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　人工物工学研究センターは、1992年に設立され、初
期の10年間は、設計工学科学、製造科学、知能科学の3
部門の体制で運営されていました。2002年4月から本
センターは第二期として体制を新たにし、ライフサイク
ル工学、サービス工学、デジタル価値工学、共創工学の
4つの研究部門と客員研究部門が設置されました。
2005年に4月には駒場Ⅱキャンパスから柏キャンパス
に移転し、総合研究棟において新たなスタートをきり
ました。さらに、2005年12月には価値創成イニシアティ
ブ（住友商事）寄付研究部門を設置し、本センターは研
究体制のより一層の拡充を果たしました。第二期の10
年間は4つの研究部門と3つの共通テーマである循環
型社会の構築、新規産業分野の創出、個のケアが効果
的に機能してきました。このように20年の歴史を経て、
2013年4月から本センターは、新たに第三期を開始し、
各部門は 社会の中の人工物工学研究部門 と 人工物と
人との相互作用研究部門 の2部門に統合しました。
　本センターは設立当初から、人工物がもたらす「現
代の邪悪」の解決を目指すとともに、人間・人工物・環
境の新たな関係の可能性を求めて、学問領域の細分化
による弊害を無くし、従来の方法論にとらわれない取り
組みを行ってきました。
　国際的な観点からは、本センターと類似したスコー
プを有する研究組織が複数存在しますが、その多くは
機械工学を基とした比較的狭い範囲でのモノづくりを
指向しています。一方、人工物工学研究センターは、価
値や共創までもスコープを入れた、広い観点からの人
工物設計をターゲットとし、世界的にも稀有かつ貴重
な組織と言えます。残された課題としては、脱領域化に
改善の余地が残されており、更には脱物質化の成果と
の統合に至っていない点が挙げられます。
　本学におけるセンターの必要性という観点からは、
大学と社会の緊密な関係の構築および持続的なアウト
カムの生成が今後重要なミッションになると考えられ
ます。この中で、研究者自らが社会連携も含めた実社会
における行動・働きかけを積極的に起こすとともに、そ
の中で得られた知見・情報を組織内に場として素早く
循環させていく仕組みの促進が肝要で、大規模組織で
はなく、比較的小規模な全学センターが担当すること
が望ましいと考えられます。
　今後の第三期では、 2つの研究部門への再編成によ
り、人工物の体系化と社会への適用に関して「動的に変
動する個のモデリングに基づく人工物創成の社会技術
化」を目指していきたいと思います。引き続きその設立
目的に則り、人工物工学の概念と定義について国内外
への一層の情報発信、進化、工学的アプローチと人文
社会科学的分野との連携をめざし、教育研究を展開し
て行きたいと思います。さらに、各研究科との連携を深
めると共に日本原子力研究開発機構システム計算科学
センターなど各種公的機関や民間企業との共同研究
を積極的に推進して、国際的連携を重視しながら活動
していきます。

東京大学
人工物工学研究センター長
教授　越塚誠一

Research into Artifacts, Center for Engineering 
(RACE) was established in 1992, aiming at three 
research fields: (1) Design Science, (2) 
Manufacturing Science, and (3) Intelligence 
Science. After10 years, in April 2002, RACE was 
newly reorganized into four new research 
divisions, namely: (1) Life Cycle Engineering, (2) 
Service Engineering, (3) Digital Value 
Engineering, and (4) Co-Creation Engineering. In 
April 2005, RACE moved from Komaba Ⅱ 
Campus and was relocated to Kashiwa Campus. 
Value Creating Initiative division, supported by 
Sumitomo Corporation, was established in 
December 2005. All these divisions were very 
active during the second 10 year period. In 
2012, which is the start of the third period, 
RACE introduced two new divisions: 
Socio-Artifactology and Human-Artifactology.
Even since the establishment, RACE’s research 
objective is to solve problems of “modern evils in 
manufacturing artifacts”. RACE has varied out 
activities, aiming in pursuing new methodologies 
in order to create the unprecedented 
relationship among humans, artifacts and their 
environment, without shackling conventional 
methodologies.
Internationally there are some similar scope 
organizations and their target is mainly 
manufacturing. However, the concepts of RACE 
are wide, since it also includes digital value and 
co-creation. The remaining issues are post fields 
and materialism.
The necessity of RACE in the University of Tokyo 
contains the important mission to construct the 
intimate relationship between the society and 
University. The members of RACE act in 
cooperation with the society, which includes 
rapid analysis of information and necessity in 
the society and immediately improvements to 
return to the society. This methodology is easier 
for the small center comparing to the large 
organization.
In the third period of RACE, one of the targets in 
two divisions is the sociotechnical systems 
construction and analysis using co-creation 
engineering on the basis of individual modeling 
during dynamic variation. Research members of 
RACE, together with graduate schools, have 
explored a new horizon of artifactual 
engineering. We are also planning future 
international collaboration with universities and 
institutes in various countries, as well as 
collaborations with several industries, including 
the Center for Computational Science and 
e-Systems of the Japan Atomic Energy Agency.

Prof. Seiichi Koshizuka
Director of Research into Artifacts, Center for 
Engineering (RACE)
The University of Tokyo
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