
ボーダーとバリアを越えて

2015年の大学世界ランキングに、我々はショックを
受けた。大学ランキングの中でも、最も定評のあるタイ
ムズ社のランキングが、我が国の大学の順位を大きく下
げたのである。2014年には、23位であった東京大学（東
大）が 2016年には 43位になり、52位であった京都大
学（京大）は 88位となった。さらにアジアのランキン
グでも、ベストテンに入っているのは、東大のみ、それ
も 7位であった（京大は 11位）。上位は、シンガポール、
中国、香港の大学が占めた。

2015年、タイムズ・ランキングは、日本の大学が、
長期的凋

ちょうらく

落傾向にある理由として、次のように解説
した。

Research depends on the free movement of both 

ideas and people, and countries that adopt a more 

closed stance pay the price in the end. 

This is a prime cause of the substantial long-term 

declines in the global position of research in both 

Japan and Russia.

(研究は、アイデアと人々が自由に動けることに依存し

ている。そのことに積極的でない国は、最後にその代償を

払うことになるであろう。日本とロシアが長期的に世界

における地位を失っている最大の理由は、この点にある )。

正直、我々は、ここまで世界から厳しい目で見られ
ているとは思っていなかった。21世紀に入ってから
の自然科学系ノーベル賞受賞者は、アメリカに次いで
2位である。それなのに、世界におけるランキングは
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世界トップレベルの研究拠点を作る
－WPIプログラムの野心と成功－
プログラム・ディレクター　黒木 登志夫、宇川 彰

我が国の自然科学は、21世紀に入ってからのノーベル賞受賞者が世界 2位に達するなど、一見
順調に進展しているように見える。しかし、現実には、多くのボーダーとバリアが存在してい
るのも確かである。
WPIプログラムは、学問領域のボーダー、国のボーダー、大学と科学システムのバリアを乗り
越え、我が国に「国際的に開かれた、世界から見える (internationally opened, globally 
visible)」研究拠点を作ることをミッションとして、2007年度にスタートした。
プログラム開始から 10年を迎えた今、9つのWPI拠点はそれぞれの研究分野において、世界
をリードする研究拠点となった。WPI各拠点の仕事ぶりを紹介する前に、WPIプログラムの目的、
制度、歩み、そして将来への展望を概観することにしよう。
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落ち続けているのだ。なぜであろうか。
その理由の一つは、タイムズ・ランキングが指摘し

ているように、我が国の大学が、様々なボーダー、バ
リアを乗り越えられないでいることにあるのではなか
ろうか。タイムズ社は、図らずも、日本の大学の弱点
を鋭く突いてきたのだ。

WPIプログラムが克服しようとしたのは、まさに
この点である。融合研究、国際化、システム改革をミッ
ションに掲げ、学問のボーダー、国のボーダー、シス
テムのバリアを越えた研究拠点を立ち上げることであ
る。国際的に高く評価されるような研究組織を作るに
は、研究費をつぎ込むだけでは不十分なのだ。
ボーダーとバリアを乗り越えることにより、我が国

の科学は、将来に向かって力強く走り続けることがで
きるであろう。WPIの 10年の経験は、それが可能で
あることを示している。

WPIプログラムの目的

WPIプログラムは、ボーダーとバリアを越えて我が
国の研究を発展させることを目的にしている。発足時
（2007年度）の公募要領には、WPIプログラムの目
的について、次のように力強く記載されている。
「我が国の科学技術水準を向上させ、将来の発展の
原動力であるイノベーションを連続的に起こしていく
ためには、その出発点である我が国の基礎研究機能を
格段に高め、国際競争力を強化していく必要がある。
そのためには、世界トップレベルの研究拠点を、従来
の発想にとらわれることなく構築し、世界の頭脳が集
い、 優れた研究成果を生み出すとともに、優秀な人材
を育む『場』を我が国に作っていく必要がある。」
「このような観点から、高いレベルの研究者を中核
とした世界トップレベルの拠点形成を目指す構想に対
し集中的な支援を行い、システム改革の導入等の自主
的な取組を促すことにより、研究水準の一層の向上を
図るとともに、第一線の研究者が是非そこで研究した
いとして世界から多数集まってくるような優れた研究
環境と極めて高い研究水準を誇る『目に見える拠点』
の形成を目指す。」
実際、この野心的な目的に沿って、WPIプログラム

は進められてきた。それから 10年、WPI拠点は期待
に応える成果をあげることができた。

WPIプログラムの制度

1）野心的なWPIプログラム
WPIプログラムは、これまでの文部科学省（文科

省）の事業の中では最も野心的なものの一つであると
いってもよいであろう。その英語名World Premier 

International Research Center Initiativeが示すよう
に、日本に世界トップレベルの研究拠点を作ることを
目的にしている。WPIプログラムを立ち上げるに当
たっての政府内、関係者間の熱気ある討論の様子は、
井村裕夫前プログラム委員会委員長、生川浩史科学技
術・学術政策局計画官 (当時。現内閣府官房審議官 )

が本書に寄稿されている。
大学は、非常に民主的な組織である。研究者の考え

は尊重され、少数意見が大事にされる。それは、学問
が発展していくためには必要なことであるが、時には
それが改革の障害になり、大学が社会から取り残され
てしまいかねない。システムを変えていくためには、
それまでの教授会指導型、コンセンサス重視型の運営
から、志をもった強力なリーダーシップに任せなけれ
ばならないときがある。
しかし、このような研究環境を作るのは決して容易

ではない。まず、日本の閉鎖的な大学のシステムを変
えなければならない。研究者だけではなく、事務に携
わる人たちの考え方も変えなければならない。英語を
使って研究をし、外国人研究者を支援するようなシス
テムを立ち上げなければならない。
そのような ｢改革｣ のためには、大学内に ｢特区｣

のような区域を作るのも一つの方法である。「特区」の
経験を生かし、それを全学に広げていこうという考え
だ。WPIプログラムは、単に世界のトップとして誇れ
るような研究を行うだけではなく、それによって、我
が国の研究システムと大学の在り方を変えようという
目的も秘めていた。その意味で、WPIプログラムは、
野心的なプログラムであったといえるであろう。

2）WPIのミッション
WPIの「野心」（＝ミッション）は、次の 4つにま

とめることができる (図 1)。
1．世界トップレベルの研究
2．融合研究
3．国際化
4．システム改革

2

3
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この 4項目のミッションは、いわば、WPIプログ
ラムの旗印といってもよい。WPIを人々に説明すると
き、拠点を評価するときなど、あらゆる場面で強調さ
れてきた。実際、毎年のサイトビジット、そして中間
評価、延長審査、最終評価は、4項目のミッション一
つ一つについて行われている。WPIが目的通りの成果
をあげることができたのは、ミッションを明らかにし、
その実行を拠点側に求め、フォローアップの際の評価
指標としたことにあると自負している。これらの項目
のそれぞれについては、セッション 6-9（20-26ペー
ジ）に詳述する。

3）WPIの制度設計
前述の明確な理念を実現するため、WPIの制度は、

これまでの政策と異なり、野心的かつ挑戦的な制度と
なった。

WPI予算：世界的な研究拠点にするためには、それ
に見合うだけの大型予算が必要である。 2007年度
及び 2010年度に採択された 6拠点の補助額は 1拠
点あたり、年間 13-14億円。これまでにない大型の
予算である。2012年度に採択された 3拠点は、WPI 

Focusというコンセプトの下、先行する拠点形成事業
を引き継ぐと同時に、研究領域の焦点をしぼることに
より拠点あたりの補助額は、従来の拠点の半分（ある
いはそれ以下）となった。

WPIプログラム全体の総予算は、2016年度は
94.4億円である。

施設建設予算：WPI研究拠点には、補正予算によって
各拠点に 20億円の施設建設補助費が採択後に交付さ
れた。これにより、各拠点は、斬新な考えで建物を建
設し、一つ屋根の下（under one roof）で研究するこ

とが可能になった。それぞれの建物の写真は、拠点説
明ページに掲載されている。

研究費：WPI補助金は基本的に研究拠点を作り上げる
ための予算である。このため、WPI補助金は研究費
に使用することができない。実際、WPI補助金の約
60％は、研究者、ポスドク、研究支援者雇用などの
人件費に充てられている。例外的に認められている研
究費は、新しい研究者を雇用した際のスタートアップ
費用、WPIのミッションである融合研究を推進するた
めの予算などである。このため、WPI拠点の研究者は、
それぞれ外部資金の獲得によって研究を進めている。実
際、WPI拠点の外部資金の獲得実績は大きい。

WPI拠点は、公的研究資金以外の外部資金の獲得と
いう点でも注目されている。
・ IPMU（東大）は、主として数物系の基礎研究を
支援する Kavli財団（アメリカ）から基金を受け、
2012年以降、Kavli IPMUとなった。Kavliの冠名
がつくことにより、IPMUの国際認知度はさらに上
がった。

・ ELSI（東京工業大学（東工大））は、John Templeton

財団（アメリカ）から研究費を受け、国際的な共同
研究に活用している（2015年）。

・ IFReC（大阪大学）は、WPI補助金と同様に運用で
きる外部資金として、2017年度から中外製薬株式
会社と年 10億円、10年間の包括連携の契約を結
んだ。

これらの事例は、WPIが世界の研究コミュニティ
及び企業から高く評価されていることを示すものであ
る。日本の大学の中では例外的な存在である。

支援期間：世界トップレベルの研究拠点にするために
は、長期間にわたって安定して支援する必要がある。
このため、WPI は基本的に 10 年間を支援期間として
いる。10年の長期支援が保証されていたからこそ、従
来は不可能であったようなチャレンジングな研究が可
能になったといえる。
特に優れた研究拠点には、更に 5年間の延長も可能

であるとした。世界のリサーチ・エクセレンス・イニ
シアティブ（Research Excellence Initiative：REI。後
述、セッション 14）の中でも、10年＋ 5年という取
組は、他に例を見ない長期間の支援である。5年延長
のための審査については、20ページに記載した。

図 1　WPIの 4つのミッション
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研究対象：発足時の公募要領には、次のように記載さ
れている。
「世界トップレベルの研究者グループが存在する基
礎研究分野（基礎から応用への展開を目指す分野を含
む）で、原則として複数の分野にまたがる融合領域を
対象とする。」
応用よりも基礎研究に重点を置き、分野の融合を目

指すという点でも、WPIプログラムはユニークな REI

である。なお、2010年度の公募において、グリーン・
イノベーションが研究領域として指定され、応用研究
の観点から選考が行われた（18ページ）。

WPIは、原則として、応用研究、イノベーションを
直接の研究対象とはしていないが、結果として応用に
道を拓

ひら

き、産業界に貢献するような研究が生まれれば、
それを誇りに思い、歓迎している。実際、そのような
研究成果も輩出しており、セッションを改めて紹介す
る（セッション 12、27ページ）。

拠点長：WPIは、特に拠点長の人選を重要視してい
る。拠点を世界にアピールし、優秀な研究者を招へい
するためには、拠点長は国際的に ｢顔｣ の見える、実
績ある研究者でなければならない。
さらに、拠点長には研究と拠点運営について強力な

リーダーシップが求められている。このため、拠点長
の途中交代は、重要な事項としてプログラム委員会で
討論される。これまで AIMRと iCeMSの 2拠点で、
拠点長が途中交代している（18ページ）。

数値目標：国際的な世界トップレベルの研究拠点であ
るためには、層の厚い研究者構成が必須である（critical 

mass）。WPI拠点は、次のような数値目標が公募要領
に示されている。
・ 20名以上の世界トップレベルの主任研究者
 （Principal Investigator：PI）
・ PI 、若手研究者、ポスドクを含め、総計100名以上
の研究者

・ 研究者、事務及び研究支援者を含め総勢200名以上

ただし、2012年採択のWPI Focusでは、これらの
数値の約 1/2を目標値とした。
国際的な研究拠点であるためには、一定数以上の

外国籍（あるいは外国研究機関所属）の研究者の存
在が必須である。目標としては、次の数値を挙げて
いる。

・ PIの 20％以上が外国籍
・ 総研究者の 30％以上が外国籍
・ ポスドクは国際公募する

後述するように（23ページ）、これらの数値目標は、
ほとんどの拠点で達成している。

英語による運営 :国際的な研究拠点であることの一つ
の条件は、英語を拠点内の公用語とすることである。
プログラム委員会、サイトビジットなどの重要な会議
と、会議に提出される資料、報告書はすべて英語であ
る。拠点内の会議だけでなく、日常的な会話でも、も
し一人でも日本語が得意でない人がいたら、英語に切
り替えられる。大事なのは、国籍を問わず、拠点内の
すべての人に対して、言語によるバリアを越えた透明
性のある運営を行うことである。
このためには、研究者だけではなく、事務担当者を

含めたすべてのスタッフが英語に通じていなくてはな
らない。実際、WPIの 9拠点は、英語で問題なく運
用されている。これは、これまでの日本の大学にはな
かった取組である。英語の訓練を受けた事務職員の一
部は学内外へ転出し、その経験を広めている。

ホスト機関による持続維持：WPIでもっとも特徴的な
ことの一つは、ホスト機関が自らの努力により、政府
による支援終了後もWPI拠点を持続維持する責任を
明確にしたことである。公募要領には、次のように書
かれている。
「ホスト機関は、当該拠点をホスト機関の中長期的
な計画上に明確に位置づけた上で機関を挙げて全面的
な支援を行う。」・・・・「「拠点構想」は、当該補助金
による取組だけでなく、拠点、ホスト機関及び連携機
関の独自の取組や実施期間終了後の取組を含めた、総
合的かつ長期的な構想として策定することとする。」
これは、それまでの拠点形成型の研究推進事業が、

終了後、形の上ではほとんど何も残らなかったという
反省による。
ホスト機関による支援と持続維持については、毎

年度のプログラム委員会において、ホスト機関長に
くり返し確認した。事実、2016年度でWPIプログ
ラムによる予算的支援が終了する 4拠点のホスト機
関は、いずれも数億円規模の自己資金により、施設
維持費、スタッフ人件費などを保証し、拠点を維持
することを約束している。

13   



4）WPIのフォローアップ体制
WPIは、これまでにないような強力なフォローアッ

プ体制をとっている。フォローアップ体制がしっかり
していたからこそ、WPI拠点は、世界的な科学的成
果をあげ、そのミッションを遂行することができたと
いってもよいであろう。
フォローアップは、次の 4層の委員による 2段階

の審査会議によって行われている。

4層の委員：
・ プログラム委員 (右欄参照 )

・ プログラム・ディレクター
 （Program Director：PD）(16ページ参照 )

・ プログラム・オフィサー
 （Program Of�cer：PO。正式には「拠点作業部会
主査」）(16 ページ参照 )

・ ワーキンググループ委員
 （Working Group：WG。正式には「拠点作業部会」）

(16ページ参照 )

2段階の審査会議：
・プログラム委員会
・サイトビジット (site visit。拠点訪問調査 )

プログラム委員：プログラム委員会は、WPI制度を検
討し、拠点を選考し、評価する。発足時のプログラム
委員会は、科学技術政策に優れた見識を有する 15名
の委員で構成され、アメリカ、イギリス、フランス、
シンガポールから 6名が外国人委員として参加した。
初代委員長には井村裕夫博士（元京大総長）が就任した。

2016年度からは、野依良治博士（現国立研究開発法
人科学技術振興機構（JST）・研究開発戦略センター長）
が委員長に就任している。2016年度からは、一部の
委員が交代し、19名（うち外国人委員は 7名）となった。
プログラム委員会は、年に 1回開催され、拠点の評

価を行う。ホスト機関長及び拠点長の発表の後、拠点
担当の POがサイトビジット（次項）の報告を行う。新
規拠点を公募する年度には、その選考を行う。開催期
間は通常 2日間である。さらに、年に 1-2回、国内委
員によるプログラム委員会を開催し、問題点を討論し
ている (図 2) 。

サイトビジット：各拠点は、年 1回のサイトビジット

■2007年度～2015年度の間に就任いただいた委員

■2016年度に就任いただいている委員

世界のリーダーを集めた
WPI国際プログラム委員会

宮原 秀夫
Dr. Hideo MIYAHARA
元独立行政法人情報通信研究機構
理事長
大阪大学名誉教授・元総長
専門分野：情報分野
2012年度

ロバート・アイマー
Dr. Robert AYMAR
（フランス）
原子力庁（CEA）上級顧問
元欧州合同原子核研究所（CERN）所長
専門分野：プラズマ物理学
2007年度 -2015年度

マシュー・メイソン
Dr. Matthew T. MASON
（米国）
カーネギーメロン大学
ロボティクス研究所教授
専門分野：ロボット工学
2007年度 -2014年度

竹市 雅俊
Dr. Masatoshi TAKEICHI
独立行政法人理化学研究所　
発生・再生科学総合研究センター　
センター長
専門分野：ライフサイエンス分野
（発生生物学、細胞生物学）
2012年度 -2014年度

末松 安晴
Dr. Yasuharu SUEMATSU
東京工業大学栄誉教授・元学長
元大学共同利用機関法人情報・シス
テム研究機構国立情報学研究所長
専門分野：情報分野（光通信工学）
2007年度 -2011年度

原山 優子
Dr. Yuko HARAYAMA
経済協力開発機構（OECD）
科学技術産業局次長
専門分野：科学技術
イノベーション政策分析
2012年度

木村 孟
Dr. Tsutomu KIMURA
独立行政法人大学評価・学位授与
機構顧問
東京都教育委員会委員長
元東京工業大学長
専門分野：地盤工学、土質工学
2008年度 -2015年度

イアン・ハリデイ
Prof. Ian G. HALLIDAY
（英国）
エディンバラ大学名誉教授
元欧州科学財団（ESF）総裁
専門分野：理論素粒子物理学
2007年度 -2015年度

井村 裕夫（前委員長）
Dr. Hiroo IMURA
京都大学名誉教授・元総長
元総合科学技術会議議員
専門分野：ライフサイエンス分野（内分泌学）
2007年度 -2015年度

戸塚 洋二
Dr. Yoji TOTSUKA
独立行政法人日本学術振興会　
学術システム研究センター所長
元高エネルギー加速器研究機構長
専門分野：高エネルギー物理学
2007年度 -2008年度

小林 陽太郎
Mr. Yotaro KOBAYASHI
富士ゼロックス株式会社　
元代表取締役会長
同社相談役最高顧問
元経済同友会代表幹事
産業界出身者
2007年度 -2011年度

飯吉 厚夫
Dr. Atsuo IIYOSHI
学校法人中部大学理事長・総長
元核融合科学研究所長
専門分野：プラズマ理工学、
核融合科学
2007年度 -2011年度

ジャン・ジン-ジュスタン
Dr. Jean ZINN-JUSTIN
（フランス）
フランス宇宙基礎科学研究所
学術顧問
専門分野：理論物理学
2016年度 -

チュアン・ポー・リム
Dr. Chuan Poh LIM
（シンガポール）
シンガポール科学技術研究庁長官
専門分野：数学
2007年度 -

リチャード・ダッシャー
Dr. Richard B. DASHER
（米国）
スタンフォード大学特任教授
専門分野：言語学
2007年度 -

永井 良三
Dr. Ryozo NAGAI
自治医科大学学長
元東京大学医学部附属病院病院長
専門分野：内科学
2014年度 -

松本 紘
Dr. Hiroshi MATSUMOTO
国立研究開発法人理化学研究所　
理事長
元京都大学総長
専門分野：宇宙科学、宇宙電波工学
2016年度 -

濵口 道成
Dr. Michinari HAMAGUCHI
国立研究開発法人科学技術振興機構
理事長
元名古屋大学総長
専門分野：腫瘍生物学・生化学、
細胞生物学
2016年度 -

中村 道治
Dr. Michiharu NAKAMURA
国立研究開発法人科学技術振興機構　
顧問 特別主監
元独立行政法人科学技術振興機構理事長
元日立製作所株式会社副社長
産業界出身者
専門分野：材料分野
2012年度 -

リタ・コーウェル
Dr. Rita COLWELL
（米国）
メリーランド大学名誉教授
元米国国立科学財団（NSF）長官
専門分野：微生物学
2007年度 -

鈴木 典比古
Dr. Norihiko SUZUKI
公立大学法人国際教養大学 
理事長・学長
専門分野：国際経営論
2016年度 -

ビクター・ヨセフ・ザウ
Dr. Victor Joseph DZAU
（米国）
米国医学研究所所長
専門分野：分子医科学
2016年度 -

小林 誠
Dr. Makoto KOBAYASHI
大学共同利用機関法人高エネルギー
加速器研究機構特別栄誉教授
ノーベル物理学賞受賞（2008）
専門分野：素粒子理論
2008年度 -

川合 眞紀
Dr. Maki KAWAI
大学共同利用機関法人自然科学
研究機構分子科学研究所長
元独立行政法人理化学研究所理事
専門分野：表面科学、物理化学
2016年度 -

クラウス・フォン・クリッツィング
Dr. Klaus von KLITZING
（ドイツ）
マックス・プランク研究所部局長
ノーベル物理学賞受賞（1985）
専門分野：半導体物理学
2016年度 -

ハリエット・ウオルバーグ
Dr. Harriet WALLBERG
（スウェーデン）
元カロリンスカ大学学長
専門分野：生理学
2016年度 -

黒川 清
Dr. Kiyoshi KUROKAWA
政策研究大学院大学客員教授
元日本学術会議会長
元内閣特別顧問
専門分野：内科学
2007年度 -

野依 良治（委員長）
Dr. Ryoji NOYORI
国立研究開発法人科学技術振興機構 
研究開発戦略センター長
元独立行政法人理化学研究所理事長
ノーベル化学賞受賞（2001）
専門分野：有機化学
2007年度 -

大垣 眞一郎
Dr. Shinichiro OHGAKI
公益財団法人水道技術研究センター理事長
元独立行政法人国立環境研究所理事長
元東京大学工学系研究科長・工学部長
専門分野：環境エネルギー分野（環境工学）
2012年度 -

石田 寛人
Prof. Hiroto ISHIDA
金沢学院大学名誉学長
元科学技術事務次官
元駐チェコ大使
科学技術庁出身者
2007年度 -

生駒 俊明
Dr. Toshiaki IKOMA
キヤノン株式会社特別顧問
産業界出身者
専門分野：半導体エレクトロニクス
2007年度 -

毎年委員会を開催し、WPIプログラムの方針と実施、新規拠点の選考、進行拠点の評価を行う。 
2017年度からはWPIアカデミーの評価も担当する。

プログラム委員一覧・歴代プログラム委員

※2007年度～ 2015年度の間に就任いただいた委員の役職名は当時の役職です
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を受ける（設立 6年目、9年目を除く）(図 3)。サイ
トビジット・チームは、PD、PO、WG、文科省、日
本学術振興会（学振）の関係者によって構成される。
プログラム委員もオブザーバーとして参加できる。
サイトビジットは、2日間にわたる。1日目には、

ホスト機関長と拠点長の報告につづいて、PIの報告、
若手研究者のポスター発表などが行われる。2日目に
は、施設見学、将来計画及び全体討論が行われる。使
用言語は、プログラム委員会、サイトビジットともに、
すべて英語である。
評価の視点は、後述するように（セッション 5）、

4つのWPI拠点ミッションの実行である。なかでも、
科学の水準が最重要項目である。PD、PO、WG委員

のコメント（1日目夜に作成）を基に POがサイトビ
ジット・レポート（英文 3ページ）をまとめ、プログ
ラム委員会に提出する。

PD：WPIの一つの特徴は、PD、PO制度を導入し、
実際に運営の中心として機能したことであろう。

PDには、2008年から黒木登志夫博士（当時岐阜
大学学長、現日本学術振興会学術システム研究セン
ター顧問）が就任した。2013年には、宇川彰博士（当
時筑波大学 (筑波大 )副学長・理事、現理化学研究所
計算科学研究機構副機構長）が、PD代理として着任
した。

PDは、文科省及びプログラム委員会と拠点間のイ

PD
黒木 登志夫 （2007年度 -）

日本学術振興会
学術システム研究センター顧問
元岐阜大学学長
東京大学名誉教授
専門分野：細胞生物学

PD代理
宇川 彰 （2013年度 -）

理化学研究所
計算科学研究機構副機構長
元筑波大学副学長・理事
（企画評価・情報担当）
専門分野：素粒子物理学

PO貝淵 弘三
（2012年度 -）
名古屋大学医学系研究科教授
専門分野：細胞生物学

PO観山 正見
（2012年度 -）
広島大学学長室特任教授
元国立天文台台長 
専門分野： 理論天文学

PO吉田 稔
（2015年7月-）
理化学研究所主任研究員
専門分野：化学遺伝学

歴代PO 福田 裕穂
（2012年度 -2015年6月）
東京大学大学院理学系研究科教授
専門分野： 植物生理学・
植物細胞生物学

青山 安宏
西村 いくこ
菅 裕明

Wilhelm Gruissem
Jonathan L. Sessler
Ben Shen

吉田 稔

山本 智
川上 紳一　

長谷部 光泰
Edwin Turner

Antonio Lazcano
George D. Cody

PO齋藤 軍治
（2007年度 -）
名城大学農学部教授
専門分野：機能性有機分子
物質の開発

青柳 克信
石黒 武彦

松永 是
吉田 博

David L. Allara
Klaus von Klitzing

内匠 透
尾崎 紀夫

大隅 典子
Richard Neubig

Thomas Kilduff
Emmanuel Mignot

プログラム・ディレクター（PD） 1名と
プログラム・オフィサー（PO)
（各拠点に対し1名＝計9名）が置かれている。
2013年度からはPD代理（１名）が追加された。

各拠点を担当するPOを主査として、当該拠点が
対象とする分野の専門家5～ 6名程度で構成さ
れるワーキンググループ（WG)をプログラム委員
会の下に設置している。WG委員のうち、原則とし
て半数程度は外国人が選ばれている。 

PO三田 一郎
（2007年度 -）
神奈川大学工学部教授
名古屋大学名誉教授
専門分野：素粒子物理学、
宇宙物理、光学赤外線天文学、
相対論・重力、可積分系

中島 啓
細谷 裕
三輪 哲二

Matthias Staudacher
Ian Shipsey
Anthony Tyson

広中 平祐
川合 光
John Peacock
Tuneyoshi Kamae 

PO堂免 一成
（2014年11月-）
東京大学大学院工学系研究科
教授
専門分野：触媒化学、
エネルギー変換型光触媒

歴代PO 笠木 伸英
（2010年度 -2014年10月）
科学技術振興機構研究開発
戦略センター上席フェロー
専門分野：エネルギーシステ
ム工学

江口 浩一
平井 秀一郎
鹿園 直毅

Ellen Ivers-Tiffée
Dimos Poulikakos
David L. Greene

PO笹月 健彦
（2007年度 -）
九州大学高等研究院特別主幹
教授
元国立国際医療センター総長
専門分野：免疫遺伝学

清野 宏
山本 一彦

Günter J. Hämmerling
Hisataka Kobayashi
Philippe Kourilsky

小安 重夫
松島 綱治
河西 春郎

湊 長博
Diane Mathis

PO長田 義仁
（2007年度 -）
理化学研究所客員主管研究
員
元北海道大学理事・副学長
専門分野：高分子化学、
生体関連化学、高分子材料

城田 靖彦
細野 秀雄
山口 智彦
吉田 豊信

Samuel M. Allen
Sir，Colin Humphreys
Samuel l. Stupp

北川 宏
Suresh Subra

PO仲野 徹
（2012年度 -）
大阪大学大学院生命機能
研究科・医学系研究科教授
専門分野：幹細胞学

歴代PO 須田 年生
（2007年度 -2011年度）
慶應義塾大学医学部教授
専門分野：発生・分化生物学

片岡 一則
相賀 裕美子
片山 佳樹

高橋 淑子
田中 求
美宅 成樹
大和 雅之

仲野 徹
Sheng Ding
Leonard H. Rome
George Daley

3. WPIプログラムの制度
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ンターフェイスとして、研究者の立場から、両者に助
言する役割を担う。

PO：各拠点の専門分野の研究者を POとして配置し
た。POは、各拠点の科学上の問題に助言するととも
に、年に 1回行われるサイトビジットを主導し、サイ
トビジット・レポートをまとめ、プログラム委員会に
報告する。また、プログラム委員会後に、PDとともに、
拠点を訪問し、プログラム委員会の議論内容を伝える。
拠点毎

ごと

の POを下欄に示した。

WG：各拠点の研究成果は、ノーベル賞受賞者を含む
当該分野の第一線の研究者によるピア・レビュー (peer 

review)によって評価される。このためのWGは、原
則として 6名で構成され、うち 3名は海外の研究者
である。WG委員は、サイトビジットに参加し、拠
点の研究成果とその方向について助言する。その意見
は、POにより、サイトビジット・レポートとしてま
とめられる。WG委員を拠点毎に下欄に示した。

WPI拠点

2016年度現在、WPIプログラムには、次に記す 9

拠点がある。それぞれについては、30ページ以降に
詳細に記されているが、ここではそれらの概略を紹介
する。
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学術システム研究センター顧問
元岐阜大学学長
東京大学名誉教授
専門分野：細胞生物学
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元筑波大学副学長・理事
（企画評価・情報担当）
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名古屋大学医学系研究科教授
専門分野：細胞生物学

PO観山 正見
（2012年度 -）
広島大学学長室特任教授
元国立天文台台長 
専門分野： 理論天文学

PO吉田 稔
（2015年7月-）
理化学研究所主任研究員
専門分野：化学遺伝学

歴代PO 福田 裕穂
（2012年度 -2015年6月）
東京大学大学院理学系研究科教授
専門分野： 植物生理学・
植物細胞生物学

青山 安宏
西村 いくこ
菅 裕明

Wilhelm Gruissem
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Ben Shen

吉田 稔
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松永 是
吉田 博
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（各拠点に対し1名＝計9名）が置かれている。
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名古屋大学名誉教授
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宇宙物理、光学赤外線天文学、
相対論・重力、可積分系

中島 啓
細谷 裕
三輪 哲二

Matthias Staudacher
Ian Shipsey
Anthony Tyson

広中 平祐
川合 光
John Peacock
Tuneyoshi Kamae 

PO堂免 一成
（2014年11月-）
東京大学大学院工学系研究科
教授
専門分野：触媒化学、
エネルギー変換型光触媒

歴代PO 笠木 伸英
（2010年度 -2014年10月）
科学技術振興機構研究開発
戦略センター上席フェロー
専門分野：エネルギーシステ
ム工学

江口 浩一
平井 秀一郎
鹿園 直毅

Ellen Ivers-Tiffée
Dimos Poulikakos
David L. Greene
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2007年発足拠点
最初の公募には22研究機関から33件の応募があっ

た。書類審査とヒアリング審査の結果、次の 5拠点が
採択された。
AIMR（30ページ）
東北大学 原子分子材料科学高等研究機構
拠点長 :小谷 元子（2011年度まで山本 嘉則）
目標：数学の導入により新しい材料科学研究を目指す。
Kavli IPMU（38ページ）
東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構
拠点長 :村山 斉
目標：数学と物理学の連携により宇宙の起源と進化の
解明を目指す。

iCeMS（46ページ）
京都大学 物質－細胞統合システム拠点
拠点長 :北川 進（2012年末まで中辻 憲夫）
目標：細胞科学と物質科学を統合した学問分野をメゾ
領域で創出する。

IFReC（54ページ）
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター
拠点長 :審

あきら

良 静男
目標：免疫の動的ネットワークをイメージングとイン
フォマティクスと協働により解明する。

MANA（62ページ）
物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研
究拠点

拠点長 :青野 正和
目標：ナノアーキテクトニクスという新しい概念の基
にナノ材料の開発を行う。

2010年発足拠点
2010年度は、グリーン・イノベーションをテーマ

に公募が行われた。9研究機関から 9件の応募があり、
書類審査とヒアリングの結果、次の拠点が採択された。
I²CNER（70ページ）
九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研
究所

拠点長 :ペトロス・ソフロニス
目標：非化石燃料によるエネルギーシステムにより、
持続可能な社会の実現に貢献する。

2012年発足拠点
2012年度は、研究テーマをしぼったWPI Focus拠

点の公募が行われた。13研究機関から 15件の応募
があり、書類審査とヒアリング審査の結果、次の 3拠
点が採択された。
IIIS（76ページ）
筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構
拠点長 :柳沢 正史
目標：睡眠・覚醒のメカニズムを解明し、睡眠障害及
び関連する疾患の改善に貢献する。

ELSI（82ページ）
東京工業大学 地球生命研究所
拠点長 :廣瀬 敬
目標：「生命の起源は初期地球環境と不可分である」
という考えのもとに、生命と地球の起源を探る。

ITbM（88ページ）
名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所
拠点長 :伊丹 健一郎
目標：化学と動植物学の共同研究によって、社会的波
及効果の大きい生命分子を創出する。

図 2　プログラム委員会 図 3　サイトビジット（2016年 ITbMサイトビジット )
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拠点の構築に際しては、3つの方法がとられた。
・ 新たに拠点を立ち上げた（Kavli IPMU、IIIS）
・ 既存の組織（附置研究所、学部など）を母体と
して、拠点を形成した（AIMR、iCeMS、IFReC、
I²CNER）

・ ホスト機関内の関連研究者が中心となって、拠点を
形成した（MANA、ELSI、ITbM）

WPI拠点の研究分野：以上の 9拠点の研究分野は、大
きく ｢宇宙、地球、生命の起源｣ ｢生命科学｣ ｢材料 /エ
ネルギー工学｣の3分野に分類することができる（図4）。
宇宙、地球、生命の起源を研究対象にしているのは、

Kavli IPMUと ELSIである。この分野は、広い範囲の
人々の知的好奇心を促すことにより、我が国の研究基
盤を支えることが期待できる。
生命科学分野では、免疫学（IFReC）、細胞生物学

と材料科学（iCeMS）、睡眠研究（IIIS）、化学と動物学・
植物学（ITbM）が取り上げられている。それぞれの
分野の基礎研究を掘り下げることにより、応用研究へ
の発展を目指す。
材料 /エネルギー工学はもともと我が国の得意とす

る研究分野である。その流れをくむ AIMRとMANA

が、新しい戦略で有用な材料創出のための基礎研究を
進めている。I²CNERは、現代社会の喫緊の課題であ
るエネルギー問題に取り組み、大気中の二酸化炭素濃
度の均衡した社会を目指す。iCeMSと ITbMは、材料
科学と生命科学の両領域にまたがる研究テーマを設定
している。

WPI拠点の評価システム

1）厳しい評価
WPI拠点は、強力なフォローアップ体制（14ページ）

によって、厳しい評価を受ける。評価は、サイトビジッ
トとプログラム委員会の 2段階で行われる。最終的な
評価は、サイトビジット・レポート、PD、POのコメ
ント、プログラム委員会における拠点長及びホスト機
関長の発表に基づいて、プログラム委員会が行う。評
価結果は、WPIプログラムのウェブサイト（学振及び
文科省）において公表される。
毎年のサイトビジット及びプログラム委員会による

評価に加えて、5年目には「中間評価」が、また 10

年後の延長を申請する場合は 8年目に「延長審査」が、
最終年度には ｢最終評価｣ が行われる。

2）評価項目と基準
評価の対象は、WPIのミッションの達成度である。

すなわち、世界トップレベルの研究、融合研究、国際化、
システム改革が確実に遂行されているかを評価する。
サイエンスの評価の基本はピア・レビューである。

論文掲載誌のインパクト・ファクターや論文被引用数
などの研究指標に安易に頼ることなく、サイエンスと
しての質を重視し、そのチャレンジ精神、将来のサイ
エンスへの貢献の可能性などを、専門家 (ピア )とし
て厳しく評価する。
トムソン・ロイター社のデータベース（Web of 

Science：WoS)を用いた引用調査 (図 5)は、参考資
料にとどめている（評価に際しては、そのデータによっ
て左右されないよう、評価が決定した後に評価者側に
開示する）。
サイエンスと並んで重要な評価項目は、WPIのミッ

ションの実行である。融合研究は、その性格上、結果
を予想しにくく、かつ、必ずしも成果が出るとは限ら
ないので、融合研究の成果を拙速に要求するようなこ
とはない。むしろ、融合研究を進める戦略などが評価
の対象となる。国際化は、外国籍研究者の数値目標が
一応の目安となる。システム改革に関しては、特にホ
スト機関の取組に注目している。
中間評価、最終評価の際は、ベンチマーク機関とし

て、世界の同規模トップレベル研究機関を 5機関選び、
発表論文を比較する。しかし、この指標も参考資料に
とどめている。

宇宙、地球、
生命の起源

生命科学 材料/エネルギー工学

東京大学 2007

東北大学 2007大阪大学 2007

京都大学 2007

九州大学 2010
筑波大学 2012

東京工業大学 2012 名古屋大学 2012

物質・材料研究機構
 2007

図 4　WPI 9拠点の研究分野。それらは、「宇宙、地球、生命の
起源」、「生命科学」、「材料 /エネルギー工学」の 3分野に大き
く分けることができる。ELSI、iCeMS、ITbMの 3拠点は複数領
域にまたがる研究テーマを設定している。
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評価の基本方針は、拠点毎の絶対評価である。拠点
を比較評価する相対評価は行わない。

3）中間評価
公募要領には、「助成開始 5年後に中間評価を実施

し、計画の変更、中止等の見直しを行う｣ と、明記さ
れている。この記述にしたがい、拠点は、発足 5年目
には中間評価を受けることになる。これまでに、現行
9拠点はすべて中間評価を受けた。
・2007年度採択 5拠点 : 中間評価 2011年度
・2010年度採択 1拠点 : 中間評価 2014年度
・2012年度採択 3拠点 : 中間評価 2016年度

中間評価は S、 A+、 A、 A-、 Bの間に広く分布してい
る。A-、 B評価を受けた拠点は、それぞれ、指摘され
た問題点を克服するべく努力を重ね、延長審査、最終
評価では問題点を克服した（しつつある）。中間評価
結果は、次の URLに示している (2012年度採択の 3

拠点は 2016年度のフォローアップレポートに報告予
定 )。

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/08_followup.html

4）延長審査
公募要領には、次のように明記されている。
｢実施期間10年間。ただし、特に優れた（Outstanding）

成果をあげているものについては、更に 5年間の延長
を認める。｣
この規程にしたがって、2007年度設立の 5拠点が、

5年延長を申請した。2014年度、プログラム委員会は、
5拠点に対して「延長審査｣ を行った。最初に、延長
についての基本認識について、討論が行われた。
・ WPIプログラムの支援期間は、原則 10年間である。
・ 規程の定める「Outstanding」は、非常に高い

WPI基準を更に超えた、真
しん

に例外的な場合 (truly 

exceptional case)にのみ適用されるべきである。

この基本認識を共有した後、プログラム委員会は真
剣な議論を行い、次の結論に到達した。
・ 5拠点全てが、サイエンスレベルとWPIプログ
ラムのミッションの遂行において満足すべき実績
を上げており、WPIプログラムのゴールである 

“World Premier Status”を達成したと結論した。
・ その中でも、すべての面で、真に例外的に優れてい
る Kavli IPMUに対して、5年間の延長を承認した。

5）最終評価 
2016年度末にWPIプログラムによる予算的支援が

終了する AIMR、iCeMS、IFReC、MANAの 4拠点に
ついて、2016年度に最終評価が行われた。Kavli IPMU

に対しては、10年次評価を行った。いずれも、延長審
査時点から引き続き“World Premier Status”にある
と、プログラム委員から高く評価された (詳細は 2016

年度フォローアップレポートに報告予定 )。

WPIの成果 (1)サイエンス

WPI拠点は、そのサイエンスにおいて、世界のトッ
プレベルでなければならない。事実、先行 5拠点は、
世界に冠たる業績をあげている。各拠点の優れた業績
に関しては、本書の 30ページ以降に、それぞれの拠
点毎に 5-8項目をあげて解説している。さらに、毎年
度のフォローアップレポートにも記載されている。
引用などの定量的な数値は、毎年調査をするものの、

評価に当たっては、参考資料にとどめていることは先
に述べた。しかし、世界の研究機関全体におけるWPI

の位置を見るときには、重要な資料となるのは確かで
ある。以下、トムソン・ロイター社のWoSによる調
査結果を図 5に示す。

実験室風景　I2CNER（左）、IIIS（中）、ITbM（右）
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発表論文
先行 5拠点の発表論文数、論文被引用数トップ 1％

論文及びトップ 10％論文、国際共著論文は、拠点報
告の冒頭見開きページに記載されている。

2007-2015年の先行 5拠点の発表論文は、総計
10,932報であった。論文数は分野によって異なり、
概して材料系が多く、生物系は少ない傾向がある。

トップ 1％論文
影響力のある優れた研究論文は、後続する論文によっ

て数多く引用される｡ 引用数がトップ 1％に入るよう
な論文は、間違いなく影響力のある論文といえよう。

国際共同研究論文
国際間の共同研究は、国際化の一つの指標として取

り上げられることが多い。我が国は、29.1％と世界平
均の 24％よりは高いが、欧米の研究先進国 (イギリス、
ドイツ、フランスは 50％以上 )と比較するとかなり
低い (2013年 )。しかも、その延び率はアジアの国々
に追い抜かれつつある。
このような中にあって、先行WPI 5拠点の国際共

著論文は、平均 46.5％（5,087/10,932）である。
WPI拠点が、国際的な研究ネットワークの中に位置づ
けられていることが分かる。
資料：http://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/

uploads/NISTEP-RM239-FullJ.pdf

受賞
WPI拠点の研究者たちのレベルが高いことは、その

受賞歴からも明らかである。ノーベル賞を始め、多く
の国際的、国内的に著名な学術賞を受賞している。以
下主な受賞を示す。
ノーベル賞：WPI拠点の 2名の PIがノーベル賞を受
賞した。2012年に iPS細胞の樹立によりノーベル生
理学・医学賞を受賞した iCeMSの山中伸弥博士と、
2015年にニュートリノ振動の発見によりノーベル物
理学賞を受賞した Kavli IPMUの梶田隆章博士である
（図 6）。

WPIの研究者たちは、ガードナー国際賞、ラスカー
賞、ロバート・コッホ賞、ヘルマン・ワイル賞、アメ
リカ数学会アイゼンバッド賞などの著名な国際賞、さ
らに文化勲章、文化功労者、紫

し

綬
じゅ

褒章、日本学士院賞、
日本学術振興会賞などの国内の最高レベルの賞を授与
されている。受賞者のリストは、次の URLに示して
いる。

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/data/
10thcommemoration-awardlist.pdf

MIT
Stanford Univ
Harvard Univ

CALTECH
UC Berkeley

Princeton Univ
WPI Average

Duke Univ
Columbia Univ

Univ Chicago
Yale Univ

Univ Oxford
Univ Cambridge

UCLA
Univ Pennsylvania

Johns Hopkins Univ
Cornell Univ

MPI
Imperial Coll London

Univ Coll London
Univ Toronto

ETH Zurich
RIKEN

U TOKYO
CNRS

WASEDA U
U TSUKUBA

Kyoto U
AIST

NAGOYA U
TOKYO TECH

Osaka U
TOHOKU U

Kyushu U
KEIO U

HOKKAIDO U

 0 1 2 3 4 5 6 7%

図 5　世界及び日本を代表する 36研究機関のトップ１％論文
の割合（％）(2007-2015)。2007年設立のWPI 5拠点は、これ
らの世界トップ研究機関の中でも、7位につけている。タイム
ズ・ランキング世界トップ 20大学、マックス・プランク（Max-
Planck）研究所（MPI、ドイツ )、フランス国立科学研究センター
（CNRS、フランス )、及び我が国の国私立 11研究大学（RU11
大学 )と特定国立研究開発法人理化学研究所 (RIKEN）及び産業
技術総合研究所（AIST）と比較した（トムソン・ロイター社に
よる）。 図 6 梶田 隆章 (左、画像提供：東京大学宇宙線研究所 )

 山中 伸弥 (右 )
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WPIの成果 (2)融合研究

WPI拠点には優れた研究者が結集している。それゆ
えに優れた研究成果が発表されるのは当然であるとい
う声がある。それは間違いのない事実である。しかし、
優れた研究者を集めただけで真に革新的な研究や新た
な研究分野が生み出されるとは限らない。4つのミッ
ションに掲げるように、WPIプログラムは、研究者を
取りまく様々なボーダーとバリアを越えることを求め
た。そのことが、いかに研究を発展させたかは、各拠
点の報告の最後に記載されている。

WPIプログラムの求めた変革の一つが、WPIの 2番
目のミッションとなっている「融合研究による新たな
学問創出への挑戦」である。
しかし、融合研究は容易でない。分野が異なれば、

研究を行う上での技術、考え方、学術用語も異なる。
融合研究では、科学的な対話を成立させることから始
めなければならない。融合研究を成功させるためには、
融合戦略と融合の場が必要である。前者をトップダウ
ン型融合研究、後者をボトムアップ型融合研究と呼ん
でもよいであろう。

トップダウンによる戦略的融合研究
公募要領に明確に融合研究が示されていたことか

ら、それぞれのWPI研究拠点は、分野のボーダーを
乗り越えた研究を進めるべく、研究所としてトップダ
ウン的に戦略を立てている。
・ AIMRは、数学の導入により、新しい材料科学の創
出を目指している。

・ Kavli IPMUは、物理学と数学の高度なレベルでの
融合を創設時から目標に掲げている。

・ iCeMSは、細胞生物学と材料科学の融合を目指し
ている。

・ IFReCは、伝統的な免疫研究者が分子イメージング
研究所である QBiC（理化学研究所 生命システム研
究センター）、CiNet（脳情報通信融合研究センター）
と共同して多くの成果をあげている。

・ MANAは、ナノ科学とバイオの融合を進めている。
・ I²CNERは、低炭素社会の実現に向けての総合科学
の色彩が強い。

一方、2012年度発足のWPI Focusの公募に当たっ
ては、組織と予算規模を考慮し、融合研究はあまり強

調されなかった。しかし、ELSIと ITbMの 2拠点は、
それぞれ、地球・惑星科学と生命科学、動植物学と合
成化学の融合を掲げ、大きな成果をあげつつある (後
述 )。睡眠・覚醒をテーマとする IIISは、基礎生物学・
実験医学・創薬科学の横断的研究を行っている。

ボトムアップによる融合研究のための「場」の設定
トップダウン的に融合研究の方針を立てたとして

も、実際に融合研究を行うのは、個々の研究者である。
研究者たちの率直な討論により、お互いを刺激し合い、
インスピレーションを与え合う中から、新たな研究が
生まれるであろう。しかし、いつアイデアが生まれる
か、どのような成果が得られるかは予測できない。そ
の意味で、融合研究は、言うは易

やす

く行うは難しいと言
わざるを得ない。
ボトムアップ型の融合研究において重要なのは、自

由に討論し、共同研究ができるようなシステムと場の
設定である。その目的に向かって、WPI拠点は様々な
工夫を凝らしている。研究者を分野によってまとめな
い「フラット」な組織構成、融合研究を推進するため
の研究費支援、研究者同士が自由に討論できる場の提
供などである。その幾つかを取り上げてみよう。
・ AIMRでは、若手数学者／理論研究者から構成され
る ｢インターフェイス・ユニット｣ をつくり、材料
科学への数学の導入を進めた（図 7）。

・ Kavli IPMUは、毎日午後 3時の「ティータイム」
への出席を研究者の義務としている（45ページ）。

・ iCeMSは、融合研究ファンドを設定した。
・ IFReCは、融合研究ユニットおよび融合研究ファン
ドを設置し、ダブルメンター制の下で融合領域研究
の推進と若手の育成を行っている。

図 7　AIMRにおける研究発表会。若手の数学者と材料科学者が
討論を重ねる中で、新たなアイデアによる融合研究が生まれる。

7

22   



・ MANAは、理論研究者のユニットを作った。
・ ITbMは、化学と生物の研究者が同じ部屋で実験し、
研究するMix-LabやMix-Of�ceを実現した。

融合研究の成果
融合研究は成果を推測できず、時間がかかるのが常

である。しかし、このような地道な努力により、10

年期限の後半からは、融合研究の成果が少しずつ生ま
れてきている。
・ AIMR：50年以上にわたり謎であったガラス構造
を数学を用いて解明した（32ページ）。

・ Kavli IPMU：ティータイムの物理学者、天文学者
と数学者の討論が、ウルトラ超新星現象の重力レン
ズによる解明につながった（42ページ）。

・ ITbM :Mix-Labにおける植物学と合成化学の大学
院生の討論から、アフリカで大きな被害をもたらし
ている寄生植物ストライガの撲滅につながる化合
物を開発した (90ページ )。

・ iCeMS、IFReCでは、融合研究の論文が拠点全体
の大きな割合を占めるようになった。

WPIの融合研究は、世界の注目を集めていると言っ
てもよい。
・ AIMRは、数学と材料科学のモノグラフ『材料の数
学』シリーズを Springer社から刊行し、この分野
の先導的役割を果たしている。

・ ELSIは、地球と生命の起源について共同研究がで
きる研究所として世界に知られるようになり、5人
の研究者がアメリカの常勤雇用職（テニュアポジ
ション）を捨てて、東工大に移籍してきた。

WPIプログラム発足時には、成功が危ぶまれた融合
研究であったが、今や、WPIの大きな魅力として成長
しつつある。

WPIの成果 (3)国際化
　
科学は分野の壁や国の境を越えて大変な速さで進展

している。文化的背景や考え方の異なる様々な人々が
交流しあい、切

せっ さ た く ま

磋琢磨しあうところに前進の源泉があ
るからだろう。
ところが、我が国は国際化という点で世界ランキン

グの中でも相当に低い位置にある。例えば、国際教員、
国際学生（留学生）、国際論文の 3項目で評価するタ
イムズ世界大学ランキングでは、日本の大学はすべて

500位以下である。このような状況の中で、WPIプ
ログラムは、国際化の突破口となっている。

外国籍研究者の比率
WPIプログラムでは、外国籍 PIの比率 20%以上、

研究者全体では 30%以上を目標としている。2016

年度現在、ほとんどすべての拠点がこの目標を達成し
ている。9拠点平均では、外国籍 PIの比率は 33.6%、
研究者全体での比率は 41.2%である。この数字の
高さは、国立大学法人 86大学の外国籍教員の比率が
4.6%（平成 27年度学校基本調査）にすぎないこと
と比べるとよくわかるであろう。
フルタイムでWPI拠点に滞在する外国籍 PIは 20

人を数える。この中には、上述の ELSIのように、WPI

でこそ自らの望む研究ができるという理由を挙げる
人々が少なくない。WPI拠点の質の高さや新たな研究
領域開拓への意欲が国際的にも注目を集めていること
の証左であろう。

国際的な頭脳循環のハブとして
若い研究者たちは、ポスドクや任期付き研究員のポ

ジションで研さんを積みながら成長していく。WPIで
は、全ての拠点が国際的に門戸を開いた公募を行って
いる。どの拠点にも世界中からの応募があり、外国か
らの応募が 90％に達する拠点もある。中には毎年数
百人の応募の中から十数名のポスドクを採択する拠点
もある。
この 10年間で世界の多くの若者がWPI拠点で研

究して成果を上げ、そして世界の大学・研究機関へと
キャリアアップしていった。例えば、Kavli IPMU創
立以来のポスドク 139名中 44名が、世界の最先端研
究所にポジションを得て巣立っていった。いまやWPI

は世界の若手研究者にとって“輝かしいキャリアパス”
の一つとなっている。
他方、我が国の若い研究者が外国に出ないことが近

年問題になっている。WPI拠点は、若い研究者に「武
者修行」の機会を与えることにも力を入れている。

WPI各拠点では毎年国際会議を開催している。数百
人が参加する会議に加えて、分野融合や先端的なテー
マに絞ったワークショップも数多く開かれている。例
えば、IFReCがシンガポール免疫学ネットワークと共
同で行う "Winter School"からは多くの最先端免疫
学者が育っている。また、著名な研究者や新進気鋭の
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若手研究者の短期・長期の招へいも積極的に行われ
ており、年間訪問者の数は各拠点とも数百人以上に
なる。

WPI拠点は、世界中から研究者が集まり、最新の
成果を議論し、また散っていくダイナミックな場所と
なった（図 8）。WPI拠点は、当初に目的とした「国
際的な頭脳循環（global brain circulation）」のハブ
としての機能を果たしているといえよう。 

国際的な研究・生活環境の整備
欧米は、歴史的、地理的、文化的に交流が盛んである。

また世界の共通言語となっている英語への親和性も高
い。しかし、日本はどの面を取っても大きく後れをとっ
ている。日本は、言語的、地理的、文化的バリアが高
く、それを越えるのに不利な状況にあるのは確かだ。
このようなバリアを越えるために、WPIの各拠点は

多くの工夫を凝らしている。拠点の公用語を英語とする
ことに伴い、会議や文書の英語化、研究費の申請、バ
イリンガルな事務職員の配置、研究支援や契約と雇用
に関する様々な問題を解決するための英語サポートな
どをすすめた。また、これらに加えて、海外からの研

究者とその家族が安定して生活できるよう、住宅、医療、
教育等の支援にも多くの努力がなされている。

WPI拠点には国際的な研究・生活環境を提供するた
めの多くのノウハウとそれを持つ人材が育っている。
これも国際化のミッションの成果であり、我が国の大
学に広めていくべき大事な財産である。

世界から見える研究所（アンケート調査）
WPIの目的の一つは、世界から見える研究拠点を作

ることである｡ WPI拠点は、世界の研究者に広く認識
されているのであろうか。そこに行って研究がしたい
ような研究所と考えられているのであろうか。そのこ
とを確認するため、2009年と 2011年に、世界の研
究者を対象にアンケート調査を行った。
調査対象は、5拠点の研究分野の専門誌に論文を発

表した研究者 1,000人と、その分野のリーダー 30人
である（それぞれ拠点あたり）。発足後 2年、4年と
いう短期間にかかわらず、いずれの調査結果も、WPI

が国際的に認知されていることを示す結果が得られ
た。以下に、2011年の調査結果を示す。
・ 半数又はそれ以上の研究者が、自分の分野のWPI

拠点を認識していた。
・ 約半数 (48.3%)の研究者が、WPI拠点のサイエン
スの水準を「非常に優れている」と評価していた。

・ 研究者の大半 (79.1%)が、WPI拠点の研究に参加す
ることに興味を示した（併任としての参画を含む）。

WPI拠点は、拠点間で多少の差はあるものの、発足
後 4年という短期間に、世界から見える研究所となっ
ていることが確認された。
詳細は、2010年度及び 2011年度フォローアップ

レポートに記載されている。

外国人研究者たち　IFReC(左 )、　I2CNER(中 )、　IFReC(右 )

図 8　IFReCのマラリア感染免疫研究グループ。Coban PI（中央）
の指導の下に、数か国からなる研究員が研究に従事している。
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WPIの成果 (4)システム改革

日本の科学研究を更に発展させるためには、研究費
を絶え間なく投資するだけで十分であろうか。もちろ
ん、研究費がなければ研究ができない。しかし、それ
だけで、我が国の研究が飛躍的に発展するわけでもな
い。同時に、研究を取りまく環境を変えていかねばな
らない。大学自身も変わっていかなければならない。
公募要領に記載されているように、「システム改革

の導入等の自主的な取組を促す」ことにより、大学を
自ら変えていくことも、WPIの重要なミッションの一
つである。
例えば、日本の大学では教授をトップとするヒエラ

ルキーのため若い研究者の自由な発想が妨げられるこ
とがある。教授会が主導権を握り改革に抵抗すること
は、大学内ではしばしば見られる。大学間、学部間の垣
根が高く、人事の交流が進まない。保守的な教職員によ
りシステムの改革は妨げられる。英語が定着しない。
このような状況に対して、科学技術政策を考える人

たちの間には、大学改革が進まないことへのいらだち
があるのも事実である。
こうした背景の下、WPIを一つの「核」として大学

改革を進めようとする考えが、WPIプログラムの発足
の経緯としてあった。そして、WPI拠点はその期待に
応えている。

拠点長のリーダーシップ
これまでの大学が、教授会によるコンセンサスに基

づいて運営されていたことに対し、WPIは拠点長の
リーダーシップにより運営することを求めている。実
際、すべての拠点はその方針の下に運営されている。
それだけに、拠点長の責任は大きい。
拠点長のリーダーシップは、至る所に現れている。

・ AIMRは、数学者である小谷元子拠点長のリーダー
シップにより、数学による新たな材料科学を目指し
ている。

・ Kavli IPMUは、村山斉拠点長のアイデアにより、
毎日午後 3時には全研究員が、集会室の「ティー
タイム」に参加し、黒板の前で数式を書いて討論す
る。その部屋には、ガリレオの言葉 ｢宇宙は数学の
言葉で書かれている｣ が掲示されている（44ペー
ジ写真）。

・ ITbMでは、伊丹健一郎拠点長の「Mix-Lab」の考
えを具体化し、化学と生物学の研究者が同じ実験室
で実験できるようにした。

これらの試みはいずれも目に見える成果をあげてい
る。

クロス・アポイントメント
WPIプログラム発の改革の中で、インパクトがあり、

大学改革の看板にもなりつつあるのは、クロス・アポ
イントメント（ジョイント・アポイントメント、ダブ
ル・アポイントメントともいう）制度である。
その最初の例となったのは、Kavli IPMUの村山斉

拠点長であった。村山拠点長は、当初、カリフォルニ
ア大バークレイ校の休職扱いで東大に来た。その後、
村山拠点長はバークレイ校と東大の双方の職を持つこ
とになったため、それぞれの給与は村山拠点長のエ
フォートに応じて調整することとなった（クロス・ア
ポイントメント）。続いて、I²CNERのソフロニス拠点
長が、イリノイ大学と九州大学の間でクロス・アポイ
ントメントの契約を結んだ。
クロス・アポイントメントは、教員の流動性を高め

るという意味でも、画期的な制度改革である。実際、
2013年に文科省が発表した「国立大学改革プラン」
の中でも、クロス・アポイントメントは、大学改革の
一つの柱として位置づけられた。

事務支援部門
WPIプログラムは、研究者が十分に研究できるよう

な環境を整備することを拠点に求めている。
・ 研究者が研究に集中できるようなサポート体制。
・ 外国人研究者の研究と生活のサポート体制。
・ 職務は英語を公用語とするため、英語で仕事ができ
るサポートスタッフ。

・ 世界トップレベルの研究所にふさわしい国際研究
集会を開催するためのスタッフ。

特に、拠点長をサイエンスと管理運営の両面からサ
ポートするためには、事務部門長の人選が重要である。
このため、すべての拠点が、大学あるいは民間機関の
研究者を事務部門長として採用している。
これまで、大学の事務系は国際化などの意識が低く、

英語での十分な対応ができていなかった。WPIはその
ような事務系に風穴を開けた。
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研究支援部門
WPI拠点の多くは、研究支援部門の充実にも力を入

れている。
・ MANAでは、研究資料の製作をサポートする

MANAファウンドリを整備し、研究を助けている。
・ ITbMは、分子構造、化合物ライブラリー、ライブ
イメージング、ペプチドプロテインの 4つの支援
センターをそろえ、それぞれに博士号を有する研究
員を配している。実際、これらのセンターは、化学
と生物学の融合の場で活躍し、既に幾つもの有効な
化合物を発見している。

我が国でも、このような研究センターが整備されて
いるが、人員の削減等により支援体制を維持していく
ことが厳しい状況に置かれている大学もある。それが、
我が国の科学の力を弱めている一つの原因となってい
る。WPIの研究は、このような支援センターによって
支えられ、優れた研究を生む基盤となっている。

 
WPI拠点の実績 (5)教育

次世代の研究者を育てるための人材育成は、WPIの
ような先端的な研究拠点にとっても、非常に大事な任
務である｡ 融合研究により新しい領域の創出に寄与す
る若手研究者の育成のためにダブルメンター制を採用
している拠点も少なくない。
残された課題の一つは、大学院との密な連携である。

WPI拠点は従来の大学院組織を母体とすることなく形
成されたため、学位を授与することが出来ない。この
ため大学院生は、既存の大学院から派遣してもらう他
になく、それに抵抗をもつ大学院も一部存在するのが
現状である｡ しかし、WPIの実績が認められた今、両
者の間には協力関係が構築されつつある。
例外は、筑波大である。教員組織と教育組織を明確

に分けた開学当初からの制度設計により、IIISは大学

院教育に関わることができる。筑波大のシステムは、
他の大学にも広がりつつある。

WPI拠点の実績 (6)
アウトリーチ活動

2010年に行われた ｢事業仕分け｣ により、WPIを
含め多くの科学研究は大幅の予算削減の危機に直面し
た。科学者たちは、自分たちの仕事が、政治家や社会
から十分に理解されていないという現実に直面した。
我々は、研究を進めるだけでなく、その意義と内容を
社会に発信するアウトリーチ活動の重要性に改めて気
がついた。
以来、WPIプログラムでは、各拠点にアウトリーチ

担当者を置き、積極的に活動を行うことにしている。
さらに、各拠点間のアウトリーチ担当者会議を年に

3回程度開催し、WPIとしてのまとまったアウトリー
チ活動を進めている。その活動としては、次のような
ものがある。

AAAS(アメリカ科学振興協会 )総会
アメリカを中心に世界の科学関係者が集まる AAAS

年次総会に、WPIとしては 2012年から参加し、各拠
点がブースでその研究活動を展示している。2014年、
シカゴで行われた AAAS総会では、I²CNERのソフロ
ニス拠点長が、WPIプログラムについて講演を行った。

高校生を対象としたワークショップ
WPIは次世代を担う高校生を対象に、科学のすばら

しさを伝えるワークショップを毎年共同で開催してい
る。特に、文科省のスーパーサイエンスハイスクール
（SSH）に選ばれた学校に参加を促している。これま
でのワークショップを以下に示す。
・ 2015年、京都（iCeMS主催）:テーマ「実感する

高校生を対象としたワークショップ　2011年福岡 (左・中 )、2013年仙台 (右 )
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サイエンス」
・ 2014年、東京（Kavli IPMU主催）:テーマ「サイ
エンスがつなぐキミのミライ」

・ 2013年、仙台（AIMR主催）:テーマ「Science 

Talk Live 2013」
・ 2012年、筑波（MANA主催）:テーマ ｢世界トッ
プレベルの科学を愉

たの

しむ｣
・ 2011年、福岡（I²CNER主催）:テーマ「最先端の
科学と君たちの未来」

これらのワークショップには、毎回多数の高校生が
熱心に参加し、拠点のブースは更に詳しく知りたいと
いう高校生であふれた。東京と仙台のワークショップ
では、高校生たちが自らの研究を発表した。仙台では、
特にアメリカのメリーランド州のエレノア・ルーズベ
ルト高校の生徒も参加し、発表を行った。

科学技術フェスタ、サイエンスアゴラ
政府が主催する「科学技術フェスタ」（2012年度

まで）及び JSTの主催する ｢サイエンスアゴラ｣（2013

年度）に、WPIの各拠点はブースを設け参加した。

拠点独自のアウトリーチ活動
それぞれの拠点は、それぞれにアウトリーチ活動を

展開している。例えば、一般向けの講演会の開催、サ
イエンスカフェ、解説書の発行などである。
また、海外からのポスドクなどによるブログは、日

本における生活を現場感をもって伝えることにより、
国際化に貢献している。地域に根ざしたこれらの活動
により、WPIは、研究者コミュニティだけでなく、地
域社会からも受け入れられつつある。

WPIの成果 (7)社会への貢献

WPIプログラムは、応用研究を直接の研究対象とし
ていない。もちろん、それを否定するものでなく、基
礎研究の結果が応用に結びつき、産業化され、人々の
生活に役に立つことになれば、我々としては、この上
のない喜びである。実際、WPIの研究成果は、応用研
究に生かされている。その一部を紹介しよう。
・ AIMRの研究成果は、産業界から広く認知され、実
用化に向けて多くの企業が参加するコンソーシア
ムが形成されている。その成果は、東芝、日立、
NECなどにより産業化されつつある。

・ iCeMSは、iPS細胞の分化を認識するプローブを開
発し、企業から発売した。

・ IFReCは、基礎研究の優れた成果と創薬成功の実績
を背景として中外製薬と今後 10年間のセンター運
営支援のための包括連携契約を締結した（12ペー
ジ参照）。また、幾つかのバイオベンチャーを立ち
上げた。

・ MANAも、AIMRと同様、応用への貢献が大きい。
特に、青野拠点長の原子スイッチは、NECによっ
て実用化された。

・ I²CNERは、太陽光による水素製造の実現に向けた
装置を開発している。

・ IIISは、製薬会社と共同で、睡眠に関する創薬を進
めている。

・ ITbMは、触媒、プローブなどの応用研究で成果を
あげている。特に、アフリカの農業に深刻な影響を
与えている寄生植物ストライガの撲滅につながる
化合物であるヨシムラクトンを開発し、市販化した
(90ページ）。

各拠点の応用研究、産業化等についての詳細は、次
の URLに示している。

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/17koken.html

プログラムの将来計画　

2015年のプログラム委員会は、WPIの将来として、
次の 2つの方針を文科省に要請した。
1．WPIプログラムの継続
・ WPIプログラムは、継続するべきである。 

・ WPIプログラムの発展には、拠点の「新陳代謝」
が必須である。新たなWPI拠点の公募を実施する
べきである。

2．補助金期間終了拠点の支援
・ WPI拠点が達成した卓越性に鑑み、補助金期間終
了拠点に対し何らかの支援スキームを整備すべき
である。

・ WPIの活性とブランドを維持するため、“WPI アカ
デミー "システムの樹立を推薦する。

プログラム委員会の推薦は、2015年度フォローアッ
プレポートに記載されている。
これを受けて、文科省は 2016年 10月のプログラム

委員会において、次のような将来構想の報告を行った。
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1．新規拠点の公募
・ 2017年度に新規拠点を 2拠点公募する。2018年
度以降も更なる拡大を目指す。

・ 将来的には、最大 20拠点までの設立を目指す。
・ 新規拠点は、拠点あたり最大年 10億円、支援期間
は 10年間とする (延長制度は設けない )。

・ 現在の 4つのミッションを基本的に維持する。
・ 対象研究分野は、自然科学の基礎的研究とする。

2017年度には、数理・情報科学の活用を考慮する。
・ プログラム遂行のために必要であれば、人文、社会
科学の観点も取り入れる。

・ 現在 10年間の支援期間中の拠点を有するホスト機
関は応募できない。

また、2007年度発足拠点を有するホスト機関は、
終了拠点に対する確実な支援の維持が、応募の前提条
件となる。

2．WPIアカデミーの設立
・ WPIブランドを確立し、維持発展させるために、
新たな枠組みとしてWPIアカデミーを発足させる。

・ 特に、グローバル頭脳循環を支援する。
・ WPIアカデミーは、WPI全体に「横串」を刺し、ネッ
トワーク化する。

・ WPIで蓄積された経験、成果を集約し、横展開を図る。

以上の将来構想は、2016年 10月プログラム委員会
時点での平成 29年度（2017年度）概算要求に基づい
ている。このため予算編成の状況により変更の可能性
がある。詳細は、更に国内プログラム委員会の討論を
経て決められる。

REIをめぐる世界の動向

WPIのような研究強化策は、日本だけの特別な取組
ではなく、多くの国が、同じような考えの下に、同様
のシステムを発足させている。その背景には、次のよ
うな事実がある。

・ 現代社会は、知識の基盤の上に成立している「知的
基盤社会 (knowledge-based society)」。

・ 新たな研究成果（＝知的基盤）の創出と優れた人材
の確保をめぐり、世界レベルで競争が激化している。

・ 基礎・応用科学の振興への更に効率的な支援の形を
各国政府は模索している。

このような背景の下、OECD加盟国の 2/3を超える
国々は、REIにより、卓越した研究拠点の形成を進め
ている。

REIに共通しているのは、次のような点である。
・ 野心的な研究計画を実施できるよう、長期間にわた
り安定して資金を提供する。

・ 突出した研究拠点の形成を目指す。
・ 研究システムと運営に関して、より柔軟な対応を可
能にする。

・ 研究コミュニティへ波及効果を及ぼす。
・ 次世代の優秀な科学者を育成する。

まさに、WPIの目指すところと重なっている。

世界の REI
世界の国々は、上述の考えに基づき、REIを推進し

ている。
日　　　本 : WPI

ド　イ　ツ :  Excellence Initiative

フ ラ ン ス :  Investments for the Future

デンマーク :  Investment Capital for University  Research

イスラエル : Israeli Centers of Research Excellence 

ス ペ イ ン :  International Campus of Excellence

ロ　シ　ア :  Project 5-100

カ　ナ　ダ :  Canada First Research Excellence Fund

ア メ リ カ :  Science and Technology Centers

オーストリア : Competence Centers for Excellent 
  Technologies

チ　　　リ :  Millennium Science Initiative

中　　　国 :  2011 Collaborative Innovative Center
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韓　　　国 :  World Class University

これらの研究組織は、上述した REIとしての共通の
問題意識を共有している。それと同時に、それぞれの
国の事情が背景にある。
・ 日本のWPIは、国際化と大学改革を一つの使命と
している。

・ フランス は、多様な高等教育機関をまとめること
を一つの目的としている。

・ ドイツは、これまで州政府が支援していた高等教育
機関に、国家予算をつぎ込み、強化しようとしている。

・ イスラエルは、外国に出ている優秀な研究者を自国
に呼び戻すための手段として考えている。

WPIは REIのロールモデル
WPIは、世界の REIの中でも、ドイツ（2006年）

に続いて 2007年に発足した。それだけに、世界から
注目され、REIの一つのロールモデルとして、引用さ
れることが多い。

2014年、OECDは REIの現状をまとめたモノグラ
フ「Promoting Research Excellence」を出版した。
ネイチャー、サイエンス誌も、くり返し、WPIを含め
REIを取り上げている。REIに関する国際ワークショッ
プは、2010年（ドイツ、ボン）、2013年（イスラエ
ル、エルサレム）、2015年（東京）、2016年（ロシア、
サンクトペテルブルク）とこれまで 4回開催されてい
る。特に、2015年は、WPIのプログラム委員会と併
せて東京で開催され、7か国の REIから発表があった。

WPIは、世界から注目されているプログラムである。
我々は、世界をリードする科学を育むためにも、WPI

プログラムを更に発展させねばならない。

科学技術政策の要としてのWPI
－まとめに代えて

WPIプログラムはその先進的な試みと世界に誇る成
果により、我が国の科学技術政策の要として位置づけ
られている。例えば、2016年度には、次に示す政府
の方針（いずれも閣議決定）において、WPIについて
直接的あるいは間接的に言及している。
・ 第 5期科学技術基本計画
・ 科学技術イノベーション総合戦略 2016

・ 日本再興戦略 2016

以上の政府の方針において、WPIとWPIのコンセ
プトに関する記述は次のとおりである。

第 5期科学技術基本計画
「科学技術イノベーション活動は国境を越えて展開
されており、・・・・我が国の国際競争力に大きな影
響を与えている。」（第 1章）
「我が国が世界の中で・・・・・国内外から第一線
の研究者を引き付ける世界トップレベルの研究拠点を
形成する。」（第 4章）

科学技術イノベーション総合戦略 2016
「国内外から第一線の研究者を引き付ける拠点を形
成する世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）
について、・・・国際的な頭脳循環の中核となる研究
拠点の着実な形成に取り組む。」（第 3章）

日本再興戦略 2016
「世界から優秀な人材が集う研究拠点を構築する世
界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）を引き続
き推進するとともに、当該プログラムが、融合領域等
新領域の創出、人事給与改革、海外からの優れた研究
者や寄付金の呼び込み等優れた実績を生み出している
ことを踏まえ、本年度中に当該取組の経験・ノウハウ
を学内外に横展開する仕組みを検討し来年度から導入
する。」（第 2 III）
政府の方針においてくり返し述べられているよう

に、WPIは、今後の我が国の科学技術政策の中核とし
ての期待が大きい。我々WPI関係者は、その期待に
応えるよう、引き続き、最大限の努力を重ねたい。
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図 9　OECDは、各国の REIを通覧するモノグラフを 2014年
に刊行した。
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