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横断型基幹科学技術研究団体連合 
 －横幹連合－ とは： 

• 横幹連合は文理にわたる学会の集まりです。2003
年に発足以来、40前後の学会を会員としています。 

• 各専門分野を横断する基幹の科学技術を軸に知
の統合を図っていくことを、「ものつくりからコトつく
りへ」、「要素からシステムへ」と言う形で提唱し、
複雑で多様化している現代の人間・社会の諸問題
へ対応する活動をしています。 
 

横断型基幹科学技術とは、システム科学、シミュレーション学、モデリング学、
情報学、設計科学など、各専門分野を横に貫き、論理を基盤として論理を
構成するための諸科学技術の総称です。 



横幹連合現況： 
      会員37学会（2015年11月現在） 

応用統計学会，可視化情報学会，形の科学会，経営情報学会， 
計測自動制御学会，研究・技術計画学会行動経済学会， 
国際数理科学協会，システム制御情報学会，社会情報学会，  
スケジューリング学会，精密工学会，日本ＭＯＴ学会， 
日本応用数理学会，日本オペレーションズ・リサーチ学会， 
日本感性工学会，日本経営工学会，日本経営システム学会， 
日本計画行政学会，日本計算工学会，日本シミュレーション学会， 
日本シミュレーション＆ゲーミング学会，日本情報経営学会， 
日本信頼性学会，日本生物工学会，日本生体医工学会， 
日本知能情報ファジィ学会，日本デザイン学会日本統計学会， 
日本人間工学会，日本バーチャルリアリティ学会， 
日本バイオフィードバック学会，日本品質管理学会， 
日本リアルオプション学会，日本リモートセンシング学会， 
日本ロボット学会，ヒューマンインタフェース学会 





横幹連合震災克服プロジェクト： 

• 2011.4.25 横幹連合緊急シンポジウム「強靭な社会インフラの再構築に向けて

科学技術は何をなすべきか」 
 （声明「震災の克服と強靭な社会の再構築に向けて」（2011.5.2）を公表。） 

• 2011.9～2012.7 第31回～第35回横幹技術フォーラム「東日本大震災からの復

旧・復興・支援活動を考える連続フォーラム」 

• 2011.12～2013.4 横幹連合プロジェクト「横幹連合会員学会の震災克服調査研

究の連携による強靭な社会の再構築に向けた横断型基幹科学技術の展開」－

文理にわたる各学会の震災復興に関する調査研究活動を連合傘下の学会で

共有し、その連合体として復興研究の推進のための場を構築する 

• 2012.11. 第4回横幹連合総合シンポジウム「横幹技術と日本再生～知の融合で

目指す強靭で持続可能な社会～」 

信頼性が大きく揺らいでしまった社会インフラのソフト面を強靭なものへ再構築し
ていくことに、各会員学会が結束・連携して取り組んでいくことを確認し、下記のシ
ンポジウム、フォーラム、学会連携プロジェクトを推進してきました。 



・稀確率リスクへの対
応（応用統計） 

・安全社会システムの
ためのマネジメント：
学術，標準等（応用統
計） 

・システム信頼性（応用
統計） 

・科学技術は復興に役
立つか（研究計画） 

・危機状況下でのマネジメ
ント（研究計画） 

・地域産業復興（OR) 

・科学技術不信の下で
の科学技術コミュニ
ケーション（研究計画） 

・災害対応ロボット技術（システ
ム情報，ロボット） ・原子炉シミュレーション（シ

ミュレーション） 

・事故調査理念（人間
工学） 

・リモセンデータ
提供（リモセン） 

・リモセンによる予兆監
視，減災対策（リモセ
ン） 

・災害時コミュニケー
ション（HI) 

利用者 

行政 

社会 
インフラ 

基盤 
技術 

・行動経済学で地震に備
える（行動経済） 

・デザインに何ができ
るか/タイムアクシス
デザイン(デザイン） 

・震災とVR/災害問題
特別委（VR) 

市民 

物理インフラ 

その他1 

その他2 

・産業再興のための技
術経営（研究計画） 

・災害と経営情報基盤（経
営工学） 

・品質関連支援MAP&サプライチェ
イン（品質管理，品質工学） 

企業 

・健康リスク（統計，
応用統計） 

・サルベージアルバ
ムオンライン/思い

出想起（社会情報
/HI） 

・科学的評価と人間行
動（統計，応用統計） 

・震災ストレス（バイ
オフィード） 

・助けるインタ
フェース（HI) 

・看護インタ
フェース（HI) 

・災害における情報支援
（経営情報） 

・災害に強いプラント・社
会の構築（ビジョン・制御
技術）（SICE） 

・都市のOR研究（OR) 
・災害報道と行動計
量学（行動計量） 

・防災通信システム（シ
ミュレーション） 

・災害情報
（経営情報） ・コミュニティラ

ジオ（社会情
報） 
・災害時の情報共有（社会情報） 

・社会インフラ企業へ
のアンケート（品質
管理） 

ソフトインフラ 

（ ）：学会名 
HI: Human Interface 
VR: Virtual Reality 

・官の情報システム（経営情報） 

・リスク考慮計画（スケジューリング） ・帰宅困難調査
（OR） 

・エネルギー環境戦略（リア
ルオプション) 

・産業自立イノベーション（研究計画） 

会員学会の震災克服への取組み 



WG-A 生活における社会の強靭性の強化 
検討課題 ・地震などの自然災害の予報、速報の精度向上。災害・被害の予測精度の

向上及び減災方法の確立。 
・我が国における過去の災害とその復興の検証。 
・高齢化社会に対応した先進防災救助システムの構築。 
・人間中心・高齢者受容のサービス提供とその構築へのユニバーサル参画
のしくみの提案。 

・農水産工商医連携ビジネスの枠組みの開拓。 
WG-B 経営の高度化と強靭性の強化 
検討課題 ・事業継続計画(ＢＣＰ)、災害からの産業の回復の最適な戦略や工程構築。 

・物流、移動、水、エネルギー、情報通信などの社会サービス基盤のシステ
ム化と安定化。 

・社会インフラストラクチャの個別最適から全体最適への転換による、強靭な
社会づくりの構築。 

・社会インフラストラクチャに関する情報共有と相互依存性の解析。 
WG-C 環境保全とエネルギー供給における強靭性の強化 
検討課題 ・持続性の評価法に関する枠組みの開発。 

・再生可能エネルギーの安定供給化。 
・エネルギーの多様化における問題の洗い出し、そして、環境問題との整合
の検討 

・地域における水循環システムの構築、淡水化プラントの構築など水事業の
安定化。 

横幹連合プロジェクト「横幹連合会員学会の震災克服調査研究の連
携による強靭な社会の再構築に向けた横断型基幹科学技術の展開」 



震災克服連携活動への会員学会からの委員登録 

応用統計学会 1 
経営情報学会 1 
システム制御情報学会 1 委員会として参加 
日本オペレーションズ・リサーチ学会 3 
日本感性工学会 3 
社会情報学会 6 
日本デザイン学会 6 
日本バーチャルリアリティ学会 2 
日本リモートセンシング学会 1 
ヒューマンインタフェース学会 1 

小計 25 
経営情報学会 4 
スケジューリング学会 ２ 
日本オペレーションズ・リサーチ学会 1 
社会情報学会 9 
日本品質管理学会 2 

小計 18 
経営情報学会 1 
計測自動制御学会 3 
システム制御情報学会 1 委員会として参加 
日本オペレーションズ・リサーチ学会 1 
社会情報学会 3 
日本リアルオプション学会 9 
日本リモートセンシング学会 1 

小計 19 

学会名 登録数 備考 
WG-A 
生活における
社会の強靭化 

WG-B 
経営高度化と
強靭化 

WG-C 
環境保全と 
エネルギー 
供給の強靭化 

WG 



研究の成果 
強靭な社会の再構築に向けた下記の答申、提言をまとめ、
公表した。 
 A: 生活における社会の強靭性の強化 B:経営の高度化と企業・行政組織の強靭性の強化 C:環境保全とエネルギー供給における強靭性の強

化 

検討課題 
・地震などの自然災害の予報、速報の精度向上。災害・被害の予
測精度の向上及び減災方法の確立。 
・我が国における過去の災害とその復興の検証。 
・高齢化社会に対応した先進防災救助システムの構築。 
・人間中心・高齢者受容のサービス提供とその構築へのユニバー
サル参画のしくみの提案。 
・農水産工商医連携ビジネスの枠組みの開拓。 
 
第一回会合（統数研八重洲サテライト）  
 榎並和男（日本バーチャルリアルティ学会／NICT）、天野徹（日
本社会情報学会／明星大学） 
第二回会合（統数研八重洲サテライト） 
 廣井悠（日本OR学会／名古屋大学）、有馬昌宏（経営情報学会
／兵庫県立大学）、 
 笠博義（日本リモートセンシング学会／間組） 
・第４回横幹連合総合シンポジウム 
1.天野徹（明星大学）：コミュニティ・ネットワークで実現する大災害
に負けない強靭な社会システム 
2. 有馬昌宏（兵庫県立大学)：自主防災組織の現状とICTによる支
援の可能性 
3. 榎並和雅（(独)情報通信研究機構）：災害復興とバーチャルリア
リティ技術 
4. 笠博義*（㈱間組），小島博幸，伊東明彦（宇宙技術開発㈱）：大
規模災害時におけるSNSによる空間情報の活用 
5. 廣井悠（名古屋大学）：東日本大震災時の人間行動に関する調
査研究 
・計測自動制御学会 システム情報部門 学術講演会 
 [セッション：東北大震災の復興プロジェクト」 
1. 出口光一郎（東北大学）：横幹連合における東日本大震災の復
興への取組について 
2. 廣井悠（名古屋大学）：震災における都市内の人の移動につい
ての調査研究 
3. 長谷川孝博*（静岡大学），八卷直一（静岡大学），大場允晶（日

本大学）：震災復興における安否情報システムについての課題と
横幹連合の取り組み 
4. 安岡善文（東京大学（名誉教授））：震災復興における持続可能
な環境・エネルギー社会の構築：横幹連合からの提案 

ワーキンググループ１：俯瞰図、ERM＆BCM 
(1)経営の高度化には，震災を踏まえ、リスクマネジメントを含めた経
営戦略や経営判断が必要であるという観点でシステムを分析し，「リ
スク選好プロセスの追加」と「リスク俯瞰図」を提案した。 
(2)サプライチェーン全体の業務プロセスを把握しリスクポイント特定
や代替ルート策定が必要。 
(3) 「経営戦略のリスクマネジメント」で，日本企業が成功するために

，３つの立ち位置を決めて新しい概念と方法論とシステムを開発する
こととした。 
(4) WG-Bの結果と提起された課題は、横幹連携研究（リスクマ
ネジメントと経営高度化）へ引き継いで、研究活動を継続して
いく。 

ワーキンググループ２：強靭なサプライチェーン 
(1)事例研究：「直接被害」と「間接被害」の実態と現状復帰へ
の対応，製造現場と連動した顧客接点回復活動を分析し，今後
の産業企業の自然災害における「間接被害対応課題と今後の対
応策」を提示。サプライチェーン全体を俯瞰した現状復帰の姿
を提示した。 
(2)災害からのサプライチェーン復元力と情報技術の役割につい
て，サプライチェーン上のクリティカルパスに対して適切なス
ペア能力を持たせるロバストな復元を提案した。 

ワーキンググループ３：自治体の危機管理 
(1)自治体ＩＣＴ-ＢＣＰの現状と課題について， 
・震災前の戸籍・住基システムのバックアップ体制では今回の
大規模広域災害を想定したものではなかった． 
①バックアップ周期の問題 
②各自治体で異なる業務ルーチン，運用形態の違い有 
③「自治体クラウド」追加検討要 
(2)バックアップ体制の方法について，戸籍システムと住基シス
テムの現状を分析した． 
(3)震災復興における安否情報システムについての課題について
，低価格のクラウドサーバーで，IDやパスワードの入力を伴わ
ない簡便な認証方式を利用した静岡大学の安否確認システムを
事例に挙げ運用を検証。安否確認システムの成功要因の解析を
行った 

持続性の評価法に関する枠組みの開発 
東日本大震災・原発事故がもたらした影響は、持続可能性、持続
可能な社会の在り方やその指標化の再検討が喫緊の課題であ
ることを示した。 
  巨大災害への備え、ハード・ソフト・コミュニティの対策 
  エネルギー問題と温暖化問題 
  科学技術の在り方、予知・予測 
・グローバルリスク・ローカルリスク、安全・安心の計測と 
指標化（低確率・高影響のイベント）、最悪シナリオの検討が必要
である。 
・低炭素、循環、自然共生社会の基盤となる安全・安心社会を
人々は強く望んでいる。 
 
再生可能エネルギーの安定供給。エネルギーの多様化における
問題の洗い出し、そして、環境問題との整合の検討 
1. 集中→分散 
2. 同質(Homogeneous)→異質(Heterogeneous) 
3. 安心性（安定性）→可能性（柔軟性・発展性） 
4. 単階層→重層構造 
•耐災害性を有する人間・自然共生型EMS設計 
•回復力と発展力を有する次世代EMS設計 
 
・地域における水循環システムの構築、淡水化、プラントの構築
など水事業の安定化 
 
地域における廃棄物処理と循環システムの構築、バッファー機
能としての一次仮置場、処理機能としての二次仮置場の確保
可能なオープンスペース 
〇広域処理のための海上輸送用の港湾機能 
〇最終出口としての大規模処分場の確保 
〇分散型生活排水処理システム 
〇多様な動脈産業での受入機能（平時からの技術的対応力必
要） 



震災復興活動を通して確認されたこと 
 今般の大震災で信頼性が大きく揺らいでしまった社会インフラ

のソフト面を強靭なものへ再構築していくことに、横幹連合の理

念の下で各会員学会が結束・連携して取り組んだ。 

そこでは； 

• 複雑で多様化している人間・社会の諸問題への対処には細分

化された科学技術をシステムとして統合する必要のあること、 

• 間口の広がった人間・社会の様々な課題に個別の科学技術で

は対応できなくなっていること、 

• そのため分野を横断する取り組みが急務であること、その基盤

となるシステム科学の振興を図るべきこと、 

が確認された。 
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