解明されている［ScierlCe227（1985）；

している。

Science231（1986）；Nature342（1989）：Science

（2）ナノ材料領域の動向

252（1991）；Scicncc 290（2000）；Naturc 410

まず，大学院生命機能研究科においては，本拠点化構想

（2001）；N∂ture424（2003）；Nattlre431（2004．）］。

の目的とする「ゆらぎ」を制御・利用するナノ材料研究

また，本拠点化構想と深く関わる免疫ネットワークのゆ

の立場から，ボトムアップナノテクノロジーとして，1原

らぎに関しては，サイトカインであるインターロイキンン

子・1分子レベルでの結晶構造制御形成技術を確立してき

6の発見，その作用機構の桝究，さらにそのシグナル伝達

た。その中で電子やスピン相関の揺らぎ制御による新規超

機構の男常により自己免疫疾患が発症することを明らかに

伝導休，趣交換頗磁性体別製の栗綽を持つ【Nal11re3∈J4

した実績をもつ。さらに，サイトカインネットワークが卜

（1991）；Science270（1998）】。

皮一間粟変換にかかわっていることを仲与引こ先駆けて明ら

本拠一点化構想のナノ材料領域の研究開発拠点となる（独）

かにした［Nature324（1986），Nature332（1988），

産業科学研究所（産研），はナノテクノロジー￠〕中核とし

Science 241（1988），Cel158（1989），Cel163

て世界の最先端機関であり，産業に資するナノサイエン

（1990），Immunity5（1996），Immunityll（1999）， ス・ナノテクノロジーに関する研究を推進すべく「産業科
Immunity12（2000），］．Exp．Med196（2002）Dev

学ナノテクノロジーセンター」が平成14年に設置されて

Ce112（2002），Nature429（2004）】。免疫ネットワー

いる。ここでは，文部科学省ナノテク総合支援プロジェ

クやサイトカインネットワークのゆらぎを研究することに

クトのナノテクノロジープロセスファウンドリーは，原

より，免疫応答，がん，発生の仕組みの解明に発展するこ

子・分子単位の結晶成長技術（ボトムアップ），10nmス

とが多いに期待される。

ケールのナノ加工を可能とする量子ビーム技術（トγプダ

さらに，本拠点化構想で重要視する脳科学の分野で

ウン）はじめとする技術最先端のナノテク研究設備を阪大

は，特に認知脳科学の分野で図形特徴選択性コラムの発

全学の研究者に対して提供して希有な施設である。さらに

見［Nature360（1992）］や多義図形の認知における離

オープンラボラトリーとして，ナノテク総合研究棟施設の

散的確率過程の発見【Neuroreport14，（2003）］といっ

約50％を全学に対して開放しており，そこには大阪大学

た先駆的業績がある。また，「小脳内部モデル確論」を損

今学からナノテクノロジー研究を推進する研究グループが

案し実験的にその存在を証明した．さらに．人と同じよう

集まり，情報・設備共有，人的交流を通して当該研究分野

な機軸川勺な柔らかさ，速さ，力強さと30の自由度を持つ

の融合を推進している。当該研究のl司際【勺な交流として，

ヒューマノイドロボットを開発，上吉山1）脳関学習理論に基

フォーカス分野を3国／年の国際会議をここ4年間連覇

づいて，そのヒューマノイドロボットに高度な学習機能

して開僻し，世界に向けた情報発信の場としてもその存在

と，感覚運動統合の能ノ」を与えることに成功した実績をも

は大きい。また，席研とエネルギーt学研究科が推進する

つ［Nature365（1993）；Science272（1996）；Nature

21世紀COEプログラムは，全国約300の全COEプログ

403（2000）；IEEEIntelligent Systems15（2000）；

ラムの中で第1位の研究費を摺得し，中間評価においても

Nature414（2001）】。

5段階評価の最高レベルの評価を得ており，「新産業創造

一方，大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻の四

指向インターナノサイエンス」として新しい産業別造に資

方哲也らによる進化実験，細胞創成，生物揺動散逸定理，

する科学を標梼し，産業連携室を窓口として企業との強い

アトラクター選択による遺伝子発現の適応応答は，国際

連携のもとに研究展開されている。

的に注目されている【Nature Biotechnol．17（1999）；

また，本拠点化構想の推進拠点の一つである大学院理学

NatureStruct．Biol．6（1999）；PNAS99（2002）；PNAS

研究科では，21世紀COEプログラムとして化学と高分子

lOO（2003）；FEBSLett．576（2004）】。

科学専攻が「自然共生化学の創成」と題して自然と生物
などからのインスピレーションにより新たなものを創り出

なお，本拠点化構想には，（株）国際電気通信基礎技術
研究所（ATR）から，川人光男が参画する。現在，ATR脳

すことに取り組んでいるが，本拠点化構想で目指すテー

情報研究所室長であり，脳科学研究とロボット技術への応

マとも非常に合致している。自己組織化や分子マシンの研

用に関する世界の第一人者として広く知られている。その

究においてNature誌に3年連続【Nature356（1992）；

研究ポテンシャルは国際的に非常に高く評価されており，

Ⅳature364（1993）；Nature370（1994）］で先駆的な

研究テーマも本拠点化構想と深い関連性がある。また，情

研究を発表し，Nal111、e誌のNewsとしても取り上げられ，

報通信研究機構・関西先端研究センターからは，脳情報グ

現在の世界的に波及した研究の発端となった。その後もア

ループの主任研究員である村田勉が参画する。視覚的意識

メリカ化学会誌やScience誌に紹介され，自己組織化や分

のゆらぎと脳■内確率的活動ダイナミックスのMEG，m4RI

子素子の研究の指導原秤になっている。21世紀COEプロ

を用いた計測とモデリングに関して，活発な桝究を展開し

グラムの成果は7回にわたる凶際シンポジウムなどで世界
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に発信され，特に，第6回の国際会議は日本の6大学合

報システム工学専攻，インフラストラクチャ形成を担う情

同での国際会議で日本の主要大学の化学系の21世紀COE

報ネットワ←ク学専攻，情報の高次処理技術を扱うマルチ

プログラムが 一同に会し，人阪人学がその開催人学とし

メディア工学専攻．生命系へのアプローチを扱うバイオ情

て．主要な役割を果たした。さらに高分子科学専攻では2

報工学専攻の7専攻からなり，情報科学を核とした融合科

年に一度，国際会議Os∂ka UnjversjtyM∂CrOmOlecular

学・技術に果敢に取り組んできた。
特に，人学院情報科学研究科が，本拠点化構想推進者の

SymI）（〕Si11Ⅰ−1（OUMS）を開催し，世界の高分子研究者が

大阪大学に一同に会し，その最先端の研究について情報

西尾幸治郎のリーダーシップのもとで推進している文部科

交換，ディスカッションし，その先導的役割を果たして

学者21世紀COEプログラムlネットワーク」壬生環境を

いる。2（）（）4年にはその会議をまとめた335ページにわ

築ぐ情報技術の創出」は，生物丁学と情報科学という二つ

たる書籍．●MacrolnOlecular NallOStruCtured MaterialsT

の先端科学技術の融含研究に基づく新しい情報技術の創出

（SI〕Ⅰ、iI18er）を発行した。本書は反響を呼び，アメリカ化

を目指してきており，小間評価においても5段l曙評価の最

学会誌にもとりあげられ，書評などでもきわめて高い評価

高レベルの評仙を得ている。本拠点化構想推進者の村Il一正

を得ている。

幸らのアトラクター選択臆哩に基づくオーバーレイネット
ワークの経路制御技術も21世紀COEプログラムの研究

さらに，基礎工学研究科では，物質創成専攻未来物質領
域に微小物質のコヒーレンスとゆらぎのダイナミクスを教

遂行の中で確立されたものであり，細胞の環境適応原理の

育研究するレーザー分光を主体とする講座が設置されてお

発見とその経路制御技術への展開という生物工学と惜幸酎斗

り，物理と化学の両方面から有機・無機のナノ構造物質に

学の融合の成果の結実であるということができる。
ただし，生物界のアナロジーを情報技術に適用した例は

迫る体制が敷かれている。また，21世紀COEプログラム
「物質機能の科学的解明とナノ工学の創出」を通じて．超

決して珍しいものではない。例えば，遺伝子アルゴリズム

伝導，ナノ磁性，モレクトロニクス，量子情報，ナノ光工

は最適化問題を解くものとしてこれまでも数多く用いられ

学，超微細加工等，いずれも「ゆらぎ」が物性を支配する

てきた。しかし，このような単なる生物界のアナロジーに

各種機能性材料の基礎研究において，国内1，2位を競う

基づいたものではなく，生物界の様態の本質を教理モデル

優れた研究者群による多くの注目される成果が発表されて

として理解し，大規模化・複雑化する情報システムの問題

いる。

を科学的に解決しようとする言式みはさほど多くない。上記
Zl世紀COEプログラムにおいて目指している「外界から

特に，本拠点化構想で目指すナノ物質における「ゆらぎ」
を研究する上で，、ド導体量子ドットで見出された励起f発

の環境変化に対して個々のオブジェクトが安定した状態局

光のゆらぎと二光子励起によるその抑制効果は分子分北で

保ちながら，本来の機能を果たしていく」ような自律性，

見られるゆらぎとの類似件の点で極めて重要であり，さら

拡張惟，強靭件，適応件を有する情報システムの構築を目

に，ゆらぎと相補性をなすコヒーレンスの研究では，半導

指すものであるが，その他には，以下のように数えるほど

体の電子対励起状態のコヒーレンスを光子対の量子相関に

である。

移す先駆的研究に成功し，2004年Nature誌にて高く評

（a）IBMのeLizaプロジェクト

仙され，半導体ナノ粒子のレーザー発振においても特異な

複雑化するシステムの不調や構成変化，外部からの攻撃

コヒーレンス状態（超放射状態）を形成することが2005

に自律的に対応し，自己調整を行えるシステムに関する研

年秋の米国MRS（材料研究学会）の招待講演として取り

究開発

上げられた。

（b）UCLの分散システムの自律調整機構

複雑化・巨大化するネットワーク資源のマネー ジメン

一方，ナノ分野の人材育成に関しては，科学技術振興調
整員新興分野人材養成「全学横断ナノ高度学際教育研究訓

トにバクテリアの振る舞いなどの生物界のモデルを応用し

練プログラム」の取りまとめを引き受け，大学院・社会人

た分散システムの自律調整手法の研究開発

向けの講義・実習に関して多数の教員が連携協力している

（c）Bologna大学のAnthillプロジェクト

大規模かつダイナミックで，非中央志向を特徴とする

など，研究教育両方面でのポテンシャルは極めて高い。

P2P型アプリケーションのフレームワークを生物界の複雑

（3）情報システム領域の動向

系をモデルとして確立するための研究開発

本拠点化構想の情報システム領域の研究開発拠点となる
大学院情報科学研究科は，大学院基礎工学研究科，大学院

（d）Belgium凶、r上物理化学研究所の免疫コンピューティング

丁学研究科，大学院理学研究科に分散していた情報関連の

ウイルスやノイズ，エラーの影響を除きつつ，複雑なl邑j

組織を結集して創設されたものである。数学的概念の情報

題解決にタンパク質免疫系のネットワークを応用する情報

科学への応用を扱う情報基礎数学専攻，数理的アプローチ

処理技術の原理の確立

に基づく情報数理学専攻，ソフトウェアを扱うコンピュー

しかし，最近，この分野の研究は注目を浴びてきており，

以卜のように関連するワークショップが徐々に開催される

タサイエンス専攻，システム・ハードウェア設計を扱う情
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ようになっている。

技術など高度先進医療には多くの実績を持つ。これらは再

1．The FirstIrlternatiorlalWorkshop on

生医療に関する21世紀COEプログラム研究教育拠点と

Biologically Inspired Approaches to Advanced

して採択されている。さらに．人阪人学は，研究面では，

InformationTcchnology（Bio−ADIT2004），January

血管，血液細胞．インスリン分泌細胞，心筋細胞などの増

2004．

殖・分化の研究，生体材料の開発，細胞機能の計測制御な

2・IFIP／IEEEInlernaLionalWorkshop o［1Selr−

どにおいて，臨床面では，心臓移植をはじめとする臓器移

Managed Systems ＆Services（SelfMan2005），

植や人工骨の開発などにおいて，多大な業績をあげてきた＝‥，

May2005

本拠点化構想推進者の澤芳樹の桝究グループの桝究開発業

二う・In（erllalionalWorkshop o11Self−＊Propertipsin

纏を基盤に，研プ錘ト・専攻の枠を超えて結集することによ

ComplexInformation SystelnS（SelfST＾R2004）．

り， コンパクトながらもインパクトのある医工連携をおこ

M叫2（〕04

なうことが可能である。また，医学部附属病院には，未来

4．The SecondIllternationalWorkshop on

医療センターがすでに設置されており，基礎研究から試験

BiologlCallyInsplred Approaches to几dvanced

的治療へのトランスレーショナルリサーチをスムーズにお

InformationTechnology（Bio−ADIT2006），January

こないうる基盤が充実している。これらのことから，木研

2006．

究拠点が形成できれば，本拠点化構想の10年聞という期

Bio−ADITは，ピアレビューによる論文採択制を採用し

間だけではなく，臨床への応用や人材の育成をも含めて，

ている国際ワークショップであり，LNCS（Lecture Notes

15年，20年にわたり活動できる新たな再生医学の拠点へ

in ComputerScience）として出版されているものである

と成長させていくことができ，本拠点化構想の目標達成に

が，採択論文32件のうち15件が上記21世紀COEプロ

大きな貢献が期待できる．

グラムの事業推進担当者の関係する論文であり，同分野に

なお，本拠点化構想には，国立循環器病センター研究所

おける大阪大学大学院情報科学研究科の研究レベルの高さ

から人工臓器部長の妙中義之が参画する。補助循環，人工

を示している。また，Self−STARにおいては，村田正幸が

心臓，人工肺などの循環器系人工臓器の基礎研究と製品化，

招待講演を行っている。

臨床応用に関する研究は，国際的に高い評価を得ている。

（4）ロボット領域の動向

また，これらの研究テーマは，本拠点化構想のテーマと非

本拠点化構想のロボット領域の推進母体である大学院

常に合致したものである。

l二学系研究科及び基礎l二学研究料は，材料【二学，電子l二

c．先端さ赦合領域として収り組む必暫性・重曹性

ムーアの法則が着実に実現されてきたようなデジタルコ

学，機械工学，ロボット工学に関する全ての研 兜分野を有

する日本でも最人規模の桝究科である。特に，ロボット技

ンピュータの急速な技術開発によって，より速くかつより

術に関わる研究者の数は日本で最も多く，ロボットの制御

大容量へとコンピュータの能ノノが他に難を見ない速度で発

理論，運動機構，知覚機能，人工知能など，必要な分野全

展するにつれて，逆にデジタルコンピュータでは実現困難

てを網羅している。特に，知能ロボットの研究開発は世界

な情報処理機能の存在が顕在化している。すなわち，人間

的なロボット研究約織Robocupの主催者を有し，ロボッ

の脳では容易に実現されている，画像や音声の意味を理解

ト研究教育を世界的に先導している。また，産学官連携プ

する能力，百出に言語を操る能力，さらには意識や意思，

ロジェクトにおいても，地域の企業と連携しながら最先端

創造するといった能力は，現在のデジタルコンピュータの

の人間型ロボットを開発し，その成果が認められ，大阪商

単純な延長では実現できそうでなく，現在のコンピュータ

工会議所から大阪活力グランプリを受賞している。さらに

技術の限界が見えてきている。ただし，従来型のデジタル

は，大阪市，大阪府，（社）関西経済連合会において多く

コンピュータの発展は，日本における産業，経済，学術分

のロボット研究開発プロジェクトを委員長や委員として推

野等あらゆる分野に恩恵を被る計算リソースとして必須で

進し，名実ともに，関西圏におけるロボット研究開発の中

あり，ベタフロツブス級のスーパーコンピュータの開発を

核となっている。具体的な研究開発において特に注目され

目指す文部科学省主導の京速コンピュータプロジェクト等

ているのは，次世代のヒューマノイドロボットである，人

の重要性については疑いの余地はない。

間酷似型ロボット「アンドロイド」を世界に先駆けて開発

一方で，従来型のデジタルコンピュータとは全く発想の

し，世界から高い汁目を集めている。また，人間理解の科

異なるコンピュータの研究開発に着手しなければ，卜記で

学とロボットT学が融合する認知発達ロボットの研究拠点

述べているような限界突破は不可能であり，21†t摘］の高

（．TSTERATOProject）ともなっている。．

度情報化社会が人間にとって真に豊かになることへの確証
が得られない。つまり，次のような疑問にきっちりと答え

また，本拠点化構想のロボット領域の研究開発の・実を

ることができないのであるn

担う大学院医学系研プ維トは，世昇最先端の医療診断技術を

l．・文字間違えただけで動かないコンピュータは，

誇る日本で有数の機関である。特に，臓器移値や再生利朋
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しつつも．現在のデジタルコンピュータでは実現困難な情

我々にとって本当に使い易いのだろうか？

報処理機能の存在が顕在化しているなかで．別の方向性を

2．大災害が起きても柔軟に自律的に回復するような情

もった情報処理機構の研究開発を目指すものである。つま

報システムが実現できるのだろうか？

3．コミュニケーションにとって大切な「感情lなど非

り，本拠点化構想では，人間の脳では容易に実規されてい
る，画像や音声の意味を理解する能力，白山に言語を操る

言語情報がうまく伝わっているのだろうか？

能力，さらには意識や意思，創造するといった能九 筋肉

4．生物のもつ融通無碍さをプこ装できるのだろうか？

のようにしなやかに作動するアクチュエータや，あるい

これらの要望に応える必要性と重要性を真撃に控え，本
拠点化構想では，生命機能と既存の物質機能の根源にある

は，未知の外乱に対してもR律的に適応する柔■l吹件をもっ

本質的な差果と類似性を「ゆらぎの利用」という視点から

たシステムのT学的実現に向けた研究開発を助力に推進す

学び，生体のエネルギー変換・情報処理に触発された新し

るJ

い原理に基づく物質機能の創成へと応用展開を図ることを

の試みが多くなされてきていることも確かである。従って，

目指している。これまでに述べてきたように，既存￠〕物質

本拠点化構想の先端融合領域として成果に見込まれる将来

材料からできた人工機械システム，例えば，従来型のデジ

作，及び重要仲については非常に高いものがある。

その実現に対する社会的な期待度は極めて高く，同様

タルコンピュータが，熱ゆらぎをはるかに超えた高いエネ

しかしながら同時に，現在の技術水準では早期の実現は

ルギーで駆動されるシステムであり，生体分子が熱ゆらぎ

極めて困難であるというのが一般的な認識であろう。そこ

を巧妙に利用することにより低エネルギーで熱雑言のなか

で，その実現へのアプローチが非常に重要になってくる。

で機能を発現することとは対照的である。

本拠点化構想の特徴は，こうした生体らしい機能の発現に

この実現のためには，バイオ計測技術開発・理論構築・

「ゆらぎ」が重要な役割をもつという視点から，従来の工

概念創出，ナノ材料設計，情報システム設計，ロボット設

学においては排除される傾向にあった「ゆらぎ」や確率性

計，さらには人工臓器デザイン等すべてにおいて斬新なア

を導入することにあり，これまでにない斬新な言式みである。

プローチが求められており，まさに先端融合として取り狙

本拠点化構想においては，最終の10年目には，生体を模

むことが求められている。特に，生体のゆらぎのメカニズ

した知的人工物，情報システム構築に関わる実装技術指針

ムと人工機械システムに見られる差異と類似性を理解し，

を確立し，その指針のもとで開発したセンサ，メモリ，プ

その知見を活かした応用研究へと展開するためには，生命

ロセッサを実用システムに適用し，技術革新を促進するこ

領域，ナノ材料領域，情報システム領域，ロボット苛頁域の

とを目標にしている。

最北端の桝究苫群が高い水準において研究協力・研究交流

したがって，本拠点化構想が実現すれば，既に述べたよ

をはかり，既存の知識・技術の新しい粧合せを辿して創造

うな高機能を有する新規の機能材料，インテリジェントデ

性を高めることが必要不可欠と考える。

バイス，センサ，アクチュエータ，プロセッサ，情報シス
テム，さらにはそれらを網み合わせた生休模倣型のロボッ

本拠点化構想の実現は，こうした研究者間の円滑な学内
連携を推進するとともに，社会のニー

ズに直面している

ト，生体適応型の人工臓器の開発の基盤とその実装化技術

企業研究者との共同研究を強力に支援することになる。特

の開拓へと途が拓かれるもので，その将来性には測りきれ

に，本拠点化構想は，既に述べたように基礎となる研究の

ないものがある。

ポテンシャルからも大阪大学のみが成し得るものと確信す
る。本拠点化構想により，現在よりもさらに高速化・高度

3．拠点化構想の内容

化するであろう将来の情幸馴ヒ社会の要求に応え得る基礎科

a．システム改革の内容

学・応用科学の構築，ならびに大学における新しい研究推

（1）企業が研究資源を提供しやすくするための特別な規則の設

進システムの体制構築に寄与し，次世代の先端融合領域イ

定

ノベーション拠点のモデルを実践的に提案する。

大阪大学における知的財産活動は，先進的・独創的な研
究成果を知的財産の形で世界に先行して広く社会に公表

また，こうした先駆的融合研究も，それを継続的に維持
し成熟発展させていく人的資源の存在がなければ，将来的

し，具体的に還元することによって社会への貢献を積極的

な興隆は望めない。生命領域，ナノ材料飯域，情報システ

に推進し，人類の進歩と地域の発展に寄与することを目指

ム領域，ロボット領域といった果分野の研究者を横断的視

すものである。知的財産ポリシーの他，知的財産の取り救

点で結集することにより，これら異分野を内面から融合し

いや契約書雛形，守秘契約などは，法人化とl司時に整備済

た次仲代の有能な研究者群を育成することが，本拠点化構

みである。

想により可能となる。

さらに，産業界から見て連携しやすく，教職員等から見
て特許などを出醸しやすく，全学の視点から見て社会貢献

（】．先端融合領域として見込まれる将来性

本拠点化構想では，従来のフォン・ノイマン型のコン

を活性化しやすいことを知的財産ポリシーの運用原則とし

ビニ1−タのさらなる発展の必要件・重要件はI・分に認識

ており，柔峨に運用を凶っている。
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具体的には，法人化後に企業と大学で見解が異なり易

局長会等においても議論されているとともに．本拠点fヒ構

も1，いわゆる不実旛補償についても，相互理解を図りなが

想のような大型プロジェクトへの参画を通じた女性研究者

ら迅速に契約を締結したり．組織的連携において企業側が

の育成の重要性についても認識が高まっている。
さらに，前述の公募制については，一部，国際公募も行

完全に納得する契約書雛形を作成するなどの対応を行って
きた〕その結果，共同研究員は平成16年度前年比1．45

われており，平成17年度「大学国際戦略本部弓削ヒ事業」

倍（全同平均1．22倍），平成17叶度前年比1．22倍（10

に採択されたことを機に設置されたl岡際企両室」（特任

月現在）と大幅な増加傾向がみられる。】

助教授1名，兼任教員2名，持仕研究員1名，RAl名）

さらに，、ド成17小10月より，企業等との共同・受託

及び海外拠点（サンフランシスコ，グローニンザン）を中

研究の契約窓口一元化を行い，契約業務の迅速化を阿って

心■に，世界各地で大阪大学フォーラムや大l収大学セミナー

いる。また，研究成果有体物を産業界から受け人れる際，

を開イ推する等の研究交流促進支援事業を子」二っている。きら

その有体物が存在しなければ発明が生まれなかった場合に

には，アジアにおける新しい研究ネットワークの構築と留

は，発明者が産業界側にいなくとも知的財産の権利を産業

学生のリクルートを行うことを目標として，バンコクにも

界剛に認めるなど，研究促進を中心に据えた運用を進めて

海外拠点を設置すべく準備作業を行っている。
一方，海外からの研究者の受入態勢についても，平成

いる。

このように，既に研究資源提供のために先進的な取り観

14年には学内の既設建物を国際交流会館に改修して宿泊

みを推進しているが，さらに，協働企業が人的・金銭的資

施設の充実を図ったところであり，また，国際交流推進本

源を大学に投入し，かつそこから得られる成果を事業に直

部を中心に留学生センターと協力しながら，宿舎の一括斡

結させていくための取り決めを進めていく。例えば，本拠

旋等のワンストップサービス事業を策定しているところで

点化構想は，10〜15年後に実用化を目指す研究を行う

ある。

ため，当初の数年間は極めて先端的，かつ基礎的研究成果

このように，大阪大学では，優秀な研究者等を確保する

となる場合が多い。これらの知的財産は，大学のみで生ま

ための制度・環境の整備を積極的に進めており，学問研究

れる可能性が高いが，将来の事業計画に合致する強い知的

領域の発展に合わせて常に斬新な考えを持った多様な人材

財■産とするために，協働企業と連携して内容を強化した上

を活用して研究推進を図るものである。

で出願するなどの手法を取り入れる。一方で，事業化へ近

（3）人材流動化の促進

い段階の研究成果については，協働企業側への権利移転を

大阪大学では，法人化と同時に，能力にあわせた年俸・

天魔権のみではなく，特許権自体を議渡するなどの対応滝

能力給制度をいち早く導人し運用している。さらに，本学

取る。このように知的財産については，一律の固定的な戦

の一部組織では任期付常勤教員を雇m可能にするなど特訓

略で望むのではなく，事業分野や事業化への段階の違いに

に柔軟対応を凶っているところであるが，今後本学が踊り

よる特性を十分に考慮しながら，協働企業とともにきめ細

入れる柔軟な制度も含めて，自動的に本拠点化構想に適応

かな戦略を立案・実行していく。

できるようにする。さらに，現在，本学に雇用されている

（2）多様な人材の活用方策

教職員で本拠点化構想に参画する教職員については，全学

大阪大学では，科学技術振興調幣票，21世紀COEプロ

を挙げて推進する本構想に可能な限り専念できることが望

グラム等競争的資金をもって運営されるプロジェクトにお

ましく，教育・運営面の負担を軽減も含めて何らかの支援

いては積極的に公募制（国際公募も含む〕，任期制，年俸

制度の導入を検討する。
一方，産業界と大学との交流については，産業界から本

制を導入し，旧来の硬直的な制度から柔軟な教員人事制度
に転換を図っている。

学に迎える研究者は，従来の共同研究員・招聴研究員制度

このような柔軟な教員人事制度への転換のなかで，若手

だけでなく，「出向制度」を新たに導入する。本拠点化構

研究者の積極的な任用については特段の配慮をしている。

想において民間企業の研究者を教員として雇用する場合，

例えば，退職金制度等については，退職者にとって不利に

実施期間の関係上，任用期間を10年などに区切って民間

ならないことを保障した早期退職制度を導入する等の柔軟

企業に籍を置いたまま大学に出向させるいわゆる「出向制

な制度設計を取り入れて，人事の流動化を図り，特に若手

度」は，企業及び大学双方にとって有効に機能すると考え

の研究者の登用を促して活動の場を広げている。．

られる。そのためには，大阪大学に研究者を「出向制度」

また，女件研究者は，204人（平成18年2月1日現

で雇用することのできる体制整備が必要である。すなわち，

在）であり，さらなる雇用を目指し，平成17年4月から

民間企業において若干研究者等を大学に出向させる場斜こ

は，学内に設置されている保育所に保育士2名分を運営頁

は本拠点研究終了後企業に復帰させる等の身分保障を考え

交付金から支援するなど，女性研究者の働きやすい環境整

る必要があること，退職金や叶金等（通算の打切り等）の

備￠）一助としているn このような環境の整備等を推進しな

不．和益が生じないようにすることなど，民聞企業に在籍の

がら，全学的に女件桝究者の積極的な活用を凶ることが部

まま出向できる制度整備が求められている。
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また，本拠点で取り組む先端的研究成果が協働企業で具

酷似した情報センサを組み込んだ高性能生体適合型人工臓

体的に事業化計画が立てられ実行される段階になれば，本

器の実現を目指す。創成される最終成果をもとに，生体ゆ

学の研究者を当該企業に出向させることも可能にする制度

らぎ材料によるバイオ心臓の病院等の医療機関への応用展

の導人を検討する。これにより，知的財産権などによる移

開を目指す。
松下電器産業（株）は，まず，本拠点化構想の主題であ

転だけでなく，ノウハウも含めた連続的技術移転が可能と
なる。

る生休ゆらぎに学んだlものづくり」，lシステムづくり」

b．企業と￠）協働体制

に関する大学における学摺の究明を企業の立場でl唱囁理解

川企業からのコミットメントの具体的な内容

する。その理解をベースにネットワーク，ヒューマンイン
タフェース等のユビキタス情報社会の甚鳩車業である情報

本拠．・．ヒ化構想には，6祉の民間企業が協働機関として人

的リソース及び設備等の提倶を通じて，本拠点化構想を全

技補間連事業や情報技循とバイオ技術が融合する新規事業

面的に支援するコミットメントを得てい

に資する基礎・基盤技術としての止、用展開を目指した研究

るが，概ね各社と

も，10年計画の事業であることを視野に入れつつ，本プ

開発を行う。
三菱重工業（株）は，「生体ゆらぎ」の憤埋をロボット

ログラム開始後3年目の時点において，その後の推進の万

を趨材に構造的に理解するため，研究員の参画とともに，

策については双方で協議することを考えている。．
生命領域には，生体ゆらぎのメカニズムを「測り」，「学

初期ステージでの実験や各種ソフトウェア開発のプラット

ぶ」という観点から，オムロン（株）．日本電子（株〕，松

フォームとなる供試体ロボットを複数台提供し，研究の効

下電器産業（株）が参画する。また，生体ゆらぎの解析結

率的な推進を図る。

果をベースに情報システムを「創り」，「使う」観点から目

（2）研究者・技術者の確保方策

大阪大学では，部局間の壁を意識することなく，複数の

本電信電話（株），松下電器産業（株）が参画する。同様
に，ロボットシステムを「創り」，「使う」観点から三菱重

部局から選出された研究者からなる本拠点を構成し，多様

工業（株），人工臓器を「創り」，「使う」観点からニプロ

な人材の有効活用を図る。また，一方企業からの有能な研

（株）が参画する。各社のコミットメントの内容は以下の

究者・技術者の確保については，既存人事制度を活用する

通りである。

とともに，新たなイノベーションを起こすための仕組みを，

オムロン（株）は，近年，局在表面プラズモン共鳴を飼

組織を運営しながら立案し，機動的に先進的取り締みを導

いた生体分子の検出手法が汁日されていることを重視して

入する。これらの先進的制度を取り入れた卜で，大学全体

いる。そこで，本拠点化構想において，このようなナノ構

でも収り人れるべき制度はいち早く1上映する。その 一環と

造に発生する光学効果・量子効果を応用し、周期構造付加

して，企業に籍を置きながら，本学の任期付常勤教引こ戯

によるバンド制御，ナノ構造形成材料の検討によるエネル

作できる「出向制度」を整える。さらに，「共同研究ユニッ

ギー準位の狭帯域化などに取糾み，ナノサイズの生休分子

ト」という企業との連携による新制度を立ち上げ，国際的

を高感度に横川する技術の理論検証を行う。また，それら

に高い実績を古する研究者・技術者の確保を促進する。

を実現するためのナノ周期構造の高精度微細加⊥技術の確

共同研究ユニットとは，人阪人学の研究の活発化，産業
界への貢献を図るために民間からの資金によって学内の部

立を行う。
日本電子（株）は，まず，本拠点化構想のメインテーマ

局に付加的に設置される独、1した研究組織である。そこで

である生体ゆらぎのメカニズムに学んだ新たな科学技術創

は資金を出資する民間企業（以下「出資企業」という）か

出に関わる知見を明確に捉えることに傾注する。．その深い

ら研究者及び研究経費などを受け入れて，大阪大学の教員

理解のもとに，会社にとって最重要課題である計測技術開

と出資企業からの研究者とが対等の立場で共通の課題につ

発，新薬開発等に応用可能な装置開発，さらに新規事業に

いて共同して研究を行うことにより，優れた研究成果が生

応用展開を目指した研究開発を行う。

まれることを促進する制度である。大阪大学内に，共同研

日本電信電話（株）は，情報システム籠域に関連して，

究を行うために設ける独立した研究組織で，大阪大学と出

環境情報ネットワークに求められる柔軟性，多様性などの

資企業とが協議しながら研究を行い，柔軟かつ通達に研究

要件を複雑系の問題として定式化し，複雑系理論を援用し

活動を運営することを特徴とし，従来の共同研究制度や寄

て自立性を備えた情報ネットワークアーキテクチャを確立

附講座制度とは果なる効果をねらうものである。
このユニットにより大阪大学は，社会の多様な要請に応

する基礎理論を確l■′する。さらに，膨大な環境センシンゲ

データを環境知識として高次化するためのマイニング機能

えるため，社会の発展に資する学椙J箭域の研究拠点を産業

を内包する機能ネットワークの構成法を深化させる。

界などと共同して大学内に長期的に確保し，協働すること
により研究と社会に貞献することを目指す。共同研究ユ

ニプロ（株）は，総台研究所・人l二臓器開発センター研
究所長の高野久輝を巾心とする研究開発グループが本拠化

ニットは大阪大学の研プ錘ト，l附属研究所，l附属病院などの

構想に参画し，生体ゆらぎのメカニズムをもとに，生体に

中に設置されるものであるが，桝究を子」：うことを目的とし，
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その教員に原則として教育の義務は課さない。

携推進協定のもとでの運営協議会の内部に．本拠点化構想

（3）協働体制の運営方法

に関わる協働運営ワーキンググループ（WG）を組織し，

本拠点化構想の統括責任者を人阪人学総長が務め．本構

ⅥJGには本学及び企業の双方から本拠点化構想に携わる研

想を推進する上で重要な四つの研究領層である生命領域．

究者と産学連携担当者が参加する形態が考えられる。本学

ナノ材料領域，情報システム領域，ロボット領域の奇々に

からは本拠点化構想推進者の参加以外に，スーパー産学官

l研究領域リーダー」を設ける。そのもとで以下のような

連携推進本部からの教員もオブザーバーとして助こする。

運営体制を確立する‖

連携活動については各企業との連携協議を基本とするが，
含意が得られれば，企業連合体の形成も推奨する。

（a）統括責作者・運営委眉会

本拠点化構想の迷宮に関する重要決定を行う「運営委員

（4）研プE成即）取扱いの方針

知的財産の取扱いについては，大阪大学の規程，企業と

会」を設け，その座員長を統括責什着である大阪大学総長

の連携契約等に則って，知財木部が判断する。そのなか

が梼める。委員としては，本拠点化構想に関わる副学長，
本構想を推進する凹つの領域の研究領域リーダー

で，本拠点化構想については上記3．a．（1）でも述べたよう

，協働機

関の責作者，さらに本構想に深く関わる部局の長等が参画

に，本学のみの知的財産についても協働企業の事業化を考

する。本拠点化構想の機動的な運営を図るため，運営委員

慮した強固な権利とする。また，事業分野・事業観Ii削こあ

会は必要に応じて機動的かつ迅速な決断を行い，t」−ダー

わせた権利配分を行うなどの戦略を遂行する。．一方で，秘

シップを発揮するとともに人材配置や資金配分において，

密の徹底はもちろん重要であるが，秘密を保持した上で，

透明性を確保しながら必要十分な裁量権をもつものとす

さまざまな知が交錯しあい，新たな知を各分野の研究に導

る．。

入できる。ある意味で開かれた事業モデルを形成する。こ
れは守秘義務の掟囲を細かく設定せず，本拠点全体で極め

（b）研究推進部門

て高度な守秘体制をとることで，事業内部での知の交流を

運営委員会のもとに，総合的な研究開発計画立案，及び
本拠点化構想推進を行う「研究推進部門」を設ける。研

促進するものであり，さらに，大阪大学は知的財産の権利

究推進担当副学長が部門長を務め，四つの領域の研究領域

に必ずしも固執せず，出向研究者の考案した権利について

リーダー

，及び協働機関からは研究開発の実務者レベルの

は，出向元組織にも権利を残す形も検討する。

トップが部門委員として参画し，お互いに協議を重ねなが

このため，本学の各部局の公募型オープンラボスペース

ら，本拠点化構想の研究及び技術開発全体を統括する。な

を戦略的に割り当て，さらに専任の教員，ボスドクを割り

お，本部門に人学側から研究計画担当，l窺働機関からは事

当てるなど，事業化へ近づくにつれて既存研究室とは物理

業計画担当の副部門長をそれぞれ置き，本拠点化構想開始

的にも切り分けた休制を段階的に導入し，その結果，企業

当初は，先端的・創造的イノベーション創出のl∫／二ち卜げを

側の知財・人財などをさらに投人しやすい体制を整える。

目指し，研究計両担当副部門島が主導で推進するが，事業

c．人材育成

化計画段階からは，研究計画担当副部門長と事業計画担当

（1）人材育成のための具体的な仕組み

副部門長が双方連携して本構想を主導する。

本拠点構想と連動した専門性の高い人材育成の方向とし
ては，大阪大学と協働企業は，本構想のもとで共同研究へ

（C）管理・研究支援部門（含む事務部門）

総務，経理等の業務を担当する他，広報・イベント運営

と発展することを指向しつつテーマ設定を行い，大学サイ

など本拠点全体の成果をアピールする活動を推進する「管

ドからは教員の指導の下に関連研究に携わっている若手研

理・研究支援部門」を設ける。

究者，学生達をボスドクや特任研究員等の制度のもとで本
拠点化構想に参画させ，先端融合領域の将来を担う有能な

本拠点化構想の推進に関して，以上のように直接的な運

人材の育成に努める。

営管理に関わる組織に加えて，外部評価の観点からも本構
想について大局的な立場からご意見をいただく，諮問委員

また，本拠点化構想と関連する大学院教育として生命機

会を設ける。

能，情報科学，理学，医学系，工学，基礎工学の各研究科
において，産業科学研究所，サイバーメディアセンター

（d）諮問委員会

等の教員を加えて，文部科学省21世紀COEプログラム，

「学」の分野，「産」の両分野からの有識者5名からなる

諮問委員会を設け，定期的に会合を開催し，本拠点化構想

「魅力ある大学院教育」イニシアティブなど，さまざまな

の進捗状況の評価，方向件のチェック，本構想の展開に関

大学院教育プログラムを強力に推進している。
ここでは，各研究グループのテーマと深く連動した人材

するコメントなど，さまざまな観点からの示唆をいただき，

育成の仕組み，あるいは，各研究科における人材育成のた

本構想を成功の導くための諮問を行う。

めの仕組みとは別に，本拠点化構想で所用する横断的教

なお，人阪人学との間で連携推進協定を既に締結してい
る企業については，本拠点化構想への参画を．その協定の

育，社会人再教育による人材育成，．ウ‡語コース等について

もとで推進する企画が進んでいる。その場合は，該当の遊

記す。
一1巨；0−

コースである。

（a）ナノ高度学際教育研究訓練プログラム
（1．ナノ高度学際教育

（2）育成された人材の活用方策

本拠点化構想における生命領域．ナノ材料領域．情報シ

・育成対象者：人学院博士前期課程（修士）

ステム領域，ロボット領域は，各々，サイエンスの加速度

・育成目標：専門分野以外のナノ関連の幅広い知識と

経験を修得する。

的なグローバル化の進展を．支える基盤として大きく昌献し

・教育手段：傾⊥は，関連研究科のナノ関連科目約90

ている。本拠点化構想では，人的リソースの側面から人阪

科目を五つのコースに分けて，講義科目，実習を併川し，

大学，協働企業の研究者や技術者を弓如、リーダーシップで

主専攻に重ねて副専攻として9単付以l二を履修する。

纏めあげることにより，構想推進の過程でグローバルな視

（2．産学連携PAL教育訓練，先端萌芽研プ塩川練

J、とで211仕紀の科学技術の進展に大きく貢献できる優秀な

人材が育成される。

・育成対象者：大学院博十後期課程（博十）

特に，本拠点化構想に参両する人学院学生については，

・育成目標：ナノ関連の異分野融斜こよる幅広い課題

の提案・企画・実施を行える能力を修得する。PAL教育

例えば，生命科学と情報科学技術等の異分野間の融合，さ

訓練では企業センスを修得する。

らには情報科学技術分野内での技術指向と論理指向との融
合を図る研究開発現場を直接体験することにより，融合科

・教育手段：一つのテーマに対して複数異分野から学

学を国際的視野で先導できる有能な人材が育成される。

生を集めて，ブレインストーミングから始めて，企画・

また，協働企業からの研究者・技術者については，本拠

実施・討論・報告を組み合わせて実施する。PAL教育訓練
では，企業からの派遣教員の指導と企業インターンシッ

点化構想への参画が，21世紀における先端融合領域のイ

プにより企業センスを併せて修得する。

ノベーションを創出する領域を実感する絶好の機会であ
る。そのことを活かし，自身のキャリアパスとして有効に

（3．社会人再教育

機能させることにより，協働企業において，10年後の技

・育成対象者：企業人を対象とし，ナノ関連の研究開
発，技術にかかわる仕事を現在担っているか，これから

術革新をリードするする人材として多大の貢献をすること

担おうとしている企業に所属する者。

が可能になる。本拠点化構想においては，上記のように
「出向制度」を新たに確立することを目指しており，協働

・育成目標：ナノ関連の幅広い課題の提案・企画・実施

においてリーダーシップを発揮できる能力を修得する。

企業からの有能な研究者・技術者の参画がキャリアパスと

・教育手段：大学院レベルの五つのコースに分けて．

して有効に機能することについては，大学側として特段の

イ女間の講義科目，実習（スクーリング）を併輔し，9単

配慮をすることを考えている。

位以上を履修するn 遠隔講義システムにより全国￠〕いく

d．波及効果

つかの地域に配信している。

本拠点化構想の要素技術である生命領域，ナノ材料篠域，

（4．教育を実施する糾織

情報システム系，ロボット卸域の個別分野において，世界

現在は，ナノ研究推進機構の企画推進室会議（教授会相

をり←ドする研究開発拠点は国内的にも存在する。近年，

当）の下で，プログラム実施委員会（教務委員会相当）が

本拠点化構想のように，物質科学，生命科学，情幸肝t学の

プログラムを実施する。実施委員会は各コース，プログラ

融合を目指した研究拠点の必要性が諸外国においても強く

ム，実習等の責任者により構成される。平成18年度より，

認識ざれている。先に述べたように，生命科学，情報科学

学際連携教育研究プラットフォーム（大学院全学連携教育

の融合に限定した研究拠点については，スタンフォード大

機構）が創設され，連携教育の支援を行う予定である。

学のBio−Ⅹプログラム，カリフォルニア大学の物理生命科
学研究所，ペンシルバニア大学の医学工学研究所，ジョン

（b）臨床医工学教育プログラム

博士前期課程，再教育に関してナノプログラムと同様の

ズホプキンス大学の生命医工学研究所，マックスプランタ

システムを用いて，医学，工学，情報科学に跨る人材養成

研究所などで，先端的学際研究体制の整備が進められてい

が実施されている。

る。また，本拠点化構想のように国内においても長期的な
展望に立った包括的融合プロジェクトの立ち上げが早期に

（C）セキュア・ネットワーク構築のための人材育成

セキエア・ネットワークに関心のある情報系の博士前期・

行なわれることが強く望まれている。

後期課程の学生，情報ネットワーク実務担当の社会人に対

本拠点化構想は，近年ますます重要になってきているロ

する集中講義形⊥〔のセミナーが実施されている。

ボット領域をもさらに包含し，次世代融合研究領域を先取
りするものであり，このような学際的研究は同際的にも稀

（〔り英語特別コース

本拠点化構想関連では，生物工学国際コース，基礎工学

である。また，生体に学び新しいデバイスを創成する試み

英語特別コースなどが，英語のみで博⊥前期・後期課程を

は従来からなされてきたが，本拠点化構想提案のような

修了できるシステムが整備されており，ll本語末修得でも

「生休ゆらぎ￠）活用」に焦点をあてた先端融合研究開発は

優秀な外凶人留学生を受け人れることが吋能な人学院国際

皆触と言ってよい。
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本拠点化構想の推進者は個別の分野において．国内外を

ぎを「測る」観点から，生物分子モーターの「熱ゆらぎ」

リードする研究者で構成されている。以上のように，本拠

の整流メカニズム，細胞内分子ネットワ←クの確率的分子

点化構想はその対象領域の広範性．斬新性．また．参画研

情報処理．および脳の認知情報処理について「ゆらぎ」を

究者・技術者の質の高さから，世界の注目するところであ

計測し，モデル化する。

り，その波及効果及び科学技術の進展への寄与についても

（3）ナノ材料領域

生休シスナノ材料領域においては，生命領域と連携しな

計り朱lけtないものがある。
4．具体的な達成日標

がらナノ材料を「創る」という観点から，生体テムのゆら

a．3作目における具体的な目標

ぎを直接計測するための，時間・空間分解の優れ，ダイナ

本拠点化構想で軋 従来のフォン・ノイマン型のコン

ミックスに対応したイメージング技術を開発する。また，

ピュータのさらなる発展の必要件・重要性は卜分に認識し

「ゆらぎ」を子吉かした「ものづくり」として，ゆらぎ内包

つつも，現在のデジタルコンピュータでは実現困難な情報

材料として例えば室温動作スピングラス材料の設計や，有

処理機能の存在が顕在化しているなかで，別の方向性を

機化学手法による情報伝達，駆動のシステム系の設計を行

もった情報処理機構の研究開発を目指す。

り〇

つまり，本拠点化構想では，人間の脳では容易に実現さ

（4ト情報システム領域

情報システム領域では，生命領域での「学ぶ」という観

れている，画像や苫声の意味を理解する能力，自由に言語
を操る能力，さらには意識や意思，創造するといった能力，

点から明らかになった研究成果をベースにしながら，さら

肉のようにしなやかに作動するアクチュエータや，あるい

に，ナノ材料領域で「創る」という観点から設計・合成さ

は，未知の外乱に対しても自律的に適応する柔軟性をもっ

れた人工物に関する成果を活かしながら，生命体の柔軟性，

たシステムの工学的実現に向けた研究開発を強力に推進す

自律性，自発性の原理を解析し，その原理に学んだ，情報

る．。

ネットワーク制御の要素技術を確立する。特にセンサー
しかしながら同時に，現在の技術水準では．以上のよう

ネットワークを対象として，生物ネットワーク解析に基づ

なシステムの実現早期は極めて困難であろうというのが一

いた経路制御，幅較制御，資源発見制御，セキュリティ制

般的な認識である。そこで，その実現に向けての初期の3

御，障害回復制御を実現し，新しい環境情報ネットワーク

年目，中間の7年目，最終の10年目を目指したアプロー

アーキテクチャの実現性を明らかにする。

チが非常に重要になってくる。本拠点化構想の特徴は，こ

（5）ロボット領域

ロボット領域では，生命領域においてl学ぶ」という観

うした生体らしい機能の発現にlゆらぎ」が重要な役割を
もつとt■、う視点から，従来の工学においては排除きれる傾

点から研究推進苦れるアトラクター選択等に関する解析結

向にあった「ゆらぎ」や確率件を導人することにあり，こ

果，さらには，ナノ材料傾城で「創る」という観点から設

れまでにない斬新な試みである。そこで，本拠点化構想で

計・合成される人丁物に関する研究開発成果を清かしなが

は，生命領域，ナノ材料領域，情報システム観域，ロボッ

ら，アトラクター及びアトラクタースイッチングを用いた

ト領域の四つの先進領域を融合し，世界をリードするイノ

環境の変化に対して適止、性の高い制御方法を確立する。

ベーション創出を目指す。

b．7年日における具体的な目標

まず，本拠点化構想の3年目における具体的な目標を次

本拠点化構想における中長期的な進展を図る卜で，7年

のように設定する。

目における達成目標は非常に重要である。まず，四つの領

（1）全体

域全体の具体的な目標を次のように設定する。．

生体ゆらぎの計測およびモデル化を追求する。その如月

（1）全体

を基にして，ゆらぎを模倣した有機化学的材料開発，及び

数理情報科学・統計物理学・非線形科学的アプローチを

室温で動作可能な高転移温度のゆらぎ内包材料の開発を開

通して生体ゆらぎのメカニズムを解明する。その成果に基

始する。また，生体ゆらぎ及びアトラクター選択の解析に

づく生体機能模倣型の知的人工物としてのセンサ，メモリ

基づいて，柔軟性，自律性，自発性を有する環境情報ネッ

素子プロトタイプを開発する。これらのインテリジェント

トワークのための要素技術を確立する。同時に，高機能な

デバイスを有用しながら，高感度のセンサ情報をもとに

ロボット開発に向けて，アトラクター及びアトラクター選

人体に適応する人工心臓の実現，及び複数の制御階層を持

択を用いて環境の変化に対して適応性の高い制御方法を確

つ複雑な人間型ロボットの実現を目指す。また，環境情報

立する。

ネットワークのための要素技術を統合した柔軟横道を持つ

以上の全体目標のもとで，各領域の目標を次のように設

ソフトウェア基盤を構築する。
以上のような全体目標のもとで，各領域の目標を次のよ

定する。

うに謹上定する．。

（2）生命領域

生命領域では，本事業の基盤となる生命システムのゆら
一1巨；2−

生体ゆらぎを活かした知的人工物をロボットや人工臓器

（2）生命領域

への搭載することを検討し，総合的な評価を実施する。生

数理情報科学，統計物理学，非線形科学的なアプローチ

体の仕組みを利用して知的人工物を構築するためには．セ

を適して「生体ゆらぎ」のメカニズムを解明する。特に
「ゆらぎの利用lと「アトラクター選択lメカニズムに注

ンサ部と運動部を繋げる必要がある。センサで受けた信号

目する。

を伝達する手段としてポリアセチレンやポリチオフェンの

（3）ナノ材料領域

ような導電性高分子を用いる。ただし，バルクとしての機

生体ゆらぎを描かした「ものづくり」として，有機化孝

能ではなく，限りなく小吉な単分子として川いる。その配

幸法による材料・プロセス・機能の開発。生体機能の特徴

線のコネクターとしてニューロンによる情報伝達のような

の一つである適応学習の模倣を目指し，「仙算性」等♂〕機

ホストーゲスト系を用いる。

能を持つ機能仲村料による知的人工物（メモリ・センサ素

（4）情報システム禎域

ゆらぎ原理に基づいたプロセッサを設計し，定性的な情

子）を開発する。

報処理をアプリケーション開発に活用する方法を確立す

（4）情報システム領域

「生体ゆらぎ」を活かした確率的動作に基づく新しい情

る。また，ゆらぎ腺埋に基づいたプロセッサを，ネット

報ネットワークアーキテクチャを創出し，そのソフトウェ

ワーク装置（ルータ，サービスノード）などに適用し，高

ア基盤を確立する。また，ゆらぎ原理に基づいた論理演算

効率な環境情幸臥ネットワーク基盤を創出する。．

素子，回路素子について，決定論的に動作する既存システ

（5）ロボット領域

ムとの融合性を確保するインタフェースを構築する。

アトラクターを基にした制御メカニズムおよび，インテ
リジェントセンサと情報処理装置を組み込んだ新世代の人

（5）ロボット領域

高感度のセンサ情報をもとに人体に適応する人工心臓を

工心臓を実現する。柔らかく高感度なインテリジェント皮

実現する。複数の制御階層を持つ複雑な人間型ロボットを

膚センサ，人間のように柔軟で，環境の変化に対して高い

実現する。

適応性をもつ制御メカニズム，人間と柔軟な関係を築く相

c．実施期間終了後における具体的な目標

互作用メカニズムを持つ生体撰倣型ロボットを実現する。．

本拠点化構想においては，最終の10年目には，生体を
模した知的人工物，情報システム構築に関わる実装技術指

5．実施期間終了後の取組

針を確11し，その指針のもとで開発したセンサ，メモリ．

本拠点化構想が実現すれば，既に述べたような高機能を

プロセッサを実用システムに適用し，技術革新を促進する

有する新規の機能材料，インテリジェントデバイス，セン

ことを目標にしているn そこで，凹つの師域全体の呉休的

サ，アクチュエータ，プロセッサ，情報システム，さらに

な目標を次のように定める。

はそれらを組み合わせた牛休債倣型のロボット，生体適応

（1十全休

型の人丁臓器の開発の碁盤とその実装化技術の開拓へと途
が拓かれるもので，その将来性には測りきれないものがあ

生体を模した知的人工物，情報システム構築に関わる実

る。

装技術指針を確立する。その指針のもとで開発したセンサ，

そこで，科学技術振興調整費による支援終了後において

メモリ，プロセッサを実用システムに適用し，技術革新を
促進する。特に，生体ゆらぎに基づくインテリジェントデ

も，本拠点化構想における「測る」，「学ぶ」，「創る」，「使

バイスと制御方法を組み込んだ新世代の人工心臓の実現，

う」というサイクルを展開しながら，基礎研究から応用を

及び環境の変化に対して高い適応性を持つ生体摸働型アン

指向した研究開発，さらには実装技術の高度化へと繋がる

ドロイドを実現する。また，確率的動作に基づくプロセッ

真のイノベーション創出をさらに発展させ，高度惜幸酎ヒ社

サアーキテクチャを用いて環境情報ネットワークの高効率

会において求められる「ものづくり」，「システムづくり」

化を実現する。

に貢献することが重要である。そこで，本拠点については，

このような全体目標のもとで，各領域の目標を次のよう

学内処置によるセンター化をする等，実施斯間終了後も本

に設定する。

拠点の活動が継続的に行われるように，大阪大学が全学を

（2）生命領域

挙げて支援する。
また，今回の拠点化構想と連動して，システム改革の顕

生体システムの階層構造に通低する基本原理を追求し，
生体システムの特徴とされる「伯エネルギー件」，「柔軟

著なものとして導人を目指している「出向制度」，「共同研

性」，「自発性」，「自律性」「ロバストネス」を実現した知

究ユニット制度（共同研究講座，共同研究部門）」等は，

的人工物創成，情報システム構築に関わる開発技術指針を

本拠点化構想終了後も大阪大学が全国に先駆けて推進する

確立する。

全学的な崖学連携の制度として有効に機能させる。さらに，

（3）ナノ材料

本拠点化構想で構築する協働企業コンソーシアムについて
も，複数企業を融合した鹿学連携の典型的な組絹としてま
一1巨；3−

すます重要になることは必至であり．その存続を大学サイ

参画する本拠点化構想は，世界に類を見ない強力な融合領

ド，企業サイドの双方で協議する。

域のイノベ←ションを起こすに相応しい集団であり．その
国際的な波及効果は計り知れないものがある。

6，期待される波及効果

先に述べたように，牛命科学，情報科学の融合に限定し

7．実施体制

国立人学時代は，塵学連携の体制や研究科間の共同研究

た研究拠点については，スタンフォード人学のBirトⅩプロ

グラム．カリフォルニア大学の物摺生命科学研究所，ペン

体制が十分に整っていない等の開題があったが，法人化を

シルバニア人学の医学⊥学桝究所，ジョンズホプキンス人

契機として知的財産本部を設置するとともに，事務局に産

学の生命医丁学研究所，マックスブランク研究所などで，

学連携謀を設置するなど，大学として産学連携を推進する

先端的学際研究体制の整備が進められている。また，本事

体制を強国なものとしてきた。
一方，研究科間の協力体制についても，人阪人学として

業のように岡l如こおいても長期的な展望に立った包括的融

合プロジェクトの立ち上げが早期に行なわれることが強く

各研究科間の研究テーマや共同研究体制の幣合性を図るた

望まれている。

め，役員会の卜に桝究推進室が設置されており，さらに個

しかし，本拠点化構想のように，きらにナノ材料領域，

別の研究分野の調整を図る機関として研究推進室直下にナ

人工臓器も含むロボット領域をも組合せた本格的な融合領

ノ関連では「ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究推進

域のイノベーション創出を目指す拠点は世界に類がない。

機横道営協議会」を，また，生命関連では「生命科学■生

その意味で本拠点化構想は世界の注目するところであり，

命工学研究推進機構運営協議会」を設置した。．一方，附置

科学技術の進展への寄与についても計り知れないものがあ

研究所・センターについては，部局長会議の下に「学術研

る．。また，生体に学び新しいデバイスを創成する試みは従

究機構会議」を設置して部局間調整を行っている。このよ

来からなされてきたが，本拠点化構想提案のような「生体

うに大阪大学では総合的に知力，技術力を結集する体制が

ゆらぎの活用」に焦点をあてた先端融合研究開発は皆無と

備わっている．。

言ってよい。

これらを土壌として，さらに本拠点化構想を促進してい

また，大阪大学からは，本拠点化構想に深く関わる生命

くために，図1に示す体制で取り組む。大阪大学において

機能，生物工学，ナノ材料，有機化学，情報科学，ロボッ

は，部局間の壁を意識することなく，複数の部局から選出

ト，人工臓器関連から，該当分野における国際的に一線級

された研究者からなる研究グループを構成する。一方企業

の研究者が参画し，さらに，（株）l玉「際電気通信基礎茂術

側は，協働企業コンソーシアムを形成し，企業間での連絹

研究所（ATR）からは，脳■科学研究とロボット技術への応

を密にしながらも，大阪大学における研究グループの関連

用に関する世界の第 ▲人着である川人光男，凶l∫／二循原器病

桝究者とそれぞれ密な連携を凶る。これにより，人阪人学

センター研究所からは，肺環器系人丁臓器の基礎研甥と製

の英知と企業の実現ノ」を統合した墟ノ」な研究休制となる。

品化，臨床応用に関して国際的に高い評価を得ている妙中

また，密に連携する企業以外に，地方公共団体や経済連

義之，情報通信研究機構・関西先端研究センターからは，

合会，その他の人学とも連携を図っていく。人阪市や（社）

脳情報分野の若手研究者として注目されている村田勉が参

関西経済連合会からは実証実験場所の提イ共をうけ，成果

画する。これらの卓越した研究者群に，計測機器，電子顕

展開の場とする。国内外の他大学や，独l■工行政法人および

微鏡，情報通信，総合電器，医療・医薬，総合ものづくり

民間企業等の研究機開からは，当研究組織に不足している

等，本拠点化構想に深く関連する分野で国際的な企業活動

シーズの提供や，有能な人材を特任教員等の兼任教員とし

を展開し，該当分野を代表する企業6社が協働機関として

て受け入れる。
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図1．システム改革の実現体制
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このような組織の実現可能性について記す。まず，部局

速やかな進行は保障されている。

間の壁を越えた研究グループの実現可能性については，本

さらに，地方公共団体や（社）関西経済連合会との連携

拠点化構想の各々の研究開発領域の推進者が該当分野にお

については，本拠点化構想の推進者はこれらの団体が主催

いて実績を伴う複数の研究科と兼任等を務めながら関連し

するさまざまな企画に関する委員会などに委員長として参

ており．その実績に基づけば，その実硯可能性は非常に高

画してきており，相可の高い信頼関係が築かれている。ま
た，独立行政法人等の桝究機関に関しても，これらの研究

い。

企業と連携した研究組織明実現可能性として，密に関連

機閲で本拠点化構想の推進者がリーダーシップを執って研

する臨倒企業コンソーシアムに参加する企業は，人阪人学

究プロジェクトを推進してきた経緯があり，他方，これら

の基礎研究に期待し，従前より共同研究を進めてきた企業

の研究機開から大阪大学の客員教員に就任しているケース

がばとんどである。従って，企業とは既に高い信頼関係，

も多々あり，既に相互の強い連携体制が構築されている。

密な臨力関係が築かれており双方が連携した拠点化構想の
氏
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松下電器産業（株）ネットワーク開発センター・主任 生休ゆらぎの解明と情報技術㌧バイオ技術融合領

技師

域への展開
生体機能模倣型ロボットに関する研究開発

澤明
長鳥 足

三菱重丁業（株）神戸造船所・所長

大嶋 京子

三菱重工業（株）神戸造船所先端機械・宇宙部・研究

宮内 均

貝
三菱重工業（株）神戸造船所先端機械・宇宙部・研究 生体機能模倣型ロボットに関する研究開発
員

三菱重工業（株）神戸造船所先端機械・宇宙部・部長 生体機能模倣型ロボットに関する研究開発
大坪 記一郎 三菱車丁業（株）神戸造船所先鮎機械・宇宙部・次長 生体機能模倣型ロボットに関する研究開発
∪捕 亮太
二菱重工業（株）神戸造船所先端機械・宇宙部・主任 生体機能模倣型ロボットに関する研究開発
Eゴ

川人 光男

（株）国際電気通信基礎技術研究所脳情報研究所・所

長
村田 勉

（独）情報通信研究機構未来ICT研究センター・主任

妙中 義之

研究員
国立循環病センター研究所先進医工学センター人
工臓器部（厚生労働省）・部長

（注：◎は総括責任者，○はサブテーマ責任者）

それを受けて，ナノ材料領域では，生体システムのゆら

8．各年度の計画と実績

ぎを直接計測するための，時間・空間分解に優れ，ダイナ

a．平成18年度

ミックスに対応した評価技術の研究開発を開始する。また，

（1）計画

生命領域では，生休ゆらぎの計測およびモデル化を追求

「ゆらぎ」を清かした「ものづくり」に関して，ゆらぎl刃

する。特に，生物分子モーターの「熱ゆらぎ」の整流メカ

包材料として例えば室温動作スピングラス材料の設計や，

ニズム，細胞内分子ネットワークの確率的分子情報処理，

有機化学手法による情報伝達，駆動のシステム系の設計を

および脳■の認知情報処秤に関して「ゆらぎ」を計測し，モ

開始する。

デル化をする桝究を推進する。

情報システム値域では，生命領域のモデル化過程と連携
一1巨；6−

を密にし，生命体の柔軟性，自律性．自発性の原理を解析

関する研究開発を開始する。これらのロボット制御に関す

し，その原理に学んだ，情報ネットワーク制御の要素技術

る研究と並行して，「生体ゆらぎ」メカニズムを活かした

に関する研究開発を推進する。特にセンサネットワークを

人工臓器の設計に向けての要素技術に関する研究を開始す

対象として，生物ネットワーク解析に基づいた経路制御．

る、

栢輯制御，資源発見制御，セキュリティ制御．障害回復制

本研究の実施に当たっては，大阪大学．協働機関双方に

御等の諸機能を有する新しい環境情報ネットワークアーキ

よって構成される運営委員会，研究推進部門委員会を開催

テクチャの実現性に関する研究を開始する（＝ また，ゆら

して，全体の進捗を菅押するとともに，今後のさらなる連

ぎ憤埋に基づいた論理演算素手，回路素子について，決定

携弓削ヒ，桝究成果の展開について議論する。さらに，学」

論的に動作する既存システムとの融合性を確保するインタ

の分野，「産」の両分野からの有識者5名からなる諮問委

フェースに関する考察を開始する。

昌会を開僻し，本拠点化構想の進捗状況の評価，方向性の

ロボット簡域では，生休機能模倣型の高機能なロボット

チェック，本構想の展開に関するコメントなど，さまぎま

開発に向けて，生命領域のモデル化過程の研究と連携しつ

な観点からの示唆をいただく。

つ，環境の変化に対して適応件の高いロボット制御方法に
9．年次計画

項 目

18年度

19年度

●拠点化構想

a，生命領域の研究開発
（1）生体システムの「ゆらぎ」の計測
（2）生体システムの構築原理の解明

226百万円

（3）生体システムの再構成

b．ナノ材料領域の研究開発計画
（1）生体ゆらぎを測り・学ぶ計測技術聞

発と材料探索

96百万円

（Z）生体ゆらぎを活かした材料・プロセ

ス・機能開発
（3）生体ゆらぎを活かした知的センサ・

素子開発
［．情報システム領域の研究開発計画
（1）環境情報ネットワーク基盤構築のた

めの要素技術の確立

175白￣7了H

（2）環境情報ネットワークのためのソフ

トウェア基盤の構築
（3）効率的な環境情報ネットワーク基盤

の創出
d．ロボット領域の研究開発計画
（1）生体ゆらぎによる適応・頑強システ

ムの構成的原理探求

240百方円

（2）人間に酷似した高性能生体模倣型ロ

ポット
e．プロジェクトの企画・運営

17百万円
●調整費充当計画

a．生命領域の研究開発計画のうち
（1）人件費

27百万円
（2）その他経費

53百万円
b．ナノ材料領域の研究開発計画のう
ち
（1）人件費

Z8百力 円
（2）その他経費

52百万円

一1巨；7−

20年度

21年度

22年度

項 目

18年庭

19年度

20年度

21年度

22年度

24年度

25年度

26年度

27年度

c，情報システム領域の研究開発計画

のうち
（1）人件費

9百万円
（2）その他緯費

71百万円
d．ロボット領域の研究開発計画のう
ち
（1）人件費
28白フ了H

（2）その他経堂

51日万円
c．プロジェクトの企画・運営
（1）人什資

0百万円
（2）その他経費

5百方円
総 計
うち調整費分

項 目

754百万円
324百万円

23年度

●拠点化構想

a，生命領域の研究開発
（1）生体システムの「ゆらぎ」の計測
（Z）生体システムの構築原理の解明
（3）生体システムの再構成

b．ナノ材料領域の研究開発計画
（1）生体ゆらぎを測り・学ぶ計測技術聞

発と材料探索
（2）牛体ゆらぎを活かした材料・プロセ

ス・機能開発
（3）生体ゆらぎを所かした知的センサ・

素子開発
c．情報システム領域の研究開発計両
（1）環境情報ネットワーク基盤構築のた

めの要素技術の確立
（2）環境情報ネットワークのためのソフ

トウェア基解の構築
（3）効率的な環境情報ネットワーク基盤

の創出
d．ロボット領域の研究開発計画
（1）生体ゆらぎによる適応・頑強システ

ムの構成的原理探求
（2）人間に酷似した高性能生体模倣型ロ

ポット
e．プロジェクトの企画・運営

●調整費充当計画

a．生命領域の研究開発計画のうち
（1）人件費
（2）その他経費

t】．ナノ材料領域の研究開発計画のう
ち
（1）人什賓
（2）その他経費

一1巨；8−

項 目

23年庭

24年度

25年度

27年度

26年度

c．情幸艮システム領域の研究開発計画

のうち
（1）人件費
（Z）その他経費

孔ロボット領域の研究開発計画のう
ち
（1）人件費
（2）その他経費

e．プロジェクトの企画・運営
（1）人件望
（2）その他経費

総 計
うち調整費分
10．諮問委鼻会

委

員

所

属

金森 順次郎 （財）国際高等研究所 所長

岸 輝雄
（独）物質・材料研究機構 理事長
郷 通子
お茶の水女子大学 学長
坂内 正夫 情報・システム研究機横 国立情報学研究所 所長
土井 美和子 （株）東芝 研究開発センター 技監
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備 考

