研究エッセイ 玉川大学「全人的人間科学プログラム」 21世紀COEプログラム委員会の事後評価と今後の戦略

玉川大学「全人的人間科学プログラム」

世界のトップレベルに肩を並べる本学の脳研究を基盤に、人間の総合理解を目指し、

文系理系の各分野を横断する独自の研究は数々の業績をあげてきた。

この研究成果と21世紀COEプログラム委員会による事後評価について、
プロジェクトリーダーの塚田稔教授が語る。
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脳研究について語る筆者。本学主催のシ
ンポジウムや共同ワークショップで、研
究成果を発信している

人間の心と脳の役割
玉川大学「全人的人間科学プログラム」は、
二一世紀に必要とされる新しい教育と未来技
術の開拓に寄与するために、人間の心（情報
処理と情報創成）の原理の解明をめざした脳

研究を、学際的・有機的に行うとともに、若
手研究者を学際的に育成するための拠点形成
を目標に、二〇〇三年より五年間にわたり研
究と教育を実践してきた。
この研究プログラムでは、全体として人間
をより深く理解するという最終目標に向けて
統合的な研究を遂行してきた。具体的には、
㈠本学
 脳科学研究所における、脳機能に関す
る独創的かつ優れた研究の強化と促進。
学習
 、記憶、推論、意思決定に関わる脳内
神経ネットワークの機能を実験的ならび
に理論的に明らかにする。
㈡動物
 から人間まで、遺伝子・分子レベルか
ら神経システムレベルまで、科学的アプロ
ーチから人文学的アプローチまでを網羅
する比較・統合研究の共通基盤を打ち立て
る。
㈢われ
 われの統合的脳研究はバイオテクノロ
ジー、知能ロボット、その他の産業分野に
おける未来技術にブレイクスルーをもた
らすものである。
以上があげられる。
われわれの研究は、人間をトータルに理解

の関係、その創発過程についての科学的な
研究
●名詞および動詞のすばやい学習を可能とす

る幼児の語彙獲得バイアスの深い分析

以上を中心に多様な研究が行われ、全体と
して脳がいかなる経過をたどって言語能力や
問題解決能力を獲得していくのか、その過程
の解明を推進した。
病態脳研究グループ
統合失調症患者を対象に、神経回路の活動
を ＭＲＩで調査し、疾患のない人と比較す
るなど、認知機能と脳の活動を解明し、われ
われが心と呼び、通常は分割して議論するこ
との難しい対象について、哲学的方法を取り
入れ研究を行った。
これらの哲学、発達、病態の研究の総体と

研究に必要な問題定義と、その科学的な根拠

して深いレベルでの人間理解とその概念モデ
●機械的な生命観を超えた新しい生命システ

ムの考え方について

的な理解は本プロジェクトが目指した全人的

ルの提案を行い、さらにその脳メカニズムの
●認知・知覚・意識について

脳科学と哲学の相互理解のため、議論と研

人間科学を推進するうえで、その基盤となっ

の研究・教育プログラムを提供してきた。

よびポスドク研究者に対する体系的な脳科学

院博士課程コースを整備し、博士課程学生お

教育面では、脳科学を専攻する新しい大学
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を提示した。このような人間システムの全体
究を実施した。生命や心、意識を生み出し育

ている。



●乳幼児の言語の分節化能力と言語獲得能力

乳幼児発達研究グループ

関係について議論がなされた。

その脳が存在して相互作用を行う実世界との

てる媒体としての脳が、本来持つべき機能と、

心のしくみ研究部門

新しい産業技術

・ミツバチの行動解析グループ
・ミツバチの遺伝子解析グループ
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神経生理学的アプローチ
・生命観研究グループ
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学際的若手研究者の育成の
永続的拠点の形成
脳の高次情報処理研究部門

人間理解と教育
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・記憶／学習研究グループ
・神経計算論／工学応用研究グループ

学習・記憶・推論・発達の
情報表現と情報創成の原理
計算論的アプローチ

新しい人間観
工学系

学際的・有機的脳研究
生物の基礎情報処理研究部門

認知発達心理学的アプローチ
文科系

●脳科学研究所副所長

塚田 稔
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21世紀COEプログラム委員会の
事後評価と今後の戦略

研究エッセイ 玉川大学「全人的人間科学プログラム」 21世紀COEプログラム委員会の事後評価と今後の戦略

なるにはまだ障害が多々あるが、しっかりと
した中核技術基盤の形成に成功し、他大学の

昨秋、本プロジェクトに対する 世紀ＣＯ
Ｅプログラム委員会の事後評価結果が公表さ
＊１

世紀ＣＯＥプログラム委員会による

総括評価
設定された目的は十分に達成され、期待以
上の成果があった。
本プロジェクトは、脳と心の問題を中核に、
基礎的な脳科学、工学と文系の人間科学、教
育科学を融合する新しい拠点を形成する意図
で構想され、学長の指揮のもと、大学の手厚
い支援と関係者の強い意欲により、当初の予
想を大きく上回る成功を収めたものとして、
高く評価できる。
学問の面から見れば、分子生物学、システ
ム脳科学、理論脳科学の個別分野で著しい成
果を挙げ、その融合が進んだ。これは若手級
から指導者級までの優れた一連の人材のリク
ルートに成功したことによる。
また、心と教育の問題に関しては、
「赤ち
ゃんラボ」の構築、哲学者との対話など、活
動は積極的であった。しかし、脳科学と人間
科学の融合は始まったばかりであり、その足
掛かりを築いた努力は高く評価できるものの、
これからの課題としてさらなる発展を期待し
たい。
教育の面では、比較的小規模な大学である
こともあって、世界一流の大学院教育機関と

これからの戦略
しかし、評価コメントにもあるように、現
時点では脳科学と人間科学の融合は始まった
ばかりであり、その足掛かりを築いたとの認
識に立ち、今後の展開に向けて一層の努力が
必要である。
教育の面では、比較的小規模な大学である
こともあって、世界一流の大学院教育機関と
なるにはまだ規模の大きい大学と比較し多く
の弱点がある。大学院の学生の人数、予算規模、
研究の活性度などいくつかの問題点がある。
そこで、脳科学研究所を拠点にした今後の
戦略と展開を述べたいと思う。
❶玉川大学ではトップダウンとボトムアップ
の意思決定がきわめて迅速にできる利点があ

今後は 世紀ＣＯＥプログラムの成果に基

のとして、その活躍は高く評価できる。
国際交流、国際シンポジウム、サマースク
ールなど、国際的な活動にも瞠目すべきもの
がある。
貴学の自らの特色をここに活かそうという
積極性は高く評価できる。脳科学研究所の設
立など、大学の理解と支援をもとに基盤整備
をさらに進め、文系理系の壁を超えて人間を
理解するための人間科学を構築する研究教育
拠点の形成というユニークな目標を、今後も
さらに積極的に追究していただきたい。
このような評価結果を得たのもメンバーを
はじめ、大学を挙げての支援体制のもと、総
合大学として一致団結した結果である。
思えば、二〇数年前より人間自身の脳を理
系文系の学際的研究テーマとして取り上げ、
いち早くその必要性を理解し、大学の附置研
究施設として一九九六年に脳科学研究施設を
立ち上げ、二〇〇二年に開始したＣＯＥの進
展にともない、二〇〇七年に脳科学研究所を
設立。さらに今年四月、研究センター棟 （学
術研究所を併設）
を新設した小原哲郎名誉総長、

小原芳明学長を中心とする玉川大学の首脳陣
の決断に、心より感謝を申し上げたい。

理論と実験神経科学を融合して研究する、学
際分野の若手研究者の育成を行っている。最
新鋭の設備機器を導入し、国内外の若手研究

Research

者を集め、学際的研究を推進している。
ま た、 他 大 学 の 大 学 院 生 も

として多数参加している。このよ
Assistant
うな学際領域の開かれた研究体制をいっそう
促進させるために、グローバルＣＯＥの申請
をしている。
❹小さな規模の大学でも世界に発信できる情
報や思想があれば国内外の人材が集まってく
る。玉川から発信した国際ダイナミックブレ
イン・フォーラムや、報酬と意思決定に関す
る国際共同ワークショップ（カルフォルニア
工科大と共催）によって国際的共同研究が促

進された。

❷大学の研究には短期的ビジョンと長期的ビ

もありえなかったと思われる。

速な意思決定がなければ今回のＣＯＥの成果

れわれのプログラムについても一二年前の迅

ウンの意思決定が重要であると思われる。わ

究体制では学部の利害関係を超えたトップダ

新しい命題の理解と解決に向けて進化させる

ものではない。複数の分野の特長を統合し、

単に接合し、組み合わせただけで解決される

❸学際領域の人材育成は、従来の専門分野を

その価値をより高めるものと考える。

野でこのプログラムを持続させることこそ、

づき、グローバルＣＯＥを申請し、長期的視

以上がわれわれの戦略である。

成を試みる。

❺小粒でもピリリと辛い研究・教育拠点の形

北大学などとの交流をいっそう盛んにする。

科学総合研究所、東京大学、北海道大学、東

大学、昭和大学、理化学研究所、東京都神経

ジ大学、アメリカ国立衛生研究所、ボストン

今後もカルフォルニア工科大、ケンブリッ

ジョンとを融合した計画が重要である。われ

基盤を作らなければならない。それには、学

る。とくに、学部間にまたがる学際領域の研

われのプログラムは、二一世紀の脳科学の進

ある。
ＣＯＥの成果をもとに、計算理論や複雑系
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と人材育成が一体的に行われることが重要で

際領域に意欲的に取り組む研究者組織の構築
分 野 か ら 追 究 す る 全 人 的 研 究 ――
これは
「真・善・美・聖・健・富」という六つの価
値観を創造する全人教育の理念を統合した特
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世
 紀ＣＯＥプログラムの事後評価については、 http://
www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/11/07112107
をご覧ください。
/002.htm
＊２ グロ
 ーバルＣＯＥプログラム 「
― 世紀ＣＯＥプログラム」
の評価・検証を踏まえ、大学院の教育研究機能を一層充実・
強化し、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に
支援する事業

展にともなう時代の要請と、人間をあらゆる
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の脳科学の広がりと若手育成を支えてきたも

大学院生とポスドクを多く受け入れ、わが国
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れた。ここでその評価とコメントを紹介する。

有のプログラムとなっている。

ｆＭＲＩを使って脳の活動領域を調査
赤ちゃんラボ。子守唄と言語発達の関連を比較
4月1日にオープンした研究センター棟。脳科学
研究における最先端の研究設備が整った
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