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

東北大学
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「社会にインパクトある研究」の全体理念

社会にインパクトある研究推進室長の挨拶

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

社会課題の解決を目指した東北大学の新たな研究

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

「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

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。

刻な課題の解決に取り組む東北大学の研究拠点です。2015 年に、金井浩副学長（当時）

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

のリーダーシップの下に準備が開始されました。最大の特長は、組織的にかつ長期的に

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

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にしていることにあります。

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

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7 つのテーマ（「持続可能環境の実現」、
「健康長寿社会の実現」、
「安
全安心の実現」、
「世界から敬愛される国づくり」、
「しなやかで心豊かな未来の創造」、
「生
命と宇宙が拓く交感する未来へ」、
「社会の枢要に資する大学」）を掲げました。その上で、
それぞれのテーマに分類される社会課題の解決に向けて、全学から部局の壁を越えて研
究者を集結して30 のプロジェクトを立ち上げました。

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。
「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

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で、

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。

どのような解決のシナリオに沿って推進するのか、30 年後までの研究のマイルストーンを
もまとめています。今後は、研究機関、産業界、政府・自治体等との連携を図り、プロジェ
クトを推進していきます。

研究のテーマとプロジェクト一覧

私は本年 4 月より社会連携および震災復興推進を担当することとなり、これまでの「震
災復興推進プロジェクト」に加えて、
「社会にインパクトある研究」の推進も担うことになり
ました。東北大学は 2017 年 6 月に我が国最初の指定国立大学法人の一つとして指定さ
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れたことを受けて、現在、
「創造と変革を先導する大学」への進化を図るための教育、研
究および社会連携活動を強化しています。社会変革のためには、社会課題解決のための
新しい価値創造とイノベーション創出が不可欠です。東日本大震災の被災経験とその後
の復興プロジェクトによって醸成された「社会と共にある大学」というアイデンティティを
大切にしながら、
「震災復興推進プロジェクト」および「社会にインパクトある研究」を社会
との協働によって推進してまいります。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
2018 年 9 月
東北大学 理事・副学長（社会連携・震災復興推進担当）

原 信義

D5 ものづくり

G4 公正社会へ

東北大学における
「持続可能な社会」の実現に向けた取組の発展（東北大学版SDGs活動）
「社会にインパクトある研究」で SDGs に貢献

「東北大学版 SDGs 活動」の推進・発展により、
持続可能な人類社会の創造に貢献

「社会にインパクトある研究」は、人類が持続的な世界を構築するために必要となる課題を整理し、東北大学の
研究の伝統と強みを活かして構成した分野融合・学際研究プロジェクト群です。持続可能性を資源や環境の側面か
らだけでなく、経済や社会の側面からも総合的に捕らえた課題が設定されていることから、国連の「持続可能な開

2030

（2015 年 9 月採択）が掲げる「持続可能な開発のための目標（SDGs）」の 17 の目標
発のための 2030 アジェンダ」
と 169 のターゲットと共通する内容も多く、したがって SDGs の達成にも貢献することができます。
東北大学における「持続可能な社会の実現」に向けた独自の組織的な取組み（東北大学版 SDGs 活動）の原点
は、2011 年 3 月に発生した東日本大震災にありました。東北の復興と日本の新生を先導するため、発災の１ヶ月
後に全学組織「災害復興新生研究機構」を設置し、その下で８つの重点プロジェクトをスタートさせました。これら
は「安心・安全で持続可能な社会の構築」を目指す取組みでした。
歴史的巨大災害の被災経験と復興プロジェクトを通じて、本学の構成員には「社会と共にある大学」というアイデ
ンティティが醸成され、このことが 2015 年 7 月に「社会にインパクトある研究」を開始し、東北大学版 SDGs 活動
が「持続可能で心豊かな社会の創造」を目指すものへと発展する力となりました。
指定国立大学法人に指定された東北大学は、
「社会との連携～社会創造・震災復興」を重要課題の一つとして掲

「東北大学版 SDGs 活動」の発展

2017.11

「第１回世界防災フォーラム」への参画

げています。「東北大学復興アクション：8 大プロジェクト」と「社会にインパクトある研究」を両輪とする東北大学版

SDGs 活動を新たな社会連携の取組みとして位置づけ、国内外の広範なパートナーの協力の下に積極的に推進し、
国連の SDGs の達成にも貢献していきます。

2015.9

国連で持続可能な開発目標 SDGs
（Sustainable Development Goals）
17 の目標を採択

③東北大学版 SDGs 活動の推進
社会連携としての位置づけ

2017.6

「指定国立大学法人」に指定

2015.3

2017

「第３回国連世界防災会議」への参画

2011.11

「国連アカデミック・インパクト」へ参加
原則 9（持続可能性の推進）支持を表明

2015

東日本大震災発生

（社会の発展に貢献する様々な分野を包含）
再生可能エネルギー
伝染病対策
子供の教育

省エネ技術

海洋資源保護

貧困、環境汚染、紛争に対する対応
（ヒューマン・セキュリティ）
地球環境変動
その他、多数分野

●復興・新生に向けた重点研究の推進と社会実装
→
「復興アクション」

②東北大学版 SDGs 活動の展開
持続可能で心豊かな社会の創造

2015.7

森林保護
男女共同参画

●重 要な社 会 課 題 の 解 決を目 的とした 分 野 横 断・
学際研究の展開
→
「社会にインパクトある研究」

創造と変革を先導する大学への進化

2011.3.11

東北大学の教育・研究基盤

※「指定国立大学法人構想調書」の「社会連携」に記載の要点

2011

①東北大学版 SDGs 活動の原点
安心・安全で持続可能な社会の構築

2011.4

災害復興新生研究機構設置
●機構コミットメント型８大プロジェクト
●復興アクション 100＋ を推進

復興・新生の先導

「社会にインパクトある研究」開始
●７つのテーマ、30 プロジェクトを推進

社会課題解決・豊かな未来の創造

プロジェクト
ロゴ

テーマ名／概要

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。

プロジェクト名
番号／短縮名 プロジェクトリーダーおよび主担当者

新しい価値観に根差した持続可能な社会の実現

A0 環境価値学

吉岡敏明 ( 環境 )

地球温暖化の緩和と適応への貢献

A1 地球温暖化

エネルギーの新しい価値観創造と展開

A3 エネルギー

吉岡敏明・土屋範芳(環境)、丸田薫(流体)、折茂慎一(金研)

資源が循環する社会の創造

早坂忠裕・須賀利雄 ( 理学 )、吉岡敏明 ( 環境 )

A4 資源循環

杉本諭・長坂徹也・吉見享祐 ( 工学 )

自然資本の利用による心豊かな社会の創造

A2 自然共生

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。

占部城太郎 ( 生命 )、香坂玲・吉岡敏明 ( 環境 )

自律的に心身恒常性維持を図る調和型健康社会の実現

B1 恒常性維持

永富良一・出江紳一 ( 医工学 )、末永智一 ( 環境 )

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

B2 個別化医療

八重樫伸生・石岡千加史(大学病院)、下川宏明(医学)、佐々木啓一(歯学)

口から発信する健康づくり

B4 口から健康

佐々木啓一・髙橋信博 ( 歯学 )、駒井三千夫 ( 農学 )

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

B5 人の医薬品

根東義則・平澤典保 ( 薬学 )、宮田敏男 ( 医学 )

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

B3 認知症ゼロ

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。

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。

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～

C1 実践防災学

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。

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。

今村文彦 ( 災害研 )

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～

C2 創未来インフラ

久田真 ( 工学 )、増田聡 ( 経済 )

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

D1 創造日本学

小野尚之(国際文化)、尾崎彰宏(文学)、荒武賢一朗(アジア)

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

D2 近隣国理解

高倉浩樹・岡洋樹 (アジア)

多角的視点に立脚した包括的な感染症リスク低減

C3 感染症超克

押谷仁・賀来満夫 ( 医学 )、佐野大輔 ( 環境 )

放射線に関するリスク理解の深化と災害時対応および廃棄物に関する基礎研究

C4 放射線安全社会

新堀雄一(工学)、田村裕和(理学)、細井義夫（医学）

心豊かにする未来の情報科学

D4 情報の未来

堀田龍也・窪俊一 ( 情報 )

優れたものづくり日本を活かす戦略と体制

D5 ものづくり

長坂徹也・本江正茂 ( 工学 )、厨川常元 ( 医工学 )

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～

D3 情報価値学
E.しなやかで心豊かな未来の創造

瀧靖之・川島隆太 ( 加齢研 )

塩入諭・鈴木陽一(通研)、行場次朗(文学)、中尾光之(情報)

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～

E1 心の豊かさ

直江清隆 ( 文学 )

少子高齢社会から心豊かな長寿社会へ

E2 長寿社会

吉田浩・秋田次郎・照井伸彦 ( 経済 )

生命の奇跡のプロセスに学ぶイノベーション

F1 生命の奇跡

東谷篤志 ( 生命 )、和田健彦 ( 多元研 )、大林茂 ( 流体研 )、加藤秀実 ( 金研 )

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

G0 大学の意義

金井浩 ( 工学 )、佐藤弘夫 ( 文学 )

持続可能で心豊かな社会創造に気概をもつ人の育成

G1 教育の本源

工藤与志文・八鍬友広(教育)、佐藤弘夫(文学)、田村裕和(理学)

社会と人に責任ある科学が心豊かな社会の実現のために果たすべき役割

G2 科学の社会的役割

原塑 ( 文学 )

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

E3 東北が光に

藤本雅彦・秋田次郎 ( 経済 )

東北から始まる「いのち」を育む農林水産・食品産業の構築

E4 新生食産業

牧野周・伊藤房雄・阿部敬悦 ( 農学 )

太陽系の激動を探り、宇宙に拡がる文明を拓く

F2 宇宙を拓く

大林茂 ( 流体研 )、笠羽康正・小原隆博 ( 理学 )

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

G3 人と法政治

樺島博志 ( 法学 )

グローバル化された市場経済での格差・諸課題への提言

G4 公正社会へ

佐藤嘉倫 ( 文学 )、守健二 ( 経済 )

国連 SDGsとの対応
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