社会にインパクトある研究
持続可能で心豊かな社会の創造

理念集

東北大学は、2015 年、現代社会の抱える諸問題を解決し、
人類が融和的に共存できる心豊かな未来を創造するため、
「社会にインパクトある研究」を立ち上げました。
この冊子は「社会にインパクトある研究」がどんな社会課
題に対しどのように取り組んでいくのかという理念をまと
めています。
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社会にインパクトある研究とは
社会課題の解決のため 30 のプロジェクトを組織的・長期的に推進することを通じて
「持続可能で心豊かな社会」
の大輪を咲かせます。
「社会にインパクトある研究」は「持続可能で心豊かな社会」の創造に向け、社会の深刻
な課題の解決に取り組む東北大学の研究拠点です。最大の特長は、組織的にかつ長期的
に研究を推進するため、解決すべき社会課題に対して本学の強みを活かした理念とグ
ランドデザインを策定し、目指す方向を明確化することにあります。
拠点の形成にあたっては、まず現代社会が抱える解決困難な課題を分析し、東北大学が
解決に貢献すべき課題として A から G の 7 つのグループに分けました。その上で、それ
ぞれのテーマに合致する研究者を集結して 30 のプロジェクトを立ち上げました。

短期間・個人では解決困難な
・社会が解決を切望する課題
・社会が直面するであろう課題
テーマ設定

社会にインパクトある研究拠点
強みの結集

各プロジェクトのリーダーは様々な分野の研究者と打ち合わせを重ね、理念とグラン
ドデザインを策定してきました。理念とグランドデザインでは、社会課題を整理した上

東北大学

で、どのような解決のシナリオを提案するのかをまとめています。これらの策定にあ
たっては、人文社会学系から理工系を含む 6 名の名誉教授がアドバイザーとなり、推進
会議において幅広い視野から支援してきました。その推進会議はこの 2 年間で約 200
回開催され、現在もブラッシュアップが続けられています。

社会貢献

総合系

理工系
人文社会系

生物系

伝統と最先端の研究・開発の蓄積

策定後は、さらなる研究参加者を募り社会の理解も頂きながら、この理念とグランドデ
ザインに沿ってプロジェクトを推進していきます。

A 持続可能環境の実現
科学技術の発展とともに世界的にエネルギー消費量や二酸化炭素排出量が増加しています。
さらに環境破壊や資源枯渇が人類にとって未だかつてない深刻な問題となってきていること
から、持続可能環境の創造を目指します。

A-0 環境価値学
A-1 地球温暖化

A-2 自然共生

A-3 エネルギー

A-4 資源循環

※ A-0 は A グループ全体のとりまとめ

B 健康長寿社会の実現
日本は世界で最も少子高齢化が進行し、社会保障費も大きく膨らんでいます。健康寿命を延伸
しつつ、医療費削減などにより医療格差を是正し、国際社会に先駆けて豊かな長寿社会の創造
を目指します。

B-1 恒常性維持

B-2 個別化医療

B-3 認知症ゼロ

B-4 口から健康

B-5 人の医薬品

C 安全安心の実現
近年、国内外で深刻化している大規模な自然災害への防災対策、社会資本であるインフラの整
備充実策、感染症の世界的流行への対策、放射性廃棄物の安全化対策などの検討により、安全・
安心な社会の構築を目指します。

C-1 実践防災学

C-2 インフラ

C-3 感染症超克

C-4 放射線安全

D-1 創造日本学

D-2 近隣国理解

D-3 情報価値学

D-4 情報の未来

D 世界から敬愛される国づくり
資源や食糧の多くを輸入に依存する日本は、科学技術を活かした内外の産業の発展を継続す
る必要があります。また、世界から共感される日本の思考様式・文化を発信し、紛争など世界
が抱える課題解決への貢献も望まれます。さらに優れた科学技術の創出によって、世界から敬
愛される国づくりを目指します。

D-5 ものづくり
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E しなやかで心豊かな未来の創造
日本は地方の人口減少・高齢化が著しく、地方都市の消滅が問題となっています。まずは東北
地方の産業や農業の活性化の方途を探究し、東北から始めて「良く生きること」の適切な施策
を具体的に提言し、長寿で心に豊かな光を灯す未来の創造を目指します。

E-1 心の豊かさ

E-2 長寿社会

E-3 東北が光に

E-4 新生食産業

F-1 生命の奇跡

F-2 宇宙を拓く

F 生命と宇宙が拓く交感する未来へ
最小限のエネルギーを使って精緻な構造と高次な機能を創り出す生命の秘儀に学び、
「太陽系
の進化学」という視点から宇宙の理解と開拓を推し進め、生命と宇宙が拓く交感する百年先の
未来を目指します。

G 社会の枢要に資する大学
我々が直面する社会課題の多くは、科学技術の急速な発展が一因であることは否定できませ

G-0 大学の意義

んが、その解決には科学技術の適切な活用が欠かせません。こうした状況で、教育・研究を中
心に大学が行うべきことを熟考し、社会課題の解決を可能にする大学を現実化し、
「持続可能
で心豊かな社会」の創造を目指します。

高齢化進行と健康意識の高まり
社会保障費の増大
医療格差の顕在化
認知症の社会問題化
新たな疾病の脅威
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G-3 人と法政治

国際紛争の増加
進展しない近隣諸国との相互理解
扱えないほどの情報量の爆発
情報技術の無制限な発展への不安
グローバル化によるものづくり低迷

D 報
情 値学
価

A3

インフラ

B4

人類が直面する深刻な課題
( 科学技術との調和、文明の衝突、格差 )

G-2 科学の責任

巨大災害に対する文明の脆弱化
大量の社会インフラ老朽化
感染症蔓延の脅威
放射線のリスク

社会にインパクトある研究 全体像

現代文明の持続性の危機
地球温暖化
自然環境の劣化
エネルギー消費増大
資源枯渇の危機

G-1 教育の本源

人類社会の枢要に資する大学の役割とは
持続可能で心豊かな社会創造に気概をもつ人の育成には

生命の秘儀
宇宙へのフロンティア

※ プロジェクトは A〜G の 7 つに大分類されるが、
G0: 大学の意義、G1：教育の本源は、大学の
使命に関わるため特別に扱っている

プロジェクト一覧
グループ名

番号・短縮名

プロジェクト名

プロジェクトリーダーおよび主担当者（敬称略）

A-0 環境価値学

新しい価値観に根差した持続可能な社会の実現

吉岡敏明（環境科学研究科）

A-1 地球温暖化

地球温暖化の緩和と適応への貢献

早坂忠裕・須賀利雄（理学研究科）
、
吉岡敏明（環境科学研究科）

A-2 自然共生

自然資本の利用による心豊かな社会の創造

中静透（生命科学研究科）
、
香坂玲・吉岡敏明（環境科学研究科）

A-3 エネルギー

エネルギーの新しい価値観創造と展開

吉岡敏明・土屋範芳（環境科学研究科）、
丸田薫（流体科学研究所）
、折茂慎一（金属材料研究所）

A-4 資源循環

資源が循環する高効率エネルギー社会の創造

杉本諭・長坂徹也・吉見享祐（工学研究科）

B-1 恒常性維持

自律的に心身恒常性維持を図る調和型健康社会の実現

永富良一・出江紳一（医工学研究科）
、
末永智一（環境科学研究科）

B-2 個別化医療

人に優しい個別化医療の開発・普及による
次世代医療構築と医療格差是正

八重樫伸生・石岡千加史（大学病院）
、
下川宏明（医学系研究科）
、佐々木啓一（歯学研究科）

B-3 認知症ゼロ

スマート・エイジング :
生涯健康で認知症ゼロの社会を目指して

瀧靖之・川島隆太（加齢医学研究所）

B-4 口から健康

口から発信する健康づくり

佐々木啓一・髙橋信博（歯学研究科）
、
駒井三千夫（農学研究科）

B-5 人の医薬品

世界を主導する医薬品開発と人をみつめた医薬品治療の実現

山口雅彦・根東義則・平澤典保（薬学研究科）、
宮田敏男（医学系研究科）

C-1 実践防災学

災害に強くしなやかな社会創造イニシアティブ
〜俯瞰的で統括的な実践防災学〜

今村文彦（災害科学国際研究所）

C-2 インフラ

暮らしを豊かにする創未来インフラの構築
〜｢造る｣から｢活かす｣、そして｢生きる｣へ〜

久田真（工学研究科）
、増田聡（経済学研究科）

C-3 感染症超克

多角的視点に立脚した包括的な感染症リスク低減

押谷仁・賀来満夫（医学系研究科）

C-4 放射線安全

放射線リスク理解の深化と放射性廃棄物の安全化

新堀雄一（工学研究科）
、田村裕和（理学研究科）

D-1 創造日本学

創造する日本学 :
世界が共感する｢日本文化｣の創造的価値の探究

小野尚之（国際文化研究科）
、尾崎彰宏（文学研究科）
、
荒武賢一朗（東北アジア研究センター）

D-2 近隣国理解

文理連携による東北アジアの新しい地域理解と課題の共有

高倉浩樹・岡洋樹（東北アジア研究センター）

D-3 情報価値学

超巨大情報量時代に向けた情報の質と価値の科学技術
〜情報質インフォマティクスの創造〜

村岡裕明・塩入諭・鈴木陽一（電気通信研究所）、
行場次朗（文学研究科）
、中尾光之（情報科学研究科）

D-4 情報の未来

心豊かにする未来の情報科学

堀田龍也・窪俊一（情報科学研究科）

D-5 ものづくり

優れたものづくり日本を活かす戦略と体制

長平彰夫・長坂徹也（工学研究科）
、
柴田友厚（経済学研究科）

E-1 心の豊かさ

心に豊かさを灯す社会の創造〜科学・技術を適切に組み入れて〜

直江清隆・原塑（文学研究科）

E-2 長寿社会

少子高齢社会から心豊かな長寿社会へ

吉田浩・秋田次郎・照井伸彦（経済学研究科）

E-3 東北が光に

人々が光輝く地域社会の創造: 企業の事業革新による地域の再生

藤本雅彦・秋田次郎（経済学研究科）

E-4 新生食産業

東北から始まる｢いのち｣を育む農林水産・食品産業の構築

牧野周・伊藤房雄・阿部敬悦（農学研究科）

F-1 生命の奇跡

生命の奇跡のプロセスに学ぶイノベーション

東谷篤志（生命科学研究科）、和田健彦（多元物質科学研究所）、
大林茂（流体科学研究所）
、加藤秀実（金属材料研究所）

F-2 宇宙を拓く

太陽系の激動を探り、宇宙に拡がる文明を拓く

大林茂（流体科学研究所）
、
笠羽康正・小原隆博（理学研究科）

G-0 大学の意義

百年将来を見据えた人類社会の枢要に資する大学の役割

G-1 教育の本源

持続可能で心豊かな社会創造に気概をもつ人の育成

高橋満・笹田博通・工藤与志文（教育学研究科）
、
佐藤弘夫（文学研究科）
、田村裕和（理学研究科）

G-2 科学の責任

心豊かな社会を支える、
社会と人に責任ある科学のあるべき姿

原塑（文学研究科）

G-3 人と法政治

人類社会の将来のための新たな理念の法学・政治学的定立

樺島博志（法学研究科）

G-4 公正社会へ

グローバル化された市場経済での格差・諸課題への提言

佐藤嘉倫（文学研究科）
、守健二（経済学研究科）

A.
持続可能
環境の実現

B.
健康長寿
社会の実現

C.
安全安心
の実現

D.
世界から
敬愛される
国づくり

E.
しなやかで
心豊かな
未来創造

F.
生命と宇宙が拓く
交感する未来へ

G.
社会の枢要
に資する大学

（リーダー未定）
、佐藤弘夫（文学研究科）
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拠点推進の主な関係者
担当

氏名

推進室長

金井 浩

副学長（研究力強化担当）

アドバイザーチーム

座小田 豊

名誉教授（文学）

細谷 雄三

名誉教授（経済学）

沢田 康次

名誉教授（理学）

後藤 順一

名誉教授（医学・薬学）

大村 達夫

名誉教授（工学）

宮澤 陽夫

名誉教授（農学）

日本語監修担当

座小田 豊

名誉教授（文学）

サイエンス・デザイナー

有賀 雅奈

特任助教（運営）

プロジェクト支援担当者

池ノ上 芳章 特任教授（運営）

工学研究科

荘司 弘樹

特任教授（運営）

研究推進・支援機構

根本 靖久

特任教授（運営）

研究推進・支援機構

早川 俊昭

特任教授（運営）

多元物質科学研究所

稲穂 健市

特任准教授（運営）

研究推進・支援機構

鎌田 貢

特任准教授（運営）

工学研究科

佐藤 準

特任准教授（運営）

研究推進・支援機構

鈴木 一行

特任准教授（運営）

学際科学フロンティア研究所

増田 尚則

特任准教授（運営）

流体科学研究所

臼澤 基紀

特任講師（運営）

研究推進・支援機構

竹岡 芳成

特任講師（運営）

農学研究科

渡邉 誠

特任講師（運営）

農学研究科

髙橋 亮

特任助教（運営）

理学研究科

行場 絵里奈 特任助教（運営）

文学研究科

齋藤 優子

特任助教（運営）

環境科学研究科

髙橋 さやか

特任助教（運営）

生命科学研究科

事務担当者
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所属

研究推進・支援機構

武田 浩太郎 助教

工学研究科

中鉢 奈津子 特任助教（運営）

災害科学国際研究所

松原 雄介

特任助教（運営）

研究推進・支援機構

佐藤 千洋

助手

研究推進・支援機構

長嶋 寿江

教育研究支援者

生命科学研究科

櫛引 加代子 課長

研究推進部・研究推進課

佐藤 良和

課長補佐

研究推進部・研究推進課

冨永 佳代

係員

研究推進部・研究推進課

理念
全体理念

07

プロジェクト理念

09 〜

06

全体理念

現代社会は、物質的豊かさを希求するあまりに地球環境問題を引き起こし、加えて、地球規模で
の産業構造・社会構造の急激な変動によって、様々な格差を生み出し健全な競争環境を失わせる
など、深刻な混迷状態にある。消費による豊かさと利便性を追求しそのための効率向上を優先し
たことで、人類が穏やかに自然と共生しながら長年築いてきた共感や連帯という「心の豊かさ」
が失われ、その喪失がもたらす苦悩は、ときに過激な排外主義をも生じさせ、多くの人々が将来
への不安を覚えるまでになっている。近代化以降、ひたすら成長を求めてきた現代文明は、成長
の限界という課題を指摘されて久しいが、今日では「地球や社会の持続可能性」さえ、もはや自明
視できない大転換期を迎えている。
これらの問題の根本的な原因のひとつは、人類の幸福に多大に貢献してきた科学技術が、その成
果を産業と結び付け社会に広く応用展開するにあたり、ときとして、短期的な視野のもとで当座
の利益を優先したことにあるだろう。本来なら、人文社会科学ともども、長期的な観点から後代
への広範な影響を考慮すべきであったにもかかわらず、その果たすべき責務が疎かにされてきた。
こうして、産業革命以降徐々に累積してきた様々な歪みが、近年になって地球規模で顕在化して
きたわけである。科学技術のみならず人文社会科学を含めた学問そのものも、専門性を一層高度
化させる傾向にあるが、そのため、それらが応用される社会との隔たりが増大しつつある。こう
した深刻な状況にあっても、人類はなお、本来備わる明哲な眼差しとこれまで蓄積してきた学術
的な英知を結集し、学問の本来的な意義を絶えず問い続けることを通して、これらの課題解決に
当たるほかはない。専門分野を超え、人類社会の全体像を、その将来を含めて俯瞰する、統合的
な研究の推進が強く望まれているのである。

07

全体理念

「人類と社会の発展への貢献」を使命とする東北大学は、従来のように基礎研究を重視するととも
に、上に挙げた諸問題の解決に加え、未来を豊かにする創造的課題に真正面から取り組むため、
「社
会にインパクトある研究」
を新たに立ち上げるものである。大学には元来、社会の一員として、公
正で夢のある平和な未来社会を創るため、学術を礎として長期的視点から課題の本質的な解決を
目指すという使命があるが、それと同時に困難な課題に挑戦する気概と能力と倫理観をもつ人を
育成するという責務がある。新しく目指す本研究体制では、こうした科学者の使命と大学の責務
を自覚し、長年の基礎研究で培ってきた本学の英知と強みを結集して、これまでの研究体制の不
備を見直しつつ、体系的に整理された諸課題に応えるべき個々のプロジェクトの理念を高く掲げ、
社会を先導しうる創造的な視点からその実現を図る。
東北大学は、これらのプロジェクトを、研究者個人としてはもとより組織として、また国内外の
他学術機関・行政機関・産業界や社会とも連携して、数十年先を見据えて長期的に推進する。そ
こでは、自然との共生など人類のあるべき姿を根源的に探究するとともに、新たな、また日本な
らではの価値観・世界観をも創出し、その成果を、まず人口減少著しい地元東北へと普及浸透さ
せるとともに、さらには日本から世界へと展開し、世代を超えてその意義を伝え、
「持続可能で心
豊かな社会」
を創造し、新たな文明の構築を目指すものである。

平成 29 年（2017 年）3 月 21日教育研究評議会承認
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A
持続可能環境の実現

A0 環境価値学

新しい価値観に根差した
持続可能な社会の実現
平成 29 年（2017年）1月18日推進会議

理念決定

B

C

近

年、地球温暖化や自然環境の劣化が進み、その一方で化石燃料や資源の枯渇蓋然性の
高まり及び世界的偏在がエネルギー安定供給や資源確保に深刻なリスクをもたらして
いる。これらの問題の解決のため国や国際レベルでの研究や対応策の検討が行われて

きたが、未だ具体的な解が得られない状況にある。その主因は、諸課題に関するステークホルダー

D

間の認識の齟齬や価値観の衝突、解決プロセスを巡る連携不足、自然科学および人文・社会科学
を包摂した科学研究成果の社会への還元の不十分さにあると考えられる。例えば地球温暖化問題
は、時間的空間的スケールが大きい問題であるが、思考が近視眼的になりがちで緊迫性が希薄に

E

なる一方、経済的・社会的な利害関係が顕在化している。そのため持続可能な地球環境と心豊か
な人間社会という理想を統一的に結像させるには、暮らし方や社会の在り方に関する価値観の大
変革が必要となる。

F

東北大学は、
「環境研究推進センター（仮）
」が中枢となり、幅広い基礎と応用研究の強みに加え、
東北地方で醸成されてきた固有な文化をも強力かつ有効な指標として捉え直し、地球環境と共生
できる心豊かな人間生活の基盤となる「新しい環境価値観」創造を中心的な目標として持続可能

G

社会への確かな道筋を示す。具体には、持続可能社会の構成要素として不可欠な低炭素社会・自
然共生社会・循環型社会の形成を目指す複数のプロジェクト※1 を統括し、各プロジェクトで得ら
れる種々の環境価値概念を有機的に連関させた「環境価値学」を一個の学術として創生する。さ
らに産業群の創造、地産地活消に基づく地域新生を目指した「東北大学モデル」を構築・展開し、
持続可能性の制約のもとで心が豊かになる多様な価値観を創出する。こうして生まれた「環境価
値観」に沿って、科学研究成果の社会への還元の在り方を改めて問い直し、ステークホルダー間
の共通認識形成と解決プロセスにおける具体的な協働の実現を目指す。また、研究成果を社会実
装する過程で浮かび上がって来る諸問題を現実的側面と科学に求められる社会的使命の両面から
捉え直し、新たな価値観の基として環境研究と人材育成・交流を含めた社会実践を具現化する。
さらにこれらの成果を国への政策提言、国際的アライアンス構築・連携・提案へ展開し、科学研
究と社会の共進化を先導する。

※1 本社会にインパクトある研究の「A-1 地球温暖化の緩和と適応への貢献」、
「A-2 自然資本の利用による心豊かな社会の創造」、
「A-3 エ
ネルギーの新しい価値観創造と展開」
、
「A-4 資源が循環する高効率エネルギー社会の創造」
のプロジェクト群。
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A
持続可能環境の実現

A1 地球温暖化

地球温暖化の
緩和と適応への貢献
平成 29 年（2017年）1月18日推進会議

理念決定

B

気

候変化によって世界が大きな影響を受けることは良く知られているが、近年の地球温
暖化に拠ると考えられる気候変化には予想外の現象も多く見られるようになった。地
球温暖化の緩和策を講じるとともに、これら未経験の変化をも考慮した適応策を探る

C

ことは今日の喫緊の課題である。さらに、自然災害に対応する防災の在り方を新たな視点で探究
するとともに、農業や漁業等の産業や社会の維持発展に役立つような気候情報※1 の積極的な活用
を図ることは持続可能な社会の構築のための重要な課題である。

D

このような社会の要請に応えるため、東北大学は、温室効果ガス・エアロゾル・海洋計測、およ
びダウンスケーリング手法等に関する研究の強みを活かし、未曾有の気候変化をも捉え得る新た
な計測技術・分析手法を開発し、世界的規模の高品位なデータ※2 として蓄積する。そして、それ

E

らのデータに基づいた気候変化の検証と将来予測を行い、また、新たに生じる社会ニーズに即し
た時間的・空間的に確度の高い予測情報を提供・活用することにより、地球温暖化の緩和策と適
応策の構築に貢献する。

F

そのためには、社会の実働的立場にある多様なステークホルダー※3 に向けた、これまでにない双
方向型インターフェース※4 の構築とその継続的発展が不可欠である。東北大学気候研究推進セン

G

ター ( 仮称 ) は、データの解析・蓄積を行うと同時に、双方向型インターフェースを運用し、気候
変動に対する世界規模の緩和策に資するデータの活用と、ローカルな気候変化に伴う社会リスク
の低減と回避に向けた適応策に有用な情報の提供・活用を実現する。

※1 これまでの基礎情報（気温、降水量、集中豪雨、積雪量、猛暑と冷夏、暖冬、海面平均水温、日照時間）に加え、海流・渦・潮目の位置・
強さ
※2 二酸化炭素、メタン等各種温室効果気体の濃度、炭素同位体比、衛星・地上観測による雲、エアロゾルの物理量、アルゴフロート等を用
いた海洋観測データ、その他
※3 国際機関、国、地方自治体、市民、各種産業界、各種団体
※4 地球温暖化啓発、気候情報提供、農業・漁業・防災に関する適応策提言、経済・外交・安全保障に関わる情報提供インターフェース、お
よび緩和策の検証に資する温室効果気体濃度、人為起源エアロゾルの種類、濃度に関わる情報提供インターフェース
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A
持続可能環境の実現

A2 自然共生

自然資本の利用による
心豊かな社会の創造
平成 28 年（2016 年）7月19日推進会議

理念決定

B

C

D

近

年、人口増加と人間活動の増大により、地球規模で自然環境の劣化と
温暖化が急速に進行している。このため、再生可能な自然資源を枯渇

させることなく賢明に利用することにより地域の自立性や持続性を高めるこ
と、それによってさらに、人間の身体的・精神的健康度や独自の地域文化も保っ
た心豊かな社会――すなわち、自然共生社会――を創造することが求められて
いる。

E

わが国においては、東京を代表とする経済文化に対して、東北地方は歴史的に
見て自然共生文化の中心地にして先進地と位置づけられるであろう。そこでま

F

G

11

ず、東北地方を中心に再生可能な資源の評価指標を創出し、その賢明な利用・
維持方法を確立するとともに心豊かな社会に向けて価値観を変革するモデル
を錬成し、次いでこの自然共生社会モデルを日本全国に、さらには世界に提言
し、その実現を目指す。

A
持続可能環境の実現

A3 エネルギー

エネルギーの
新しい価値観創造と展開
平成 29 年（2017年）1月26日推進会議

理念決定

B

人

口増加と物質的豊かさへの希求増大によって、世界的規模でエネルギー需要が高まっている。一方
で地球温暖化抑止のための二酸化炭素排出量の削減が喫緊の課題となっており、化石燃料や原子力
に強く依存したエネルギーの多消費型社会構造からの脱却に人類の英知が強く求められている。

C

わが国のみならず世界において、こうした課題を解決し、活力を失うことなく持続可能な社会を実現するた
めには、エネルギー需要を絶対視してそれに見合う供給量を産み出す研究開発を目指すことだけでは不十分
である。すなわち、これまでのエネルギー関連の研究を活かしつつ、再生可能エネルギー開発、分散性の高度

D

化ならびに地産地消を推進し、さらに生き方と関係するエネルギーの選択などを含む、
「エネルギーの新しい
※1
価値観」
の創造・展開を視野に入れた新しい観点の研究とその成果の社会実装が不可欠である。

そこで東北大学は、歴史ある伝統と実績に立脚し、
「東北大学エネルギーセンター」
（仮称）を基軸に、確固たる

E

研究基盤、豊かな研究者ネットワーク、活力に富む優秀な学生、ならびに東北地方の豊かな自然環境と文化的
背景の特長を活かし、全学のエネルギー研究を統括し研究成果を具体的に社会実装していく。本センターは、
エネルギーの量、質、時間応答性、および社会受容性を包含したエネルギーに関する学術基盤となる「エネル
※2
ギー価値学」
創生のために学内の強固な連携を図り、エネルギー研究の国際拠点として確かな学術基盤を確

F

立するとともに、多様な社会が持続的に発展しつつ人々が心豊かに暮らす、新たなエネルギー価値観に基づ
いた社会の構築を目指す。
東北大学エネルギーセンターは、
「エネルギー価値学」構築に向けて、理想とする持続可能社会からバックキャ

G

※3
ストして、その社会実現のために必要となる目標値（Factor of X）
を設定し、エネルギー研究を戦略的に

推進することで、技術ばかりでなく、人文・社会科学の知見をも含む新たなパラダイムを創出する。同時にこ
れを実証するため、活力を上げながらエネルギー需要量を半減化させる試み（Halve Demand）を学内で推
進する。創生される「エネルギー価値学」に基づき、学術の社会実装と地域の成長を重視した地域新生・産業
創造の実践までも包含した「東北大学エネルギーモデル」を提案し、このモデルを地域・日本・世界へと展開
する。

※1「エネルギーの新しい価値観」とは、単純な量の充足や経済的合理性といったエネルギーに関する従来的な価値基準ではなく、適切なエ
ネルギーの使い方によってもたらされる心の満足度、生き方、エネルギー源の選択などに関わる新しい価値観のことを指す。そこでは、
エネルギー源、時間や空間的な分散性、地産地消の程度、地球環境への影響などを自らの意志で選択できることがもたらす心の満足度
が重視され、More is better から Enough is best への転換が目指される。それはまたエネルギーの需要と供給を適正化し、エネルギー
消費量を健全に減少させることは、経済の縮小ではなく、経済的発展を維持しつつ、心の豊かさを向上させる最善の方策であるとする
世界観を創出することでもある。
※2「エネルギー価値学」とは、エネルギーの源、その変換・利用・再生、そしてあるべき将来像までの全てを、エネルギーの「量」
「質」
「時間
応答性」の 3 つの自然科学的基準とエネルギーの「社会受容性」という人文・社会科学的基準からなる「4 つの基準」で総合的に俯瞰する
学問であり、持続可能な社会に向けた基軸を提供するため東北大学が新たに提唱するものである。
※3 “Factor of X”とは、持続可能でこころ豊かな理想社会を実現するために、目指すべき社会像や将来期待できる技術体系からバックキャ
ストして、個々の研究分野が定める理想的な目標値（X）のこと。目の前の課題の目標値でなく、全体を俯瞰して、全体の目標を達成す
るために定める必要な個々の目標値のこと。例えば、活力を上げながらエネルギーを半減化する（Halve Demand）目標の達成には、ど
のエネルギーパスの効率を上げるか、いずれの研究成果をどれだけ向上させるかを決めていくが、このようにして決定される目標値を
指す。
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A
持続可能環境の実現

A4 資源循環

資源が循環する
高効率エネルギー社会の創造
平成 29 年（2017年）1月25日推進会議

理念決定

B

C

わ

が国は資源に恵まれない。その中で、特にレアメタル（希少金属）は、材料特性を向上
させ、デバイスの高性能化による省エネルギーにも役立つ最も有効な物質として注目
を集めてきたが、わが国はその貴重な資源の確保に数々の深刻なリスクを抱えている。

このリスク解消のためには、レアメタルの資源確保※1 やレアメタルへの依存度を低減させる技術

D

の開発※2 が切望されているとともに、資源開発からリサイクルまでのマテリアルフローを考えた
サプライチェーンの構築※3 が課題となっている。一方、それらの技術の開発も専門分野ごとに研
究が分断されており、研究者数の減少、異分野間の連携や情報交流の不足などの理由から、各分

E

野のポテンシャルが発揮されにくい研究環境となっていることも深刻な問題である。
東北大学はこれまで、経産省 /NEDO の「希少金属代替プロジェクト」
、文科省の「元素戦略プロ
ジェクト」など多くのレアメタル関連プロジェクトを主導し実績をあげてきた。また、自治体や

F

産業界と連携し地域関連協議会を運営するとともに、日本の大学では唯一、放射性物質取扱施設
を有している。
そこで東北大学は、まず、レアメタル資源確保のリスクの解消を目指して、これまでに培われた

G

世界に誇る材料科学研究拠点としてのレアメタル研究に関する実績と最先端施設を活用し、レア
メタル・グリーンイノベーション研究開発センター（RaMGI）が中核となって、分野融合型産官
学共同研究を戦略的に展開する。これによって、レアメタルの資源確保とレアメタルへの依存度
を低減させる技術を研究開発し、レアメタルの循環型サプライチェーン（供給網）の構築を可能
にする。このサプライチェーンの構築は、関連基幹産業の発展や新規産業の創出を促し、我が国
の競争力を強化し、加えて、産業におけるエネルギーの有効利用を実現して、世界におけるグリー
ンイノベーションを加速するといった可能性を秘めている。さらに、これらレアメタル資源で得
られた知見を、他の資源にも適用させることによって、資源が循環する持続可能な社会の実現に
貢献する。

※1 レアメタルの資源確保には、原料となるレアメタル鉱石の確保とともに、鉱石から放射性物質などの不要物質を取り除いて必要なレア
メタルを効率良く抽出する技術（一次資源の確保）と、レアメタルを用いた製品からレアメタルを効率良く回収する技術の開発（再生技
術開発）などの研究が必要となる。
※2 レアメタルへの依存度低減には、材料におけるレアメタルの使用量を低減させる技術、またはレアメタルに代替可能な材料の開発（低減・
代替材料開発）、さらに開発された材料を用いた高性能または高効率なデバイスの開発（デバイス開発）
などの研究が必要となる。
※3 レアメタルの循環型サプライチェーン構築には、
※1 と※2 で示した一次資源の確保、低減・代替材料開発、デバイス開発、再生技術開
発の 4 分野間の有機的結合を図ることが必要となる。
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A

B

自律的に心身恒常性維持を図る
調和型健康社会の実現※1
平成 29 年（2017年）2 月3日推進会議

健

健康長寿社会の実現

実践防災学
B1
C1 恒常性維持

理念決定

康なままで一生を全うすることは、人の最大の願いの一つである。そのためには体内
部や環境因子の変化に対し、生理的状態や心の平衡状態 ( バランス ) が一定状態に保
たれているかどうか ( 恒常性 ) を自身で把握することが重要となるが、現状では恒常

C

性維持のために何を計測解析すれば良いかも確立しておらず、一方で疾病の不安を煽る情報が溢
れている。そうしたなか個々人に必要となるのは、自身の心身の健康状態の平衡状態 ( バランス )
を的確に把握し、それが崩れたときには、疾患に至る前の未病状態のうちに適切に対応する、恒

D

常性維持のための (1) システム形成と (2) 知識の涵養である。すなわち、
(1) 心身状態や、食事を含めた行動情報および環境情報を取得できる各種センサーの開発と、
取得された情報およびゲノム情報等の個人特性情報を総合解析し、個々人にフィードバック

E

するシステムの構築が必須である。
(2) 個々人が、フィードバックされた情報を健康の｢法則性 (nomos)｣に関する｢知識｣として的
確に理解し、その理解を｢自分自身 (autos)｣の｢恒常性維持｣に役立てるため、平衡状態 ( バ

F

ランス ) からの逸脱を自らの意思で防ぐべく行動を主体的に変容させるという、個々人の
「自律性 (autonomy)｣の確立を促し涵養する環境整備が不可欠である。

G

これらにより個人がその時々のライフステージに沿った健康維持を自律的に図り、自然環境や社
会と調和しながら生涯心身ともに健康で生き生きと暮らすことができる。
本プロジェクトは、東北大学の知を結集し、個人を中心とした健康の維持ならびに未病状態を速
やかに健康に戻すというヘルスケアの考えの下、(1) および (2) の課題の具体的な解決策を確立
し、その方法の構築を図るものである。東北大学には、各種センサーの開発、情報通信技術や健
康に関わるコホート研究に多くの実績があり、遺伝子情報の個別化医療、個別化予防への活用を
目指す先進的な取組みも進めており、これらの研究と密接に連携をとり本プロジェクトを推進す
る。
本プロジェクトによって、心豊かな健康長寿社会の実現のみならず医療費の削減にも大きく貢献
できる。また、収集データを個人が特定できない情報として利活用することにより、新たな製造業、
サービス業等の創出を促進できる。

※1｢自律 (autonomy)｣とは健康への意識を持って自身の健康のために自ら能動的に活動することであり、｢調和｣とは、自身が健康であり続
ける上で重要な、社会の中で周囲とコミュニケーションをとり協調交流していくことである。なお、本プロジェクトの一部は、文科省・
JST の COI STREAM の一つ『さりげないセンシングと「日常人間ドック」で実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社
会創生拠点』
として実施中である（COI STREAM の事業期間は 2013 ー 2021年度）
。
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A

B
健康長寿社会の実現

B2 個別化医療

人に優しい個別化医療の
開発・普及による
次世代医療構築と医療格差是正
平成 28 年（2016 年）8月1日推進会議

C

D

医

理念決定

療の高度化に伴って、適切な医療の享受に格差が生じてきている今
日、個人に最適な精度の高い最先端医療を開発し、医療格差を是正す

ること（均霑化：きんてんか）は、ともに大きな社会的ニーズとなっている。そ
の要請に応えるために、東北大学が持つ、最新医学知識に基づく世界最先端の
先進的医療と、医療機関を含めた地域社会とのネットワークとを活用して、医
療格差の是正をも含む人にやさしい個別化医療を推進し、さらに持続可能な次

E

F

G
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世代医療システムを作り上げることによって、世界に先駆けて健康長寿社会の
実現を図る。

A

B

スマート・エイジング :
生涯健康で認知症ゼロの社会※1
を目指して
平成 28 年（2016 年）7月8日推進会議

日

健康長寿社会の実現

B3 認知症ゼロ

理念決定

本は先進国の中でも最も高齢な社会であるが、認知症及びその予備群
を含めると 800 万人以上になるという大きな問題を抱えている。ま

たその経済的損失も年間 16 兆円以上と試算されており、認知症予防は急務で
ある。

C

D

東北大学には、大規模脳加齢コホート研究、タウ蛋白イメージングを用いた認
知症超早期診断、運動・認知介入※2 による認知力向上研究等、世界最先端の多
くの研究実績と強みがある。これらの実績を、最新のセンサシステム※3 により

E

自ら収集した生活情報と有機的に組み合わせ、認知症を超早期に予防しリスク
を低減するため、エビデンスレベルの高いシステムにより、
「個人に最適化さ
れたプログラム」
を提示し、その成果を社会に還元する。
さらに、このシステムを国内外に発信し、世界を主導するより包括的な普及を

F

G

図って「認知症ゼロ社会」を目指す。

※1 認知症は、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症など複数の疾患を含み、またそれぞれの疾患は遺伝要因と
生活習慣要因の両者の相互作用で発症すると考えられている。そのため、認知症ゼロを完全に達成するのは、現状では困難である。し
かしながら、生活習慣要因に着目することで、認知症のリスクを下げることは可能で、本プロジェクトは理念としてどこまでも「認知
症ゼロの社会」を目指して行く。
※2 介入とは、人の健康に影響を与える要因に関して、その有無や程度を制御する行為と定義されている。
「運動介入」とは運動による介入を
指し、
「認知介入」とは高次認知機能の維持に効果があると考えられる医療行為による介入を指す。
※3 ここでの「センサシステム」は、睡眠、運動、コミュニケーション量等の生活習慣情報を収集するセンサシステムを指し、
「最新のセンサ
システム」
とは、これらの生活習慣情報を出来るだけ自身が意識せずにさりげなく収集出来るようなシステムのことである。
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A

B
健康長寿社会の実現

B4 口から健康
理念
公開中

口から発信する健康づくり
平成 29 年（2017年）2 月24日推進会議

C

古

理念決定

くから人々は口と心身の健康との深い繋がりを感じてきたが、口の健康と心身の健康増進・
疾患予防との因果関係の系統的集積と機構解明は未達である。また、医療が健康･QOL を支
える医療へと転換しているにも拘わらず、口の健康の重要性に関する社会的認知度は未だ低

い。漸く近年、東北大学による鶴ケ谷研究などのコホート研究により、①歯周病等の口腔細菌性疾患によ
ごえん

D

る糖尿病・動脈硬化等の増悪、口腔ケアによる誤嚥性肺炎の発症予防・入院期間の短縮等が明らかになっ
た。さらに②口腔の形態・機能の異常・欠損の回復、健全化に対し、本学で新規開発された機能性生体材
料を活用した口腔の再生・再建医療が現実となりつつある。また③良い咬み合わせを持つ高齢者は健康
寿命が長いことが示され、美味しく食べ楽しく話す口の健康が、心身の健康･QOL に貢献できることが明

E

らかとなった。中央社会保険医療協議会も将来の歯科医療像として口の機能の回復・維持増進を通した
健康モデル作りを重視している。
※１
東北大学は、歯学研究科が中心となり、
「インターフェース口腔健康科学」
を立ち上げ推進してきた。こ

F

の科学では、口は、㋐歯・歯肉・骨等の生体組織、㋑そこに生息する膨大な種類の微生物 ( マイクロバイ
オ―ム )、㋒歯科治療後の人工材料という歯科医療装置の３システムから成り、その調和の上に健全な形
態・機能が営まれると捉え、それらの間のインターフェースの解明と制御から新しい歯学研究の創生を
図っている。

G

本プロジェクトでは、この特色ある「インターフェース口腔健康科学」に基づいた研究をさらに展開し、
生命科学、医学、薬学、医工学、工学、材料学、臨床、さらには産業界等との連携のもと、分子生物学手
法から臨床疫学、社会疫学手法までを活用して、次の研究開発を行う。
（1） マイクロバイオームと全身の健康・疾患との関連とその機構を解明し、マイクロバイオームとの健
全な共生による口からの健康づくりと全身疾患の予防・制御を目指す。
（2） 歯髄・歯周組織等の豊富な細胞リソースによる口腔内の組織のみならず毛髪・肝臓・肺臓・心臓等を
含めた再生・再建医療の実用化プロジェクトを推進し、新たな医療機器・技術を開発する。
（3） 単に疾病・障害の治療のみならず、健康、幸せに直結する「食べる、味わう、喋る、笑う」を保障す
る健康増進を推進する。
このような地域社会、行政、産業界を包含した研究活動を展開する過程で、社会からのニーズに対応した
研究の推進、そして社会への情報発信、さらには「口の健康の重要性」について社会認識の向上を図る。
同時に研究活動を通して、それぞれの分野で貢献しうる人材を育成しその社会還元を図る。

うしょく

※１ これらインターフェースに不具合が生じると齲蝕や歯周病等の細菌性疾患、義歯や歯の詰め物の劣化、顎関節症等の口腔疾患の発症に
至る。また口と消化器・呼吸器間のインターフェースでは、誤嚥や全身の抵抗性低下等の不調を介し、口内のマイクロバイオームは消
化器・耳鼻咽喉・呼吸器疾患の原因となる。加えて歯周病や慢性歯髄炎等の慢性感染巣は、糖尿病や動脈硬化の増悪等を通し、全身の
健康と連関する。さらに近年、残存歯数や齲蝕罹患率等を指標とする｢口の健康格差｣は、収入や学歴等の社会的因子と高い相関を示す
ことが明らかになり、健康格差の是正には社会との連携が重要となる。
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A

B

世界を主導する医薬品開発と
人をみつめた医薬品治療の実現
平成 28 年（2016 年）9月30日推進会議

人

健康長寿社会の実現

B5 人の医薬品

理念決定

は、周囲の環境の変化※1、外界物質※2 による新たな疾病の脅威に常に
さらされている。一方では、医療格差によって、適切な治療を受けら

れないという大きな課題も出現している。しかし、単に病気に合わせた従来の
創薬の方法では、これらの課題を解決することはできなかった。

C

D

本拠点では、東北大学のこれまでの高いレベルの創薬開発研究※3 と、個々人に
適応した医薬品の適正利用に向けた研究とを統合することを通して、人を見つ
めた薬を開発するという、新たな創薬理論を創出して世界の医薬品開発を主導

E

する。
さらに、新薬の開発のみならず、適正な医薬品治療を実践する新たな方法の開

F

発※4、並びに患者さんの多様性を理解し、対応できる高度薬剤師の育成を目指
し、病院でも自宅でも個々人に最も合った最先端の医薬品治療が受けられる元

G

気で長寿な社会を実現する。

※1 食習慣および衣食住環境の変化、増大する多様なストレスなど。
※2 ウイルス・病原菌や様々な環境化学物質など、本来人体内には存在しないもの。化学物質である薬や体内埋設型の医療機器等も１種の
外界物質として捉える必要がある。
※3 新規医薬品リード化合物探索・医薬関連分子精密合成・精密な生体内物質解析・薬効発現機構解析・安全性評価等の研究諸分野を指す。
※4 病態の変動を捉える携帯型センサー、必要な時に必要な量だけ薬を投与する薬物送達システムなど次世代医薬品治療技術の開発。
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A

B

C1 実践防災学
C
安全安心の実現
D

E

F

災害に強くしなやかな
社会創造イニシアティブ

〜俯瞰的で統括的な実践防災学〜
平成 28 年（2016 年）10月18日推進会議

2

理念決定

011 年に発生した東日本大震災の総括的な検証をもとに、東北大学は、
災害科学国際研究所（IRIDeS）が中心になり、国内外における低頻度巨

大自然災害※1 に対して、防御力・対応力・回復力※2 のある「強くしなやかな社会」
への変革を先導する。
そのために、俯瞰的で統括的な実践防災学の観点から、IRIDeS が世界に先駆
けて開発した予防防災から発災時対応、復旧・復興までの「災害対応サイクル」
の理論に基づき、さらには現地調査・支援・連携から得られた教訓および今後
も得られる知見をも基盤にして「総合減災支援パッケージ」を研究開発・活用
する。また、仙台防災枠組（2015 年国連決議）の下で災害統計グローバルセン

G

ター※3 に集約されるデータ・情報の精査・解析等を通じ、変貌する多様な社会
における防災への準備状況を的確に把握し、総合減災支援パッケージの効率的
運用を図る。同時に、地域に適する防災方策の実践や災害時に臨機応変な対応
ができる人材の育成を行う。
以上を通じて、災害に強くしなやかな社会の創造を目指す。

※1 低頻度巨大自然災害は、発生が極めて稀であるため、従来から蓄積された経験や知見を活かすことが難しい。
※2 防御力・対応力・回復力は、それぞれ、平常時の事前準備、発災時の緊急初期対応、復旧・復興に対応する災害低減の必要三要素。
※3 災害統計グローバルセンターは、仙台防災枠組みの中で、具体的な期間や項目を示して各国が達成すべき防災目標に対応する基礎デー
タ収集や解析・分析、科学的知見を提供する。
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A

B

C2 インフラ

暮らしを豊かにする
創未来インフラの構築

C

平成 28 年（2016 年）10月14日推進会議

高

理念決定

安全安心の実現

〜｢造る｣から｢活かす｣、そして｢生きる｣へ〜

度成長期から整備されてきた社会インフラの老朽化が今日急速に進行しており、その
対策が喫緊の課題となっている。また、今後の社会インフラには、東日本大震災をは
じめとする大災害への備えや少子高齢化・温暖化・資源枯渇などの社会的課題にも対

応することが強く求められている。これらの課題を解決するためには、これまで「造る」ことに重

D

点が置かれてきた社会インフラを「活かす」ことまでをも包含した未来創造型のインフラとして
蘇 え ら せ る こ と が 肝 要 で あ り、こ の 創 未 来 型 の イ ン フ ラ を 通 じ て 社 会 関 係 資 本（Social
※１
Capital）
を再構築することが極めて重要である。本プロジェクトの主眼は、東北地方をはじめ

として、我が国の人々がより豊かに「生きる」暮らしを実現すると共に、安全と安心が確保された

E

未来社会を創造し繁栄へと導く創未来インフラの構築を実現させるところにある。
そのために、インフラ・マネジメント研究センター※2 が中心となって、土木工学専攻の有する工

F

学的な「知」と、経済学研究科（震災復興研究センター※3 他）が有する地域イノベーションに資す
る経済学的な「知」の二つの強みを有機的に結合して最大限に活用するためのプラットフォーム
を構築し、地域の意向を活かし得るチームを立ち上げる。このチームを通じて、東北大学が保有

G

する様々な最先端で豊富な「知」を駆使し、50 年先あるいは 100 年先を見据え、各地域の事情や
将来に対する目標などに応じた、豊かな暮らしと繁栄を享受できる地域づくりに資するグランド
デザインを提示する。このグランドデザインに基づき、各地域で創未来インフラの構築を具現化
する。
将来は、この創未来インフラの基本となる地域のグランドデザインならびにこれを達成するため
に基軸となる諸技術を、世界にもインパクトを与える先駆的なモデルケースとして展開すること
を目指す。

※1 これまでの道路、鉄道、上下水道、電気、ガス、学校、病院などの公共施設は、ある目的を達成するための「社会資本（インフラストラ
クチャー）」として構築されてきたが、本プロジェクトでは、これらのインフラを、地域社会の発展のパイプ役となる「社会関係資本
（Social Capital）」として捉えることを解決のコンセプトとしている。
※2 インフラ・マネジメント研究センター（工学研究科）では、インフラ維持管理業務に関する東北地方自治体への支援、維持管理分野の人
材育成、東北地方特有の劣化メカニズムの解明やインフラの維持管理に関する方法論の構築などの研究を進めている。
※3 震災復興研究センター（経済学研究科・地域イノベーション研究センター内）では、地方自治体や地域建設業とともに、東日本大震災後
の東北地方の建設業の進むべき方針について提言している。
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A

B

C3 感染症超克
C
安全安心の実現

理念
公開中

D

多角的視点に立脚した
包括的な感染症リスク低減
平成 29 年（2017年）6月12日推進会議

感

理念決定

染症は、人類によって克服可能なものと考えられていた時期もあったが、新興感染症※1
が次々に出現し、耐性菌※2 が増大するなど今なお世界的な脅威である。とりわけ、低・
中開発国では未だに死亡原因の多くを感染症が占めている。そればかりか、新型イン

フルエンザが発生すると全世界で数千万人が死亡するという推計もあり、感染症は人類が直面す
る最も深刻な脅威の一つである。感染症の基礎研究はこの数十年で飛躍的に進んできているが、
現状の抗菌薬・抗ウイルス薬やワクチンの開発のみでは必ずしも問題解決につながらない。感染

E

F

症の発生および伝播には社会的要因・環境要因などが複雑に絡み合っていることを考慮するなら、
基礎的研究だけでなく、多角的視点から課題の解決に取り組むことの重要性は明白である。
※3
東北大学は、医学系研究科が中心となって学内の知を結集し、
「社会の中の感染症」
という観点

からそのリスクを把握して包括的に評価し、その低減を目指す。具体的には、微生物学的要因・
ホスト要因だけでなく、社会的要因・環境要因などを含む多角的な視点からも感染症のリスクを

G

再評価し、リスク低減対策を検討し提言する。ノロウイルスについてはすでに医学系研究科と工
学研究科が共同で、ウイルス学的視点からだけではなく環境中のウイルスの動態、コミュニティー
内での伝播に影響する様々な要因について検討を行っている。これに農学・薬学・人文社会系な
どの視点からの解析を加えることにより、さらに包括的なリスク低減に資する研究を推進する。
また、他の感染症に対しても同様のアプローチで問題解決に挑むとともに、こうした多角的視点
から、低・中開発国を含むグローバルな感染症の問題にも積極的に取り組んでいく。
本プロジェクトは、感染症にレジリエントな社会の構築を基本理念として、感染症のリスクを包
括的な視点から低減する方策を提言し、日本のみならずグローバルな感染症対策に貢献すること
を目指す。

※1 新興感染症；新たに発生するか、あるいは新たに地域的に拡大した感染症のことで、近年相次いで出現してきている。
（例）
SARS、エボ
ラ出血熱、ジカウイルスなど。
※2

耐性菌：抗菌薬（抗生物質）に耐性を持つ細菌のことで、多くの薬剤に耐性を示す多剤耐性菌などが世界的にも大きな問題となっている。

※3 「社会の中の感染症」
：感染症は伝播し、拡散していくということが大きな特徴である。その伝播・拡散には、社会的要因・環境要因な
ど非常に多くの要因が複雑に絡み合っている。にもかかわらず従来の感染症研究では、微生物を社会・環境から切り離して実験室内で
扱うという非常に限られた視点からの研究が主に行われてきた。本プロジェクトでは多角的視点から問題解決を目指すため、感染症を
社会・環境の中の問題として捉える。
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A
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C4 放射線安全

放射線リスク理解の深化と
放射性廃棄物の安全化
平成 29 年（2017年）6月12日推進会議

我

C

理念決定

安全安心の実現

理念
公開中

が国では、福島第一原子力発電所の事故以降の経緯を大きな転機として、放射線や放射性物質の
リスクは、一部の専門家の学問基盤の問題としてではなく、暮らしの知恵として共有すべき課題
であることが、また同時に放射性廃棄物※1 の安全化のことが強く意識されることとなった。しか

し、これまで、国内外においては、放射線や放射性物質に関連する教育や研究知見を社会にいかにして広めて
いくかについて、十分な検討がなされてきたとは言い難い。

D

東北大学では、すでにサイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、工学研究科、理学研究科、医学系研究
科などの部局において放射線や放射性物質に関する講習会・講義・演習が実施されてきた。また、これまで多
くの教員が放射線や放射性物質に関連する研究を進めており、それらは原子力発電に直接的に関連するもの

E

のほか、医療や科学などのきわめて多岐にわたる。たとえば、原子炉材料の研究、放射線量の監視、環境にお
ける放射性物質の移行挙動の解明、放射性物質をより安定な元素に変換する技術※2 の開発、福島第一原子力
発電所の廃止措置に関連する基盤研究※3、地下地殻科学に基づく廃棄物の閉じ込め技術の開発、さらに放射線
の高度利用とその医療への応用※4 などがそれらにあたる。現在、これらの短期的及び長期的な課題の解決に

F

向けた基盤研究が進められているものの、当該研究を行っている教員の間での情報交換や考え方の共有はあ
まり進んでいないのが現状である。
そこで本学は、以上の諸課題のより良い解決を図るため、工学研究科量子エネルギー工学専攻が中心となり、

G

理学研究科などとともに次の取り組みを推進する。
(1)

教育や研究を通じて個々の教員が持つ放射線や放射性物質の捉え方を共有し深めることにより、放
射線や放射性物質の何を恐れ、何を恐れる必要がないかなど「放射線についての暮らしに活きる知
識」を社会に提示する。

(2)

廃棄物の安全化に向けた考え方および関連する研究ロードマップを社会に提示し、放射性廃棄物か
らの放射線防護や放射性廃棄物の低減化に係る基盤研究を加速させる。また、福島第一原子力発電
所の事故に伴う廃棄物を含め、高レベルおよび低レベル放射性廃棄物の処理・処分の一層の安全化
に向け、短期間と長期間で行うべき内容に分け、各々の研究を強力に推進する。

これらにより東北大学は、放射線リスクの理解と放射性廃棄物の安全化について社会からの強い要請に正面
から応える。
※1 放射性廃棄物は現状では高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に大別される。高レベル放射性廃棄物は、再処理工場から排出
されるウランおよびプルトニウム回収後の高レベル廃液をガラス固化したガラス固化体を指す。他方、低レベル放射性廃棄物は、原子
力発電所の運転に伴う廃棄物に加え、廃炉に伴う炉内構造物、燃料被覆管、さらには、大学を含む研究所などから排出される多様な廃
棄物（研究所等 RI 廃棄物）などを含む。福島第一原子力発電所の事故に伴う廃棄物は、事故廃棄物と呼称され、今後、放射能レベルによっ
て放射性廃棄物としての区分やそれらの管理・処分形態が検討される。
※2 放射性物質の一部を化学的に分離し、加速器等により発生させた中性子により、放射性物質の危険性を軽減する技術（加速器駆動炉に
よる核変換技術など）。
※3 東北大学は原子炉廃止措置基盤研究センターを 2016 年 12 月に発足させた。同センターの研究には、廃止措置の期間における建屋の
健全性維持に加え、廃棄物の処理・処分についての基盤研究を含む。
※4 加速器を用いた元素分布の高精度マッピングなどの放射線の高度利用とその医療への応用。
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D1 創造日本学
C

D

創造する日本学 :
世界が共感する｢日本文化｣の
創造的価値の探究

世界から敬愛される国づくり

平成 28 年（2016 年）7月11日推進会議

従

理念決定

来の地域研究としての日本学の特殊性を克服して、日本文化の普遍的
な意義を見出し、新たな文化的価値を創造することを目的とする。す

なわち、価値多様性のなかで混迷を深めている世界に、日本文化の「普遍的な
独自性」を提示することを目指す。
日本は、アジアの東端に位置し、長い歴史的経緯のなかで、渡来する諸外国の
文化を受容し、また、わが国独自の文化を開花させてきた。この受容と創造の
歴史過程のうちには、世界の人々が共感しうる、普遍化可能な独自の文化と多

E

文化融合の可能性が秘められており、この可能性を尋ねつつ、日本の文化的価
値を再構築し、新たな人間理解の方向性を創造することが、重要な課題となっ

F

ている。
地理的にも文化的にも日本の周縁をなしてきた東北地方は、日本を内からも外

G

からも眺めることができる位置にある。そのような場で東北大学が培ってきた
各分野の研究成果を結集・融合することによって、まさしくこの課題の解決に
貢献し、世界の人々の心を豊かにする視点および思考方法を切り拓くことが可
能になるであろう。
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A

B

D2 近隣国理解
理念
公開中

文理連携による東北アジアの
新しい地域理解と課題の共有

日

理念決定

本社会では偏狭なアジア理解の下で近隣諸国に対する不信感が増大してきている。ま
た中国以北はアジアという広域として一体的に理解されることが少ない。一方で、北
方の近隣諸国においては、環境汚染、資源開発、人口の流動性など、国境を越えて諸

問題が深刻化している。この解決のためには、東北アジアという地域理解の下で立場を超えて課
題認識を共有し、その解決のための知的プラットフォームの構築が国際的に求められている。
東北大学は、東北アジア研究センターが中心となって、国家を越えた新しい文明論的な地域研究

D
世界から敬愛される国づくり

平成 29 年（2017年）5月23日推進会議

C

の方法探究と体制整備を通して、課題認識を共有するための国際的研究協力体制を構築する。従
来の地域研究にある歴史的視点と異文化理解に加えて、社会科学・環境科学などを総合すること
で、文理連携のもとに国際的地域研究を先導する。東北アジアは豊富な資源を含む寒冷環境、巨
大国家の統治の歴史、多様な民族集団の組み合わせが特徴である。環境文明論的な視点の地域理
解の方法を多国間の研究者と共に検討する態勢を作り上げ、国家の立場を超えた現代的課題の共

E

有を促進する。
そのため、

F

(1) 人類の地球拡散の謎を解く鍵である寒冷地への文化適応
(2) 権威主義的体制の中での社会

G

(3) 東北アジアのダイナミクスの一部としての日本社会
という三つの課題を軸として、深い地域理解を構築するための研究体制を整備する。国内では大
学共同利用機関との連携、国外の場合は協定締結などを行いながら、東北大学をハブとする体制
を作る。国際的研究協力体制を利用し、国内外の次世代研究者育成のための仕組みも整備する。
また人文学と理学、社会科学と工学を総合しつつ、従来のアジア理解とは異なる長期的視野に基
づく地域理解を国内外に発信する。これらを踏まえ東北アジア地域研究コンソーシアム（仮称）
を構築する。
学際的地域研究をミッションとする東北アジア研究センターを基軸とし、アジアの文化・歴史お
よび自然について実証的研究を蓄積してきた文学研究科、理学研究科、さらに環境問題の解決に
関わる環境科学研究科等の知を総合化することで東北大学の新たな強みを可視化する。
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D3 情報価値学
C

超巨大情報量時代に向けた
情報の質と価値の科学技術

〜情報質インフォマティクスの創造〜

D
世界から敬愛される国づくり

平成 28 年（2016 年）8月24日推進会議

人

理念決定

類が生み出す情報量は急激な拡大を続けており、2030 年までにはそ
の量がヨッタスケール（1024）にまで巨大化すると想定されるが、こ

れによって、既存技術の延長では情報の記録・演算・通信などの通常の処理さ
え困難になる事態が起こることになる。
この事態に対処するために、人文社会科学・理工学・情報科学の知を連携させ
ることにより、情報の「質」および「価値」を認識・判定し、そこから一定の規
範を抽出してこれを適用することで、巨大な情報を適切に取捨選択できる新し

E

い情報学を開拓する。
これは、来るべき超巨大情報時代において、必要とする価値を誰もが多様に享

F

受できる社会を実現するための不可欠の課題である。それは、わが国の優れた
情報通信技術の新たな地平を拓くことであり、これによってこの分野での日本

G
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のプレゼンスのさらなる向上がもたらされることになるであろう。

A

B

D4 情報の未来
理念
公開中

心豊かにする未来の情報科学

C

D

コ

理念決定

ンピュータの性能向上、ネットワークの整備、通信の高速化、人工知能や IoT 技術の
発達など、情報化の急速な進展によって、私たちの生活環境のみならず、行動や習慣、
価値観、教育や産業のあり方が大きく変容してきた。そして、情報リテラシー不足が

招く情報格差、情報モラルや情報セキュリティなどの諸問題が噴出するなど、
｢人間性と情報技術
との調和｣が今日の大きな社会的課題となっている。従来のコミュニケーション論・組織論・社
会論・教育論だけでは、これらの諸課題に対応することが難しくなっている。

世界から敬愛される国づくり

平成 29 年（2017年）6月14日推進会議

未来の情報社会における社会・生活・産業そして文化の変化と課題を予測し、
「五感で感じ得る心
豊かな情報社会」の実現のために大学がどのような学術的寄与ができるのか、そして、情報社会
の「光」と「影」を熟知し「人間を心豊かにする」情報科学のあり方を理解した人材の育成に大学が
どのように関与すべきかについて、今一度立ち止まって検討することが必要である。

E

東北大学は、情報科学研究科 人間社会情報科学専攻※1 が中心となり、個別科学を統合する共通
概念としての「情報」に着目し、情報化による社会の変革を探り、人間と情報の関係を捉えるため
の学際的な教育研究を推進する。情報社会によってもたらされる恩恵や希望と、それらの恩恵を

F

享受する中で懸念される諸課題を踏まえ、未来の社会のビジョンを描き、大学で実践的な教育を
行うとともに、人材育成や社会のあり方に対する提言を行い、初等中等教育や社会への実装を目
指す。

G

具体的には、
(1) 多様な価値観が際立つ情報社会における批判的思考力の養成
(2) 情報技術の習得だけでなく｢人間性と情報技術との調和｣を問い直す情報リテラシー教育
および言語教育のあり方
(3) あらゆる人々が参画できる情報社会のあり方
(4) 芸術など文化面において情報技術がもたらす変容
などに関して、価値観・倫理観の観点から包括的な検討を行う。
本研究で得られた知見を社会に発信することによって、上記の社会的諸課題を解決し、心豊かな
未来の情報社会を実現するとともに、情報社会の光と影に対応できる知識と人間力を有したリー
ダー層の人材育成を図り、教育界や産業界、そして広く地域社会に輩出する。

※1 東北大学大学院情報科学研究科人間社会情報科学専攻は、情報科学を、あらゆる学問分野間の相互作用のただなかにあって、単なる技術・
知識を越えた新しい知の地平を切り拓く学問分野として位置づけ、自然科学系の分野としてだけでなく、人文・社会科学系の分野にも
またがる先端的かつ総合的・学際的な基礎学問として発展させてきている。
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A

B

D5 ものづくり
C

理念
公開中

D

優れたものづくり日本を
活かす戦略と体制

世界から敬愛される国づくり

平成 29 年（2017年）5月30日推進会議

正

理念決定

解が分かっていた時代、知識偏重・効率性重視の教育に支えられ、日本の優れた技術力は目標に向かっ
てその力を存分に発揮した。しかし、基本的な必要性が満たされ、さらに何を作ればいいのか不透明
になった現在、高度経済成長期以降の仕組みが制度疲労を起こしている。高度な技術力を顧客の求め

る価値に繋げるためには、製品を売れる商品とする企画力、概念化力を基礎とした深い洞察力が必要になる。この
ことは、日本企業全般に当てはまるが、特に優れた技術力を持つ下請け部品メーカーにとっては、脱下請けの道を
切り拓く好機にもなりうる。
一方、急激な人口減少に伴い国内需要が減退する中、日本のものつくりは、グローバル市場での需要に応えること
が求められるが、グローバル市場では、顧客ニーズが多様で、その変化も激しく、新製品も急速に成熟化・陳腐化
する上、コスト競争力を維持することも難しい。これは、新製品開発リスクが増大することを意味し、従来とは異
なる技術開発・製品開発の戦略と体制が求められている。
さらに、あらゆるモノがインターネットに繋がる IoT (Internet of Things) の進展に伴い、製造業の様相が根本的

E

に変わり、マス・カスタマイゼーションが可能となるとともに、製造コストの大幅な削減を主眼におく先進的工場
( スマートファクトリー ) への取組みも始まった。またビッグデータ解析および人工知能 (AI) 技術の製品開発への
活用も期待されている。このような急速な環境変化により、かつて威力を発揮した日本のものつくりは構造的な課

F

題に直面し、難しい舵取りが迫られている。
東北大学は、創立以来の｢実学尊重｣の理念に基づく強みを活かし、工学研究科技術社会システム専攻が中心になり、
経済学研究科が支援する体制で、ものつくりを価値創造※1 に繋げるための戦略と体制および教育方法はどうある
べきかを明らかにする。その上で、大学研究者・学生・企業技術者が未来の産業創造とものつくり経営の変革に向

G

かうための方策を策定し、協働企業とともに推進する。
具体的には、新たに構築する (1) 産学連携インフラを基盤に、(2) 研究と (3) 教育を両輪として推進する。
(1) 産学連携インフラの構築：ソフトインフラとして問題意識を共有する企業との共同研究講座や対話の場※2、
ハードインフラとして産学一体となったオープンラボ、事業化を企図した「先端的試作研究」の場や産学共創
の場※3 を構築し、優れたものづくりに関する戦略を描くとともに、技術的・経営的側面からの支援を行う。
(2) 急速な環境変化に対応できる技術・製品戦略と体制に関する研究：日本の優れたものつくり技術と技術者の
矜持を価値創造に繋げるため、グローバル市場での最先端の技術・製品戦略と体制の在り方を大学主導で策定
し、発信する。
(3) ものつくり戦略人材の教育：(1)、(2) を活用して実施する PBL(Project-based-Learning) 教育をもとに、新しい
概念 (concept) のものつくりと社会変化に対応できる戦略に挑戦できる人材の発掘と育成の方法を策定し、実
践する。
こうして、経営感覚を身に付け、かつ、技術・製品開発の戦略を構築できる企画力豊かな人材が、組織内外と協働
して、ブランド力の高い優れたものつくりの戦略と体制を我が国に根付かせるとともに、得られた方策と知見を新
興国を含めた諸外国に向けて発信し、敬愛される国づくりに貢献する。
※1: 価値創造とは、
「人の豊かな未来と幸福に資するものつくりとはいかなるものであるべきか」
という問いを何よりも大切にする、という
ことに基づく。
※2: 産業競争力懇話会（COCN）のような対話の場を想定する。
※3: 産学連携センター（仮称）を想定し、ものづくりのマーケティングを共同で実施する。
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A

B

E1 心の豊かさ

心に豊かさを灯す社会の創造
〜科学・技術を適切に組み入れて〜
平成 28 年（2016 年）7月21日推進会議

D

理念決定

学・技術が進展する現代にあって、本当の心の豊かさとは何かが問わ
れている。この新たな問題に対処し、いかにして科学・技術を社会に

適切に組み入れ、精神的豊かさに繋げるかが人文社会科学にとっても喫緊の課
題となっている。
その解決のために、
「福祉」、
「善い暮らし」、
「幸福」という意味をも包括する
Well-being※1 の概念の本質を明らかにし、その作業を軸にしてこの概念を社
会へと実装可能にする提言を行う。すなわち、この概念を多角的・総合的に解

E
しなやかで心豊かな未来の創造

科

C

明し、東北地方の災害体験および地域の価値観とも関連づけることを通じて、
「良く生きること」の内実を根本的に吟味し、同時に、社会生活や医療、環境、
工学などの現場でその有効性を具体的に検証し、さらには翻って、それらの成
果をどのように「良く生きること」の具現化に適切に組み込みうるかを探究し
て、心に豊かさを灯す社会の実現に貢献する。

F

G

※1 well-being とは、社会のあり方や人の生き方の「良さ」や「善さ」
を指す。広くは日本語の「よさ」
（よい）
に相応する概念だが、幸福（
「良さ」
）
と道徳性（「善さ」）が結びつけられることも多い。
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A

B

E2 長寿社会
C

理念
公開中

D

少子高齢社会から
心豊かな長寿社会へ
平成 29 年（2017年）5月25日推進会議

E
しなやかで心豊かな未来の創造

日

理念決定

本社会は、戦後に所得増加と長寿化を通じて生活水準向上を達成したが、近年は、少子化の進行、
若年労働力の不足、高齢者福祉等の持続可能性不安、地域社会消滅の危機、世代間・世代内格差
拡大等の深刻な状況に直面している。しかも政府財政は慢性的な不均衡状態にある。こうしたな

か、
「少子高齢社会」に伴う問題点を克服して、経済・健康水準の向上を人生の充実感につなげ、
「心豊かな長
寿社会」
を実現する社会システムの確立が喫緊の課題となっている。
「心豊かな長寿社会」実現のためには、①一方で、少子高齢化の更なる深刻化を防止するため、出産・育児と就
労および親の介護とを両立しうるライフ・スタイルの実現が必要だが、
②他方で、少子高齢化への適応も重要
であり、シングル・ライフや子どもを持たない人生を選択しても、少子・高齢化による自らの住む地域社会の
存亡の危機を克服し、老後の社会保障の不安にさらされない社会を作る必要がある。③さらに、幸福を求めて
個人が選択した多様なライフ・スタイル（職業、地域、家族など）を地域の文化と結び付けて生涯の心の豊か
さにつなげることが重要になる。
東北大学はこの問題に高齢経済社会研究センター※1 を中心に取り組み、
「心豊かな長寿社会」実現に向けて上
記①②③の課題解決に資すべく、資源の望ましい配分および希少資源の効率的活用という観点から、次の研
究と政策提言を行う。

F

(1) 「社会福祉と家族の役割」
に関して、健康で子どもを産み育てる人生を選択可能な社会を実現するため、
医療介護サービス効率化や子育て・就業両立のための制度を研究し、上記①③に資する政策提言を行う。
(2) 「地域の暮らしとコミュニティーの役割」
に関して、人々がシングル・ライフや子供のいない人生や、地

G

方での居住を選択しても、生涯安心できる社会環境を実現するため、一極集中社会の緩和や格差社会の
解消の研究、財政制度と社会保障改革を研究し、上記②③の課題に資する方策を社会に発信する。
(3) 「世代間公平」に関して、諸外国で経済成長と高い出生率、高い幸福度を両立した事例も踏まえ、世代（時
代）に関わりなく、個人が充実した職業生活・家族関係・健康等を享受し、生涯にわたる心の豊かさを実
現しうるよう、上記①②③に資する、社会実装可能な技術・制度・政策提言を行う。
日本で最も高齢化が進み、国による地域別の調査でも暮らしの満足度が低く、さらに東日本大震災を経験し
た東北地方であるが、本プロジェクトでは、その文化的・人間的な心の豊かさを明らかにし、
「心の豊かさ」増
進の手がかりを探求し、日本社会全体のみならず、広く国際的にも発信する。さらに、財政・福祉・医療など
の個別の問題解決に留まらず、それらを有機的に連携させることで、地域活性、格差解消、介護改善などに好
循環をもたらし、個人と社会の心の豊かさとが一致して成長して持続可能な「心豊かな長寿社会」の形成に貢
献する。
※1 高齢経済社会研究センターは、高齢経済社会及びそれに対応した公共政策について先端的な研究を行い、高齢化の進行に伴う諸問題に
適用して問題解決に資するとともに、その成果を広く社会貢献・教育等にも活用することを目的として 2015 年に経済学研究科内に設
立された。同センターは、①加齢経済研究セクション、
②高齢社会公共政策研究セクション、
③医療経済研究セクション、
④福祉経済研究
セクション、⑤産学共同研究プラットフォーム、
⑥統計分析セクションの６つの部門を置き、高齢経済社会及びその公共政策に関する研
究、この分野での共同研究・受託研究及び寄付講座の受入れ、その他センターの目的達成のために必要な事業を実施している。
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A

B
東北が光に
E3 東北から光を

人々が光輝く地域社会の創造 :
企業の事業革新による地域の再生
平成 28 年（2016 年）7月29日推進会議

D

理念決定

在、東北地方をはじめ日本各地で、グローバル化、少子高齢化、人口
減少、人口流出が急速に進行している。それに伴って、従来型のビジ

ネスモデルでは、もはや雇用減少と地域経済の衰退を食い止められない深刻な
事態が生じている。こうした状況を克服するには、地域企業の事業革新（イノ
ベーション）による事業再構築を支援することによって、新たな雇用機会を創
出し、地域社会を再生することが必須の課題となる。
そのために、東北大学はこれまで蓄積してきた経済学・経営学、工学、医学、

E
しなやかで心豊かな未来の創造

現

C

農学などの優れた学際的な知的成果を活用し、
「地域イノベーション研究セン
ター」を本プロジェクトの統括推進の中核と位置づけて市場を主導しうる――
付加価値が高く夢を育むユニークで卓越した――ビジネスモデルの創出を支
援する。
まずは、地域企業、自治体、NPO のみならず、金融機関等の実務家が協力する
場を形作る活動を通して、事業イノベーション支援の仕組み※1 を構築する。加
えて、地域事業イノベーションを担うことのできる――独自性の高い企画力と

F

G

実行力を備えた――人材の育成モデルを提案し普及させる。こうして、地域全
体のイノベーション能力の向上を図り、東北、ひいては、全国各地の産業振興
と経済発展に貢献し、人々が光り輝く「ふるさと」を創出し世界にそのノウハ
ウと優れた成果を発信する。

※1 地域の「産・学・金・官」が協働して推進する「地域イノベーションプロデューサー塾」
と「地域イノベーションアドバイザー塾」
を中心
とした地域企業の事業イノベーションを支援するための仕組み
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A

B

E4 新生食産業
C

D

東北から始まる｢いのち｣を育む
農林水産・食品産業の構築
平成 29 年（2017年）3月1日推進会議

E
しなやかで心豊かな未来の創造

今

理念決定

日効率性と利便性が過度に重視されるなかで、
「食」への量的・質的な不安、環境の劣化、
地域活力の低下、地域固有の文化・生活様式の喪失等々といった特有の問題が引き起
こされている。たとえば、化学物質の過度な利用によってもたらされる、農産・畜産・

水産を含む生産・生活環境のあらゆる面における「生命 ( いのち ) と環境」の危機が指摘されて久
しいが、これなどはその端的な事例である。こうした問題や危機を克服するためには、
「食」を「文
化」形成の要としての「生命と環境」という観点から包括的に捉える農学が中心となって、学内外
の関連領域と連携しつつ分野横断型融合研究を推進することが不可欠である。
農学は従前から「食料」
「健康」
「環境」を教育研究のキーワードに掲げてきたが、今日これら農産・
畜産・水産を集約して、
「食」をめぐる「新たな生命 (vita nova) と環境」の研究を構築することが
求められているのである。このプロジェクトを「新生食産業」と称する所以はここにある。
「食」が
「生命と環境」に繋がることは見やすい道理であるが、その「生命と環境」の置かれている現在的
な状況を考える上で、農を中心とする食品産業の現状を分析しその課題の解決を図ることはきわ
めて重要であり、これは農学に課せられた不可避の使命である。もちろん、これは日本のみなら
ず世界のどの国々にとっても喫緊の課題となっている。

F

東北大学はこれまでの成果を踏まえ、新たな課題解決に取り組む上で全学の知を結集し、関係機
関との連携を通じてその成果を社会に実現していく。まずは東北地方固有の課題解決に取り組む

G

が、そこで得られた成果は必然的に世界の農畜水産・食品産業にも展開可能なものであり、それ
らを広く世界に発信することによって日本および世界における自然共生社会の実現と健康寿命の
延伸に貢献する。
その具体的な方法は次の 3 点に要約される。
(1) 化学物質の利用に過度に依存せず、生物が本来的に有している免疫機能の活性化によって安
全かつ安心な食料を効率的に生産できる要素技術 ( 農免疫 ) と、生物多様性を活かした生産性
の向上に寄与し得る要素技術を開発し、健康長寿社会の実現に貢献する。
(2) 東北地方の農林水産物を原料に、精緻なものづくりの力を基盤に、効率的で高品質・高機能・
高生産性を併せ持った生物生産・食品加工技術を開発する。
(3) 開発された要素技術の社会実装、普及にあたっては、地域の農林水産業・食品産業・地域文化
の振興を図り、生産・流通・販売体系の構築とそれを着実に推進する人材の育成を現実化する。
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F1 生命の奇跡
理念
公開中

いのち

生命の奇跡のプロセスに学ぶ
イノベーション
平成 29 年（2017年）1月25日推進会議

三

C

D

理念決定

十数億年前地球上に生命が誕生して以来多種多様な生命体が、それぞれの環境に適応する形

E

で、また、時には環境をも大きく変えたなかで生存・繁栄してきた。生命体は、最小限のエネ
ルギーを使って、分子から精緻な高次構造を有する細胞、個体、群体レベルまでの機能的な

また、DNA が遺伝子の本体であることが 20 世紀の中頃に発見されて以来、生命科学分野のテクノロジー
は級数的な進歩を遂げ、長く閉ざされていた生命の宇宙の神秘の扉を開き始めている。最小エネルギー
消費プロセスに基づく精緻でしなやかな分子−−そして組織−−の自己集合化、さらにその機能制御な
ど生命が有する新たな驚くべき仕組みが次々に見出され、生命のいわゆる秘儀 (mysterium) とも言う
べきものこそが、我々の日々の営みを革新する豊饒なアイデアを提供してくれることが明らかになって
きた。
最小限のエネルギーを使って、精緻な構造と高次な機能を作りだすこの生命の秘儀に学ぶことは、生命
への理解を深めると同時に、環境負荷が少なく精緻な新しいものつくりの分野を開拓することにつなが
る。現に、日本を含めたものつくり先進国では、その成長を回復させ今後更に発展させることが課題となっ
ており、その課題解決に向けてこの最小の環境負荷プロセスに基づく革新的イノベーションはきわめて

F
生命と宇宙が拓く交感する未来へ

集合体を形成した奇跡的なシステムである。

有用である。
東北大学には、生命科学研究科を中心に、多様なライフサイエンスに関わる研究者が所属しているだけ
でなく、工学系をはじめとしたものつくりには長年の伝統と実績がある。この特徴と実績をいかし、多種
多様な生命体が有する様々な能力、機能、働きのメカニズムを真摯に解明し、多彩な奇跡のプロセスから
学び、そのプロセスを継続的に探索することで、従来の概念をも超えた多目的最適化や極低エネルギー

G

による新たなものつくりと基幹産業の創出を促し、様々な地球規模的な課題を解決することが可能にな
る。
本プロジェクトでは、生命の奇跡のプロセスに学びそれを取り入れて、生命科学と工学とが一堂に会す
※1
ならびに
ることで、その連携が実を挙げる仕組みを作り「ネオバイオミメティクス（新たな生物模倣）」
※2
を中心に、健康・医療、環境保全、建築、
「ネオバイオレメディエーション（新たな生物学的環境修復）」

エネルギー、ロボティクス、マイクロマシーン、人工知能等の様々な分野における新たなイノベーション
の創出を産業界とともに実現する。このようなイノベーション創出の作業は、同時に、
「生命の宇宙観」を
求めて生命科学の新たな使命と可能性を切り拓くものと確信する。

※1: ネオバイオミメティクス (neo-biomimetics) は、最先端の技術を駆使して、より詳細かつ新規な生物の構造とその機能、極低エネルギー
によるプロセスなどを学び、それらを人工的に再現することによって、工学や材料科学、医学などの様々な分野への新たな応用を目指
す取組。
※2: ネオバイオレメディエーション (neo-bioremediation) は、新規の微生物や菌類、植物、あるいはそれらの酵素を複合的に利用して、近
未来の次世代環境をも修復する取組。

32

A

B

F2 宇宙を拓く
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理念
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太陽系の激動を探り、
宇宙に拡がる文明を拓く
平成 29 年（2017年）6月5日推進会議

E

F

地

理念決定

球と太陽系は、その形成から大きな進化と変動を経てきた。惑星環境の脆弱さは、兄
弟惑星である金星の灼熱温室や火星の流水痕跡からも明らかである。脆弱な地球の環
境は、宇宙から見ると、我々自身の手によって今まさに短期間で変貌しつつもある。

生命と宇宙が拓く交感する未来へ

一方、近年、火星に地下水が存在し、木星・土星の氷衛星に地下海の存在が知られるようになった。
生命を生むに至った地球とそれを抱える太陽系の全域の数十億年から秒単位に跨る激動を掌握
し、太陽系を拓き宇宙に拡がる文明の礎を築くことは、広大な宇宙においても希少なこの地球の
文明の恩恵を受けている我々の、宇宙史における存在理由でありまた責務であるといえる。
東北大学は、地球と惑星を総合的に捉え、惑星・太陽の進化・変動を地球環境変動と統合して解
明する「変動地球惑星学」
を進めて来た。また、流動ダイナミクス・極限ロボティクスを軸に宇宙
航空工学分野で傑出した成果を挙げ、宇宙への容易なアクセスと行動の自由度増大を果たす惑星
航空機等の新ビークル創造を目指して来た。
本プロジェクトは、両者を主軸に、太陽系を舞台とする多岐に跨る国際・産学官連携の集積を進め、
本学の宇宙航空関連部局※1 の連携によって、複数分野に跨って飛躍的効果を生みうる組織形成に
挑み、その組織のオープンな活動により、我々の文明を革新し、良き未来創造の推進力を創出す
ることを目標とする。

G

本学の強みである、衛星・探査機・独自望遠鏡による地球・太陽系・宇宙の探査、それを自由自
在とする宇宙航空工学・ロボティックス・センシング学、地球規模の環境・防災学※2、国際宇宙
ステーションでの生命・医学、最先端材料・複雑システム・大規模計算理工学を統合し、また今
後生まれ出る諸活動も包括しつつ、近隣の JAXA 角田宇宙センターとの連携をさらに強化し、太
陽系を舞台とする未来構築の設計図を描き出す。さらにこれら諸活動を通じた教育・人材育成を
図り、世界と日本の未来を創造する。

※1: 2017 年 2 月に設置済の全学的組織「宇宙航空研究連携推進委員会」(http://aerospace.gp.tohoku.ac.jp/) を下で、本プロジェクトは、
理学研究科 ( 惑星プラズマ大気研究センター、大気海洋変動観測研究センター )・工学研究科・生命科学研究科・医学研究科・農学研究科・
教育学研究科・流体科学研究所・金属材料研究所・電気通信研究所・東北アジア研究センターの代表からなるワーキングチームが遂行
する。特に、流体科学研究所、惑星プラズマ大気研究センター、大気海洋変動観測研究センターを中核に据え、事務局を理学研究科 惑
星プラズマ大気研究センターに置き、宇宙航空活動の対外協力窓口としても機能する。
※2: 太陽の活動低下による氷河期再来、巨大隕石衝突、太陽面巨大爆発による放射線粒子の大量飛来等といった宇宙規模の現象も想定して
いる。
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百年将来を見据えた人類社会
の枢要に資する大学の役割
平成 29 年（2017年）1月12日推進会議

産

C

D

理念決定

業革命以降、ひたすら成長を求めてきた現代文明は、人類に多くの利便性をもたらし

E

たが、他方で、地球環境問題を引き起こし、加えて地球規模での社会および産業の構
造変化によって深刻な混迷状態にある。もはや地球や社会の持続可能性さえ自明視で

きない大きな転換期を迎えており、多くの人々が将来に危機感を覚え、心の豊かさが問われるま

F

でになっている。大学には、社会が抱えるこのような深刻な課題に対し、的確に対応する方途を
見つけることが今まさに求められている。

礎として長期的視点から課題を発見して本質的な解決を目指すという使命があり、それと同時に
困難な課題に挑戦する気概と能力と倫理観をもつ人を育成するという責務を負っているが、これ
まで大学が人類の進歩に多大の貢献をなしてきたことは確かである。ところで、日本の国立大学
においては、1990 年以降、
①教養部の廃止 (1991 年大学設置基準の大綱化 )、
②大学院重点化
(1990 年代 )、
③法人化 (2004 年 )、
④教育基本法改正 (2006 年 )※1 など、社会の要請に応えるべ
く制度改革が行われてきたが、しかし、これらの制度改革に伴い、①専門教育の過度な重視、
②若
手ポストの削減、
③運営費交付金の減少、
④教員選考における人物評価よりも論文を重視した評価

社会の枢要に資する大学

歴史的に見て大学には、社会の一員として、公正で夢のある平和な未来社会を創るため、学術を

G

など、新たな問題が累積してきているが、それに対しても未だに明確な対応策は講じられない状
態にある。他方、グローバル化、社会制度や科学技術の在り方の変質などの、急激な社会情勢の
諸変化により顕在化した社会課題にも対応するべき十分な態勢も採られてはいない。その一因は、
こうした社会課題に真摯に向き合うべき、将来に向けた大学の本来あるべき教育研究体制への問
い掛けが疎かにされてきたところにあるだろう。
本プロジェクトは、このような反省の上に立って、日本の大学におけるこれまでの教育研究体制
の不備を見直しつつ、これからの大学の百年を見据えて、
(1) 人類社会の枢要に資する大学とは何か
(2) 夢を抱きながら世界規模の課題に果敢に挑戦する人を育成するために「いかなる教育を行う
べきか」
(3) 社会を先導しうる新しい価値観を創出するには何をなすべきか
(4) そもそも「何のために大学で研究を行うか」
といった諸問題を改めて問い直し、その成果を社会に提言する。

※1 改正教育基本法第 83 条 2 項に、大学の目的として、従来の教育、研究に加え、社会貢献が追加された。
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持続可能で心豊かな社会創造
に気概をもつ人の育成
平成 29 年（2017年）4月27日推進会議

E
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明

理念決定

治時代以降、大学においては、優れた母国語教科書を用いた｢座学｣による専門知識の教授が中心
に行われてきたが、これは西洋文化を catch up するには効率的で有効であった。他方、正解の分
からない最先端の課題に対する、粘り強い努力の末に獲得される成功体験に基づく、たとえば東

北大学の掲げる研究第一主義による｢人間教育｣という点では、これまで確かに多大な成果を上げてきた。
だが、経済がグローバル化し、各国の相互依存関係が益々強まってきていると同時に、他方で新たな社会的な

G

分断が生じ、貧困・社会的格差も広がりつつある今日、大学の果たすべき役割も自ずと変化してきた。こうし
た社会的諸問題と連動して、環境、エネルギー、少子高齢化といった問題も大きな影を落とすようになり、社

社会の枢要に資する大学

会の持続可能性への信頼も揺らぎ始めているからである。こうした情勢に抗して、社会の多様な変化に対応し、
かつ世界をリードできる人を育てることが現在の大学の最も重要な使命となってきていると言えよう。
ところが、近年の大学の現状に関しては次のような深刻な懸念が生じてきていることも事実である。
① 学生の気質の変化や、少子化、進学率増により、大学における｢教育の質｣そのものが大きく変容してきて
いるが、この歴史的変化のなかで大学はそれ本来の教育目的を設定し辛くなってきている。
② ｢真理の探究｣に必要な知的好奇心を涵養するには、過去に解明された内容を踏まえると同時に、
｢何を求め
るべきか｣の進取の姿勢の涵養が不可欠であるが、今日とりわけ後者の視点が劣化してきている。
③ catch up の時代が終焉し、心豊かな社会を創造するには、｢広く豊かな教養に基づく、思考・判断・表現の
総合的な能力｣が必要となるが、そのような力を涵養するシステムが欠落している。
④ 学問の専門分化によって各分野は益々特殊化してきているが、たとえば環境問題など｢世界的な規模で複
雑化してきている課題｣の解決には、人文社会科学に重きをおく統合的な学際性と国際的視野が求められ
ている。そのための学際領域の基礎的知識の涵養がいまだ疎かにされている。
⑤ 評価の短期化に伴い｢課題発見｣の訓練が軽視され、知の体系的修得の余裕もない。そうしたなか、指導教
授から与えられた課題の解決だけでなく、優れた｢課題を設定する能力｣が求められるが、そのための技能
を開発する教育の場面が設定されていない。
⑥ ｢新興学問分野の素養｣を身に付けること ( 例 : 生物全般、生命科学、ビッグデータ科学、人工知能など ) が
必須の時代になっているが、そのための教育システムの開発が停滞している。
⑦ 社会の持続可能性に貢献が期待される｢日本社会の育んできた伝統的な自然観や文化的価値観｣を再検討
して教育システムに組み込むことが必要になるが、その取り組みがなお立ち遅れている。
こうした課題や問題を解決するには、大学教育 ( 内容･方法･意識 ) の抜本的な見直しと教員の意識変革が必要
となる。東北大学においては、育成する高邁な人物像 ( ディプロマ・ポリシー) は目標としてある程度は設定さ
れているにしても、そこへのアプローチは個々の教員の個人的な見解と裁量に委ねられており、結果的に統
合的な成果として現実化されていないのが現状である。
本プロジェクトは、大学に求められる｢教育｣そのものの研究を行うことによって、上記の課題の解決と実現
にはいかなる教育の場が、そして内容と質が必要か、また教員の意識を深めるにはどうしたら良いかなどの
諸点を中心的に究明し、その解決を図る。そして、最終的に｢東北大学方式｣と称しうる特色のある大学教育の
理念を提示し、公正で、持続可能で、心豊かな社会をつくる気概をもつ人を育てる大学教育・教育システムの
実装化を提言する。
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心豊かな社会を支える、
社会と人に責任ある科学の
あるべき姿
平成 29 年（2017年）6月12日推進会議
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学院重点化、大学法人化などの制度改革は大学の弱体化を招いた。その原因のひとつ

E

は、改革を通じて、極めて多様な役割を果たすことが個々の研究者に求められる一方、
研究者が科学の意義について反省したり、あるべき科学および技術の姿を考え、相互

に議論したりすることの重要性を省みなくなったことにある。この問題を解決するには、科学お

F

よび研究者の本来的責任を明確化した上で、研究者がその本来的責任を果たすことに専念できる
研究組織や、研究評価法を含めた研究環境のあり方を見つけ出す必要がある。

人間理解をもちたい、思考可能性を拡張したいという自然な欲求をもつ。この欲求は科学的探究
心や批判的思考力を育み、その欲求が充足されると自尊心が満たされる。研究者は、このような
人々からの付託を受けて知識を集積し、人類が将来にわたって知識を利用できるように保管・公
開する役割を果たす。
このような人類全体に対する貢献に加えて、科学には、その活動を支援している社会に対して公
共財としての知識を提供し、貢献することが求められる。科学の公共性を確保するために、科学

社会の枢要に資する大学

科学は人類全体と社会にある意味で異なる仕方で貢献する。人間は自然現象を説明したい、深い

G

および研究者は二つの社会的役割を果たすべきである。第一に、研究者は知識を生産し、公開す
るとともに、研究成果を査読者として評価し、質保証がなされた研究成果のみを公開する責任を
もつ。第二に、研究者は将来世代の研究者を育てることで研究体制を維持し、研究手法を身につ
けた人材を社会に送り出すことで、知識の社会的利用可能性を確保する責任をもつ。公共財とし
ての知識は社会の生産活動を押し上げ、社会的諸問題を解決するために役立つ。
本プロジェクトでは、この公益のための知識が生産され、人材が育成されるシステムが、いかな
る理念に従って、どのように組織され、評価されるべきかを明らかにする。これによって科学お
よび研究者が本来的役割を果たすことが可能となるような制度改革を進めるための方針を見つけ
出す。そのため、研究大学である東北大学に多く蓄積している日本の学術政策に特徴的な問題に
関する経験的知見に基づき、知識生産・評価システムの概念的モデルを作り、現在、日本で実施
中の大学改革の問題点を明らかにし、改善策を立案する。
本プロジェクトによって、大学の機能強化に向けて制度改革を進めるべき方針を明らかにするこ
とで、社会の知識基盤を強固にする。
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人類社会の将来のための
新たな理念の法学・政治学的定立
平成 29 年（2017年）5月24日推進会議

E

F

現

理念決定

代日本をとりまく国際社会は、アメリカの主導的地位の相対的低下と民族紛争の激化※1、経済のグロー
バル化にともなう中進国の罠、貧富の格差、少子高齢化と個人のアトム化※2、といった複雑かつ不確
実な問題群に直面している。こうした現代社会の問題群を的確に把握し、解決のための選択肢を提示

するためには、とりわけ、法学・政治学の分野からの総合的なアプローチが不可欠である。すなわち、家族、地域社会、
国家※3、そして国際社会にいたるまで、人間が他者との共同生活を営む諸条件と諸課題を、法学・政治学的に的確
に把握し、課題解決のための法制度と公共政策を総合的に立案することこそ、法学と政治学に期待される研究の到

G

達目標である。

社会の枢要に資する大学

近代社会の基本理念※4 は、個人の尊厳、主権国家の自律、国家間秩序の確立に集約できる。これに対し、今日の国
際社会の状況では、個人の孤立化と脆弱化、グローバリズムによる国家的枠組の相対化、国家間ではなく価値観の
相違から生ずる文明の衝突といった点において、近代社会の理念の成立条件そのものがゆらいでいる。こうした状
況下において、人類社会の将来に向けて掲げるべき理念とは、①個人の精神的物質的存立基盤の確立、②国際社会に
おける個人の多様な価値の承認、③主体的個人からなる自律的共同社会の確立、④世界全体として多様な個人と多
様な共同社会を包摂する開かれた社会の形成といった、いずれも一個の人間の位置づけをめぐる議論を中心軸に展
開されることになろう。すなわち、本プロジェクトの掲げる統制的理念は、一人ひとりの人間が、国際社会のなかで、
精神的物質的な豊かさを享受できるようになるという意味での、
「ユニヴァーサル・プロスペリティ」である。
西欧の学問的伝統においては、近世啓蒙主義に始まり、近代社会科学が確立した 19 世紀末以来、広義の未来学が、
常に将来社会の進むべきヴィジョンを提示してきた※5。他方、これまでの日本の法学・政治学は、社会の高度化と
国際化に対応して、専門分野の細分化と高度化※6 が進行する一方で、現代社会の全体像の混迷と混乱については、
適切に対処できないままできた。東北大学は、法学研究科が中心となり※7、包括的な課題解決のための政策立案と
いう研究目標を達成するために、人間論、家族論、地域社会論、法治論、企業論、国際社会論、東アジア論、米州論、
欧州論の九つの課題領域を設定したうえで、これらの課題領域における個別の研究成果を総合することによって、
人類社会の将来にわたるグランド・ヴィジョンを提示し、社会に発信する。

※1アメリカ的理念による指導力（ヘゲモニー）の低下がイスラム原理主義との文明の衝突を惹き起こしている事態を指す；参照：I. ブレマー『G ゼロ後の世界』日
本経済新聞社 2012；I. ブレマー『文明の衝突』
集英社 1998.
※2 経済のグローバル化にともない、貧富の格差の拡大と少子化が進行し、巨大都市の繁栄が地方の衰退を招き、BRICS などの中進国における経済成長と環境・
福祉との不整合といった広義の成長の限界を露呈している；参照：水野紀子編『社会法制・家族法制における国家の介入』有斐閣 2013；増田寛也編著『地
方消滅』
中公新書 2014；Th. フリードマン『フラット化する世界』
上下、日本経済新聞社 2008；D.H. メドウズほか著『成長の限界』
ダイヤモンド社 1972.
※3「国家」という概念は、権力に着目すれば政府と同義の概念として理解することができるが、むしろここでは、部分社会に対する全体社会という意味を含め、
市民社会としての包括的な人間の共同生活を形作る統一体という広い意味で用いることとする。
※4 近代の基本理念は、I. カント『永遠平和のために』における啓蒙主義の統制的理念（regulative Idee）に示されている。すなわち、カントは、
「永遠平和
（Der ewigeFriede）
」を中心概念として、人間の個人としての尊厳、自由平等な個人からなる国民国家の形成、国際法による国家間の平和を、来るべき人
類社会の理想として掲げた。
※5 広義の未来学に属するものとして、上記註 1 〜 2 で取り上げた I. ブレマー、I. ブレマー、Th. フリードマン、D.H. メドウズのほか、現代の道徳的見地からの評
価は様々であるものの、O. シュペングラー『西洋の没落』
、A.J.トインビー『歴史の研究』、A.トフラー『第三の波』
などを取り上げることができる。
※6 ここでの専門分化と高度化にあたる重要な領域として、法学・政治学のなかでは、金融商品取引法、倒産法、税法、競争法、知財法、また、ゲーム理論、計
量政治過程分析などの分野をとりあげることができる。
※7 本プロジェクトを担当する東北大学法学部・法学研究科は、
「研究第一主義」
「実学尊重」に定位し、
「理論と実務の架橋」を理念として掲げ、小田滋・国際司
法裁判所長官、藤田宙靖・最高裁判事、尾崎久仁子・国際刑事裁判所副長官ら、世界最高水準の研究者を輩出してきた。本研究科のスタッフを中心とした
プログラム担当者も、世界的水準の第一線の研究者である。しかも、法学研究科は、研究大学院のほか、法科大学院と公共政策大学院の二つの専門職大
学院を擁するので、本プロジェクトの研究成果は、大学内での研究のみならず、法曹実務家や中央・地方政府官僚ら修了生による法務・政策実務を通じて、
即効的かつ直接的に、社会に還元することができる。
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代社会はグローバル化の影響を免れることはできず、市場経済も例外ではない。グローバル

E

化した市場経済は、高度な効率性の実現など正の側面を有している反面、技術変化 ( 情報通
信技術の進展など )、産業構造の変動 ( サービス産業化 )、少子化と相俟って、所得・資産格差

を拡大させる負の因子も孕んでいる※1。所得の一律な平等 (｢結果の平等｣) は勤労意欲を損なうが、他方、

F

過度な不平等も勤労意欲を削ぎ政治的不安定を生む。さらに｢貧困の連鎖｣に典型的に見られるように、
親世代の所得の不平等は子世代の教育達成や職業達成の｢機会の不平等｣に繋がり、社会全般の流動性を
喪失させる。このように格差拡大に伴う社会問題が今日様々に生じつつある。

海外共同研究の実績をもとに、社会学・経済学・政治哲学を融合させ、社会的に容認可能な｢結果の不平
等｣について新しい包括的な視野から検討するとともに、人間の尊厳が保持される社会、そして機会の平
等が保障される社会の実現を目指す※2。
まず第 1 に、少子化が進行する中で経済成長過程が格差を生み出すメカニズムを技術変化の影響に着目
しながら解明する。この格差生成メカニズムは、成長と格差を独立に分析してきた従来の理論では十全
に解明できない。特に技術変化が、産業構造や就業構造、さらには人々のキャリア形成に及ぼす影響に注
目し、こうした動態が相俟ってさらなる格差拡大に繋がっていく過程を新たに解明する。

社会の枢要に資する大学

東北大学は、これらの問題に対し、文部科学省グローバル COE プログラムや本学｢知のフォーラム｣での

G

その上で第 2 に、社会的に容認されえない格差を是正する方策を次の 2 つの側面から検討する。
(1) ｢社会的に容認されえない｣｢社会的に容認されうる｣とはいかなることかを公正性※3 の視点から明ら
かにする。
(2) いままで各学問分野が個々に検討してきた方策を統一的な視座から再検討し整合的な方策群を提言
する。
第 3 に、問題の根源に立ち戻り、技術変化の方向性の再検討、人々の連帯と公共性の再構築、持続可能で
融和的な共生社会の可能性の探究※4 など、21 世紀型社会のグランドデザインを構想し社会に提言する。
本研究を通じ、人々が自らの能力を最大限に発揮できる公正な社会実現のための見取り図を論文・著書・
メディア等を通じて社会に周知する。
※1 たとえば、
｢平成 24 年版厚生労働白書−社会保障を考える−｣によれば、我が国の相対的貧困率は先進国では米国に次いで 2 番目であ
る。
※2 より具体的には、社会的に容認可能な｢結果の不平等｣には 2 つの意味がある：①すべての人々が人間としての尊厳を保った生活を送れ
る状態と②次世代において機会の平等が保障される状態である。
※3 公正性の視点には、①人間の尊厳と関わる正義 (justice) を探究する哲学的潮流と、②資源分配の公正 (fairness) を研究対象とする社会心
理学的潮流がある。①哲学的潮流における現代の代表者の一人にはアマルティア・センがおり、彼の｢ケイパビリティ｣概念に着目すれば、
個々人の可能性を実現する資源分配の在り方が重要な研究対象となる。それは人間の尊厳を保つことのできる社会と機会の平等を実現
する方策にも繋がる。一方、②社会心理学的潮流では、人々が公正と判断する社会的資源 ( 金銭や権力など ) の分配原理が研究対象とな
る。
※4 持続可能で融和的な共生社会の在り方を探求するためのモデル・ケースとして東北地方の社会が想定できる。
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