未 来を創る大 学 の実 践

アジア・オセアニアで得 た知見を世界 の課題解決 につなげる
学際的・融合的な研究教育活動を
全学一体で推進する
「アジア・オセアニア研究教育機構」

持続可能な社会の発展と人々の多様な幸せ

九州大学は多様な研究教育活動を地理的かつ歴史的につながりの

（＝ well-being）
を実現できる社会に貢献

深い
「アジア・オセアニア」
で展開してきた。
これらの優れた研究教育成
果や基幹総合大学である本学の強みを生かし、
アジア・オセアニア地域
で今日生じている社会的課題の解決、
さらには将来生起することが予
想される社会問題の発生抑制に貢献することを通じて、未来を拓く新
たな学問領域の構築を目指し、2019年4月に
「アジア・オセアニア研究
教育機構」
を創設。
喫緊の課題として、国連サミットにおいて2016年から2030年までの
国際目標として採択されている
「持続可能な開発目標(SDGs)」。
これら
の課題に立ち向かう研究を推進するために、人文社会科学系、理工系、
生命系など学問分野の枠組みを超え、全学が一体となって研究教育活
動を展開することとし、課題が生じている現地の要求に応じて(オンデ
マンド)、現地機関との現地での協働(オンサイト)によって、課題の解
決・軽減・発掘・予測に取り組む。

取り組み例
サーキュラーエコノミー

ワンヘルス

スコット・バレンタイン 教授

横田 文彦 准教授

世界各国は、無駄の多い線形経済からサーキュラーエコノミー（循環

グローバル化や環境破壊などにより人と動物の接触・拡散機会が増加す

型経済）に移行するため、
さまざまな取り組みを行っている。
これらの取

る中、
多くの感染症は野生動物や家畜・家禽由来の人獣共通のものとなって

かきん

り組みを成功させるには、
システム最適化、
デザイン思考、文脈をくみ取

いる。
人獣共通感染症予防のためには、
人・動物・生態系の健康を一体とし

る感受性、高度の協働が不可欠である。線形経済からサーキュラーエコ

て捉える
「ワンヘルス(One Health)」
と予防医療の
「デジタル化」
の推進が

ノミーへのトランジションを発展させるには、
インフラストラクチャーや

不可欠である。複雑・複合的、
かつ予測困難な人獣共通感染症の問題解決

購買政策、企業戦略、廃棄物管理システム、消費者行動といった広範に及

に向け、
本研究は上海交通大学・グローバルヘルス学部ほか、
農学、
環境生

ぶ変化が必要である。本プロジェクトでは、日本企業におけるサーキュ

態学などの学際研究機関、
福岡県ワンヘルス推進室、
AI診断やバイオテクノ

ラーエコノミーの戦略開発を目指している。

ロジー企業、
国際機関と産学官民ステークホルダーと協働して行っている。

ＳＤＧｓ達成に向けた

大学の教育機関としての

あり方とは

九州大学は、
「人類の持続可能

な開発」に貢献することを目標

として掲げています。人類の持

続可能な開発のためには、以下

の３つの要件が必要になります。

① 将来の世代のニーズを充足す

る能力を損なうことなしに、

今日の世代のニーズを満たし

うるような発展（
「快適未来

社会」に相当）を進める

② ２０５０年までに温室効果ガ

スの排出量を実質ゼロ目標へ

向かわせる（
「脱炭素社会」

に相当）

③ 健康かつ安心な社会を担保

する
（
「健康安心社会」
に相当）

これらを要約すると、資源環

境制約のもとで、人類の生活の

質を担保し、現在と将来世代の

ウェルビーイングを向上する社

会へ向かうことが必要である、と

いえます。快適未来社会の実現

のためには社会科学の知見が重

要であり、脱炭素社会の実現に

は工学・理学、健康安心社会の

実現には医学が必要となります。

これらが互いに連携し合い、持

続可能な将来へ進むための研究

教育機関となるべく、九州大学

は取り組みを進めています。

多分野の学際的融合により

創造する新たな知で

社会の持続可能性を追求する

持続可能な社会を着実に実現

するためには、これらすべての

要件を満たす努力をしていく必

要があります。そのために九州

大学は、基礎・応用研究の双方

をさらに推進しつつ、多分野の

学際的融合を進めながら、解決

のための新たな知を創造する取

り組みを行うことが重要である

と考えます。九州大学が一丸と

なってＳＤＧｓの達成に取り組

むことで、必ず持続可能な社会

の実現に貢献できると期待して

います。
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九州大学総長補佐
主幹教授

未 来を創る大 学 の実 践
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帳の開発に携わったこともあり

動の一環として、簡易版母子手

以前はガーナにおける研究活

の実証研究です。

続ケアと健康状態に与える影響

遠隔医療による健診が母子の継

います。近年の主な取り組みは、

Ｖ感染症について研究を行って

中で、母子保健や子どものＨＩ

に及ぶグローバルヘルス分野の

菊地：私はさまざまな学問領域

ちの役割です。

差のない社会を目指すのが私た

のかと総合的な判断をもって格

良いか、法律や制度の観点から

所の自然を守るにはどうすれば

係が複雑な構造をもつ地域や場

制度の重複も顕著です。権利関

所有者が細かく入り乱れて、法

所は私有地であるなど、土地の

わる場所にいます。こうした場

林など私たちの生活と密接に関

約半数は田んぼやため池、雑木

えば、日本にいる絶滅危惧種の

然保護地域の「外側」です。例

性の観点から注目されるのは、自

も極めて重要ですが、生物多様

していました。原生自然の保護

然を保護することを主な目的と

域では水素社会の実現は難し

プラインネットワークの広い地

やオーストラリアのようなパイ

導入が進んでいます。アメリカ

本でも自動車業界などで水素の

ンフリーなエネルギーとして日

発が活発化している今、カーボ

会問題を見込んだエネルギー開

かれるようになりましたが、社

２０２１年に指定国立大学

世界が直面する問題を
ます。これをベースに日ガ政府が
研究を進めています。

手研究者に話を聞いた。

域で最先端研究を進める若

んでいる。今回は、その３領

課題の解決に向けて取り組

食料」の３領域を起点に社会

「脱炭素」
「医療・健康」
「環境・

す る 大 学 に な る こ と を 掲 げ、

学。総合知で社会変革を牽引

法人の指定を受けた九州大

解決へと導く知
母子手帳を開発したことで、同

チャップマン：私は「技術」
、
「社

てお聞かせください。
を活かし、現在、バングラデシュ

割合が飛躍的に増加。この経験

国では継続ケアを受けた母子の
新たな可能性を見出す

知見を重ねた先で

ています。

技術面で他国をリードしている

シ ョ ン の 普 及 や 水 素 分 解 な ど、

まずは、研究テーマについ

会」
、
「システム」の３点の結び
での研究に取り組んでいます。
課題についてお聞かせください。

―

つきに着目したエネルギーシス
田中：私の研究テーマは自然保
菊 地：現在、医療、情報、公衆

考察を深めています。水素は長

ネルギー導入の可能性について

おり、日本を中心とした水素エ

ネルギーとして水素に着目して

で約３００人の母子に、妊娠中に

健診を実施しています。約３年間

を対象にＩＣＴを利用した遠隔

ラデシュの農村地区に住む母子

衛生の先生の協力のもと、バング

実現のモデルになりうると考え

部分もあり、水素社会の部分的

い一方で、日本では水素ステー

テムの持続可能性に対する評価
護政策です。従来の自然保護政
チャップマン：私は次世代のエ

期保存ができるほか、電気や熱

４回、出産から１年間の間に５

近年の研究における成果や

を行っています。その指標とし
策は、人の住んでいない原生自

として利用する際に二酸化炭素

回、緊急度を自動判定するアプ

ステムを「主体的に選択する意

を排出しません。
「カーボンニュ

寄せています。日本においては、

識」を持つことです。人々の生

リと遠隔面談による遠隔健診を

国立公園の約 ％が私有地であ

ートラル」という言葉がよく聞

―

て用いているのが、社会的公平
性です。環境改善や健康、コス
ト、雇用など複数の要素におい
て、それぞれ代替指標を見るこ
とで総合的に社会的公平性を判
断しています。例えば新たなエ
ネルギーシステムの導入を検討
する際、誰がコストを支払うの
か、どういった負担を誰が負う

行いました。その結果、研究開
始前と比較し、産前・産後健診
携して自然を保護する必要があ

り、地方自治体や企業などと連

残さない社会の実現に近づける

ンスが取れてこそ、誰一人取り

活と経済、環境それぞれのバラ

また、近年学生たちのエネル

ります。他国に比べると、法的
ませんが、私有地も保護地域と

ギー資源や経済に関する意識の

のではないでしょうか。

して取り込もうとするマインド

ーシャルビジネスモデルとして

種の鳥類が絶

考えています。
（右頁の図参照）

割も大きくなるのではないかと

アニア研究教育機構が果たす役

要であり、本学のアジア・オセ

国際的なプラットフォームも必

ども焦点になってきます。また、

地域はもとより、農地や沿岸な

ます。その際、従来型の自然保護

保全に取り組むことが求められ

より強固に連携して自然環境の

のためにも、政府・企業・大学が

も著しい。人類とすべての生き物

れています。新興国での人口増加

ここに人新世の特徴が顕著に表

人間が引き起こしたものであり、

や農薬の過剰利用など、すべて

滅しました。その原因は、狩猟

７種の哺乳類、

在、過去百年余りで、日本では

６次大量絶滅時代といわれる現

会の実現を目指しています。第

田中：研究を通して、自然共生社

です。

菊地：遠隔医療は本来、地域で

にも期待したいですね。

から生まれる画期的なアイデア

高まりを肌で感じており、若者

は将来性があると言えます。
研究の先に
新たな未来を創造する

管理運用されるべきものであ

て教えてください。

広がっていくことが期待されま

り、将来的には女性のためのソ

チャップマン：生産活動の過程

す。今後は、ケアの提供に加え

最後に、今後の展望につい

で二酸化炭素は必ず発生するた

て、継続的ケアの大切さを地域

―

め、カーボンニュートラルの実

これまで培ってきた遠隔医療

住民へ理解してもらうための教

め、今後は二酸化炭素を人為的

の知見は、母子保健に限らず、思

現は非常に難しいことです。特

に回収、除去するネガティブ・

春期のリプロダクティブヘルス

育ビデオ制作などの啓蒙活動も

エミッション技術の考え方も重

や更年期症状、メンタルヘルス

に日本は地理的な制約も大きく、

要になってくると思います。再

のケアなどにも応用ができると

行い、遠隔医療の促進に努めた

生可能エネルギーと最新技術を

考えています。グローバルヘル

風力やソーラー発電だけで電力

どのように組み合わせ、導入す

スという土俵の上で他分野と連

いと考えています。

るかが鍵となるでしょう。その

携を強化し、生涯にわたる女性

を賄うことはできません。そのた

時に忘れてはいけないのが、私

の保健医療に携わっていきたい

2022年3月にアジア・オセアニア研究教育機構が
主催したシンポジウムのポスター

田中 俊徳 准教授
アジア・オセアニア研究教育機構
研究推進部門

アンドリュー・チャップマン 准教授
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
マルチスケール構造科学ユニット

権限や予算配分が十分とは言え

25

「環境・食料」

をそれぞれ受けた人の割合は３
倍に増え、継続ケアによる早期
の問題発見につながっています。
低中所得国では母子の継続ケ
アが習慣化していない国もあり、
今後、より多くの国で活動を広
めていくためには現地の方々の
意識を変えることも課題だと感
じています。
田中： 自然環境と人間の生活圏

問題を多面的に捉える

「脱炭素」
の実現可能性に迫る
たち一人ひとりがエネルギーシ

15

を包括的に保全する取り組みの
一つに、ユネスコが指定する生物
圏保存地域（ＢＲ）という制度
があります。ＢＲにおける自然
を守る仕組み、つまりガバナン
スがどのようになっているかを
分析し、論文を書きました。そ
の中で改めて人と自然の共生に
は法制度や組織が効果的に機能
することが必要不可欠だと感じ、

講師
医学研究院 保健学部門

菊地 君与

持続可能な社会へのイノベーション

Kyushu University

九州大学

世界中の自然保護制度に関心を

世界の
「医療・健康」を
見つめる

総合知が生み出す
University Information

