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はじめに

米国ビジネススクールにおいて，リサーチ・マネ
ジメントはイノベーションから新しいビジネスを生
むための重要な課題と位置づけられている。すなわ
ち，企業の健全な成長に社内イノベーションは不可
欠であり，常に発見とイノベーションを引き起こす
環境作りが，企業を率いるリーダーの重要な役割と
されている。こういった成長産業での研究開発に対
抗して，大学発イノベーションは競争力があるのだ
ろうか。そもそも，大学という環境でリサーチ・マ
ネジメントは成立するのだろうか。本稿では，一般
的な大学研究室を念頭に，イノベーションを掘り起

こすリサーチ・マネジメントの可能性を考える。

“Knowing Everything About Nothing”

１９８０年代初頭，英国の科学研究をサポートする政
府機関，科学研究評議会および社会科学研究評議会
が共同委員会（Joint Committee of the Science Re-
search Council and the Social Science Research
Council）を結成し，大きな問題解決に乗り出した。
共同委員会の抱えた問題は，研究者の不可思議な行
動であった。研究そのものが大きく進展したり，社
会構成，世界情勢の変化から，新しい研究課題が生
じることがある。それぞれの分野でクリエイティブ
な研究をしてきた自然科学，社会科学系の研究者
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に，新しい研究課題にチャレンジして問題解決を期
待したところ，研究者が全くのってこないというの
だ。研究者とは本来，未知の課題に挑戦する人々で
はないのか。
共同委員会は，ケンブリッジ大学理論物理学者の
ジョン・ジーマン（John Michael Ziman：１９２５－
２００５）に調査を依頼した。当時，ジーマンは量子物
理学研究のかたわら，科学の哲学的考察に関する論
文を発表していて，科学者の行動に注目していた。
それから数年に渡り英国の大学や研究機関をまわ
り，数多くの研究者にインタビューを敢行し
て，１９８７年に調査報告を発表している１）。“Know-
ing everything about nothing”と題する調査報告
では，多くの研究者が「細分化した専門分野」とい
うごく狭い世界に迷い込み，そこに安住している姿
を浮き彫りにしている。
本来研究とは，細切れで出てくる知識のきれはし
を小さなレンガをひとつひとつ積み上げると言った
ような，地味な作業を基礎にしている。南フランス
のバイオ企業が集中するモンペリエ大学から，高速
道路を東に進むと１時間程でスペイン国境にいた
る。この先がカタロニア地方だ。アントニ・ガウ
ディ（Antoni Gaudi：１８５２－１９２６）の遺作サグラダ・
ファミリア教会は，今でも建設中である。聳える４
本の塔を見上げて近寄れば，細かな彫刻や色鮮やか
なタイルのモザイクに気がつく。観光客グループが
絶えると，教会の中はひんやりと静けさが残った。
そして，上の方で無数の職人が仕事をしている気配
に気づくと，息苦しさを感じた。自分の持ち場を無
言で支え，漆喰，タイル，ステンドグラス，金細
工，それぞれに伝統の技術と，さらにはサグラダ・
ファミリアのために新しく考案した方法で，今でも
作業が続いている。ガウディが構想したメインタ
ワーが，現在の塔を遥かに越え高くそびえる完成
を，多分一生のうちで見ることはできないだろう。
建築現場で多くの専門職人が自分の持ち場をそれ
ぞれこなすように，自然科学，生物医療，工学分野
でも，研究者は自分の得意分野を確立し，実験テク
ニックを完成する必要がある。専門分野の細分化
は，研究のジャンル化と言ってよく，ジーマンが懸
念する「細分化した専門分野」は科学や工芸が発達
する際，必要不可欠な進化過程の一つではないか。

研究者のオタク化

大学院で最初にとった講義は免疫学だった。利根
川進がバーゼルからマサチューセッツ工科大学に赴
任して間もない頃だったから，免疫細胞や抗体とい
う概念は今日から比べればシンプルな内容だったと
思う。それでも，Chromosomal Rearrangement や
VH, CH domains 等，初めて聞く英語にノートをと
るにも綴りからして解らなかった。 研究内容が要
求する詳細な専門用語を丸暗記しなくては，専門分
野は説明できないのだ。そして高度に専門化した用
語のいくつかは，実はこの教授本人により命名され
たという経緯を知ることになると，絶望的な状態
だった。まずは専門用語から入るのが建前とは知り
つつ，門外漢にはこんなオタクっぽいことを知らな
いでも楽しく一生を終えることが出来そうな気もし
た。
ちなみに「オタク」とは，１９８３年短期連載コラム
「おたくの研究」で中森明夫が アニメや SFマニ
アをそう呼んで以来，趣味にのめりこんで自室にこ
もる若者を揶揄する言葉として定着したといわれて
いる。研究室にこもり実験を繰り返す研究者の生活
を考えれば，立派なオタクといえるかも知れない。
オタク化した研究者は，その専門分野のエキスパー
トとして活躍することもできるし，オタク集団とも
いえる「学会」や「講座」ごとに分離された縦社会
が，現在の研究を支える構造になっているのは明ら
である。今日，日本製アニメが世界の注目を集める
大衆文化に成長したことを考えると，若者のオタク
化が必ずしもマイナスなファクターになってきたと
はいえない。さらに言えば，二十年をかけてオタク
が市民権を得たと言えるのかもしれない。
繰り返すが，研究者のオタク化自体は，決して間
違った方向ではないと思う。しかし，ジーマンの懸
念は研究者が研究の細部を探るうちに，解決するべ
き問題そのものを見失ってしまうことにある。研究
者が細分化した専門分野に安住し，そしていつの間
にかコンテキストを失うことは，問題解決型イノ
ベーションにとって大きな障害になるというのだ。
すなわち，科学研究での専門分野が孤立した環境に
なってしまうと，その分野だけに通用する研究成果
が生まれ，しだいに外界のコンテキストから絶縁し
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てしまう。研究分野が高度に専門化することで外か
らの干渉を受け付けない壁になってしまうと，オタ
ク化した研究者がガラパゴス・シンドロームに陥る
危険は十分に考慮すべきだろう。

リサーチ・マネジメント１：研究分野の定期的ロー
テーション

イノベーションを目的としている企業研究機関で
は，研究者をそれまでとは全く異なったプロジェク
トに出向あるいは転勤させることがある。ビル・ゲ
イツの後継者としマイクロソフト社のCEOに就い
たスティーブ・ボールマーが，２０１０年当時タブレッ
トコンピュータの開発を担当していたグループを
そっくりウィンドウズのプログラム改編グループに
移動させたことがある。これは商品の優先順位を
トップダウンで決定して資本を集中するという，企
業研究機関では比較的通常の人事異動である。ちな
みに，企業での人事異動は，昇進や賞与といった待
遇とタイアップして，十分可能なリサーチ・マネジ
メントといえる。全ての研究者人事異動がイノベー
ションに結びつくとは考えられないが，研究分野の
異なるプロジェクトを回ることで，研究者のオタク
化を予防することになるかもしれない。ジーマン
は，こういった企業研究所の調査から，大学研究者
もある一定期間をおいて研究分野を変えるべきだと
提唱している。しかしながら，大学という組織の中
で，こういうリサーチ・マネジメントは可能性なの
だろうか。
大学では，研究者のリクルート，昇進といったこ
とから，研究費配分や公費旅行の承認にいたるま
で，一貫性のあるポリシーを設定する必要がある。
しかし，細分化した専門分野での研究内容は，専門
外の研究者には簡単に理解できないほど隔離が進ん
でいることが多い。まして，組織運営を任された管
理者，いわゆる外部の人間にとって，多岐にわたる
専門分野毎に公正なルールを設定することは不可能
と言える。社会環境の変化に対応するために管理者
が設定する短期，長期目標に沿って，研究機関とい
う組織を運営するために，トップダウンで研究者を
専門分野とは異なる新しい分野に人事異動すること
は，大学でのリサーチ・マネジメントとしては不向
きなのではないだろうか。ちなみに，近年タブレッ

トコンピュータ開発を途中で中断したことが，その
後のマイクロソフト社の業績やスティーブ・ボール
マー本人の評価に影を落とすことになる可能性が指
摘されている。企業研究機関でのトップダウン決定
にも，問題があることを浮き彫りにしている。
では，教授職にある大学研究者が，自ら専門分野
を変更することは可能だろうか。利根川進がノーベ
ル生理・医学賞を受賞した功績は，数多くの細菌や
異物を認識できる免疫グロブリンの多様性が，リン
パ球の遺伝子構造そのものの組み替えによるものと
発見したことにある。すなわち，免疫学研究の成果
が評価されたものだ。しかし，その後利根川は専門
分野を脳神経学，行動神経学に急展開した。当時の
インタビューで，その動機は明らかにしていない
が， 脳神経系の研究者との緊密なコラボレーショ
ンが専門分野の変更を容易にしてくれたと述べてい
る。
ジーマンは大学研究者が定期的に専門分野を変更
して，イノベーションに貢献するよう提唱してい
る。こういった成功例が皆無とはいえない。しかし
科学研究費の審査で専門分野の確立が評価対象にな
ることを考えても，大学研究者がまったく新しい分
野へ移行することは容易なことではないと思われ
る。

DNA構造発見：ケーススタディ

１９５０年代初頭，英国ロンドン大学キングス・カ
レッジとケンブリッジ大学でＸ線結晶学の研究対象
として，DNA構造決定が急がれていた。縺れるよ
うな研究者のコミュニケーションは，決して共同研
究とはいい難い。しかし，それぞれの研究者がユ
ニークな役割を果たしていたからこそ，２０世紀最大
の発見が起きたと考えられる。ここでは，その経緯
をケーススタディとして解析を試みてみた。
本稿で規定してきたオタク研究者として真っ先に
挙げられるのが，Ｘ線結晶学のエキスパートであっ
たロザリンド・フランクリン（Rosalind Franklin：
１９２０－１９５８）である。フランクリンが生まれたの
は，ロンドンきっての高級住宅街だ。週末には活気
あふれるノッティングヒルゲートでチューブを降
り，ノースケンジントンまでゆっくり歩けば，そこ
では大都会の喧噪から隔離された瀟洒な屋敷がゆっ

歯科学報 Vol．１１４，No．１（２０１４） ９

― ９ ―



たりとならび，街路樹が陰を落とす。久しぶりに雲
が切れた青空の高いところに軽飛行機のプロペラ音
が遠ざかると，雀の鳴き声が間近に湧き上がった。
街路から石作りのステップを昇り背の高いドアが開
くと，屋敷にはエレベーターがあった。昔から成功
した銀行家が多くこの街に住んでいる。フランクリ
ン家も，ユダヤ系銀行家として経済的に成功し，さ
らに親戚からはロンドン市議を出すという社会的に
も認められた家系だった２）。
フランクリンが入学したケンブリッジ大学は，当
時ようやく女性とユダヤ人を受け入れ始めたばかり
だった。ただし，フランクリンの卒業証書は男子の
ものとは異なっていて，本当の意味での男女平等が
英国の高等教育で実現するまでには，さらに時間が
かかった。父親はフランクリンの大学，さらには大
学院への進学を歓迎していた。しかしながら，研究
者として職をもとめることには疑問を感じていたら
しい。フランクリン家の女性が仕事をしなくてはな
らないという状況ではなかったし，祖母は報酬を受
けずに，恵まれない子供のための学校のチャリ
ティーをしていた。フランクリンは大学院でＸ線結
晶学に出会い，のめり込むように研究に時間と人生
をついやした。石炭の構造を決定した学位研究終了
後はパリへ留学した。そこは第二次大戦が終わった
ばかりで，明るく開放されたカフェが広い並木道を
占領し，日が暮れてからも陽気で甘いアクセントの
パリジャンやフランクリンと同年代のプロフェッ
ショナル達が集まっていた。幼少の頃から習ったフ
ランス語でフランクリンはパリの輝く午後の細かい
雨にもとけこんで，国立化学研究所での黒鉛Ｘ線結
晶学研究を大成功に導いた。ここでグラファイトの
構造を決定している。そして，Nature に３報を含
め数多くの論文を発表し，Ｘ線結晶学という専門分
野では一躍脚光をあびるエキスパートになってい
た３）。フランクリン，２０歳代後半から３０歳の頃であ
る。
この専門分野のテクニックや経験を高く買われ
て，ロンドン，キングスカレッジのＸ線結晶学グ
ループに強く誘われた。パリでの今日でいうポスド
クに終止符を打ち英国に帰国した。DNA構造決定
は，Ｘ線結晶学者フランクリンにとって単に次ぎの
プロジェクトにすぎず，どのようにアプローチする

かは既に決まっていた４）。キングス・カレッジに
は，それまで独自にDNAのＸ線結晶学を研究して
いたモーリス・ウィルキンス（Maurice Hugh Fre-
drick Wilkins：１９１６－２００４）がいたが，新人研究者
のフランクリンが，矢継ぎ早に研究成果をあげてい
るのを目の前にして，ウィルキンスの立場は微妙な
ものになっていった５）。
ジェームス・ワトソン（James Dewey Watson：

１９２８－）は，DNA構造決定に関して，本稿で規定
するオタク研究者では決してない。カトリック系ス
コットランド出身の小さな洋服屋の娘と結婚した父
親は，バードウォッチンングが趣味で，子供の頃か
ら一緒に回っていたワトソンも鳥の名前には詳し
かった。高校を１５歳で終えて名門シカゴ大学に入学
したものの，ワトソン本人が認めているように化学
実験実習で火事をだしたり，手を動かしてデータを
作り出すような実験には向いていないようだった。
シカゴ大学の専門は動物学だったが，大学卒業後遺
伝学をめざしインディアナ大学大学院へ進学した６）。
サルバドール・ルリア（Salvador Edward Luria：
１９１２－１９９１）がインディアナ大学に若い教授として
赴任して，新しい研究室を立ち上げたばかりの頃
だった。分子生物学や細菌学で過ごした者にとって
は，ルリア・バターニ培養液からたちのぼる甘い香
りに，何度調製しても戸惑いを感じた懐かしい名前
ではないだろうか。ルリアの研究は放射線医学，細
菌の突然変異からバクテリオ・ファージへと移りな
がらも，一歩ずつ世代から世代を紡ぐ「遺伝子」の
正体に近寄っていった。ワトソンはインディアナ大
学ルリア研究室で最初の大学院生になった。研究
テーマは，バクテリオ・ファージの放射線障害とい
う比較的地味な内容だった。学位論文を三報を発表
している７－９）。実験内容はこれといって複雑なとこ
ろはなく，放射線照射でバクテリオ・ファージの大
腸菌への感染が減少することを報告している。
ワトソンがルリア研究室で本当に得たものは，ル
リアが持ってきた他大学の研究者とのネットワーク
ではないだろうか。当時，バクテリオ・ファージを
対象とした研究者達が「ファージ・グループ」とい
う強い横のつながりを築いていて，頻繁に未発表
データを交換していた。ファージ・グループの目的
は，染色体の中にあるといわれる遺伝子の正体を明
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かすことにあった。染色体はタンパク質とDNAを
含んでいるから，このいずれかが遺伝子であるはず
だった。ルリア研究室ではしだいに遺伝子DNA説
に傾き，ワトソンはDNAこそが遺伝子であると信
じるに至ったようだ。ワトソンが後に，他の研究室
に垣根を越えて侵入したり，新しいデータを遠慮な
く聞いて回るといった一風変わった行動は，ファー
ジ・グループで育った経緯と無縁ではないと思われ
る。
ワトソンがフランシス・クリック（Francis Harry
Compton Crick：１９１６－２００４）とDNA構造につい
ての論文を発表するまでに，大学院時代の論文や長
続きしなかったコペンハーベンでの最初のポスドク
研究を含め合計五報しか発表していない。ワトソン
とクリックの論文がＸ線結晶学の体裁をとっている
ものの，ワトソンがこの専門分野での業績がある訳
ではなかった。オタク研究者ではないワトソンは，
どのような役割を果たしたのだろうか。

「フローター」という新しい情報ハブ

フランクリンがDNAの構造そのもののを正道で
あるＸ線結晶学的方法で解明しようとしていたのと
対照的に，ワトソンはDNAが遺伝子であることを
証明する事に意欲を燃やしていた。むしろ夢想して
いたというのに近い６，１０）。一般のオタク研究者は，
自分の専門分野で極めた実験方法で問題解決作業を
するところだが，ワトソンはＸ線結晶学の修練には
向いていないようだった。しかし，ワトソンは
DNAに関する情報であれば，盛んに収集してい
た。インターネットなどの文献検索機能がない当
時，ワトソンはヨーロッパでの国際学会を点々と渡
り歩いていたようだ。ある国際学会で招待講演をし
たコロンビア大学教授のアーウィン・シャガフ（Er-
win Chargaff：１９０５－２００２）に，全く無名のワトソ
ンが気軽に問いかけたところ，無視されてしまった
という。シャガフが発見した法則とは，細菌の
DNAの成分解析をするとアデニン（Ａ）とチミン
（Ｔ）の分子数がほぼ同数であり，さらにグアニン
（Ｇ）とチミン（Ｃ）の分子数も類似しているというも
のだ。異なる細菌で調べても，ＧとＣ，そしてＡと
Ｔの数がいつも一定であった。シャガフ本人から話
は聞けなかったが，ワトソンはこの法則を情報とし

てしっかり手に入れていた。
Ｅメールや国際電話がまだ一般的ではない時代，
ワトソンは頻繁に手紙を交換する事で情報収集をし
ていた。英国に来てからもファージ・グループとの
手紙連絡はかかさなかった。ある日，英国グループ
が最大のライバルとしていたカリフォルニア工科大
学のライナス・ポーリング（Linus Carl Pauling：
１９０１－１９４４）がDNA構造を解明したとの噂を聞く
と，戦々恐々の状態だった。そもそもＸ線結晶学
は，鉱物など無機物の結晶構造を決定する方法とし
て開発された。それを最初に生体物質に応用したの
がワトソンが留学していたケンブリッジ大学キャバ
ンデッシュ研究所のローレンス・プラグ（William
Lawrence Bragg：１８９０－１９７１）で あ っ た。コ ン
ピュータがなかった当時，Ｘ線結晶学は実験とデー
タ計算を繰り返す，忍耐の要る作業だった。ブラグ
のもとで赤血球の主要成分であるヘモグロビンの構
造を研究していたが，最終的に結論がでるまでに２２
年かかっている。この間に，カリフォルニア工科大
学のポーリングが，生体内で最も多いタンパク質で
あるコラーゲンの αヘリックス構造を，Ｘ線結晶
学を使って明らかにしてしまった。米国のポーリン
グが，老舗ケンブリッジ大学の鼻を明かせてしまっ
てたのだ。
ワトソンは，偶然にも同じ研究室に大学院生とし
て留学していたポーリングの息子エドから，奪うよ
うに 父親が送って来た論文原稿を借りて読み，発
表前にその内容を把握していた。ポーリングが
DNA三重らせん説で致命的な間違いをしているこ
とに気がついたワトソンは，つぎの電車でロンドン
に向かい，キングス・カレッジでフランクリンの研
究発表を聞きに行った。全く無名のワトソンは競争
相手の内輪の研究発表会でも，さして脅威にならな
いという理由から出入りを許されていた。どうや
ら，フランクリンは新しいデータからDNA二重ら
せん構造説を唱えたようだったが，フランクリンの
オタク研究者特有の些末な事象にこだわった解りに
くい発表だったせいか，あるいは専門分野に暗く詳
細なノートをとらないワトソン本人が悪いのか，
はっきりとは理解できなかった。ワトソンは気軽に
質問するつもりでフランクリンの研究室をたずねた
のだが，結局フランクリンの逆鱗に触れ追い出され
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てしまった。その後フランクリンの未発表データ
は，英国医学研究会議（Medical Research Coun-
cil：MRC）の規約に基づき，MRCから研究資金を
受けている研究室に回覧のかたちで回って来た。ワ
トソンがいるケンブリッジ大学キャバンデッシュ研
究所もその一つだった。
図１に当時のワトソンと情報の流れをまとめてみ
た。ワトソンは 足しげく学会や研究発表会に参加
したり，盛んに手紙の交換をしたりして，情報が集
積する状態にあったようだ。研究室にこもって実験
をするオタク研究者に対して，本稿ではワトソンを
「フローター」と規定する。フローターとは専門分
野を持たない反面，多くの分野からの情報を集積す
る事で，解決するべき問題のコンテキストをしっか
りと押さえることができるのではないだろうか。ガ
ラパゴスから外に出て，世界中をまわるような状態

を考えている。

リサーチ・マネジメント２：オタクとフローターの
組み合わせ

本稿の目的は，大学研究室という規定の中でイノ
ベーションを開拓するためのリサーチ・マネジメン
トが可能かどうかを検討する事にある。極端に単純
化した構図を示すとすれば，ひとつの専門分野に明
るい「オタク研究者」と，広い範囲から情報を収集
する「フローター」型の研究者をそれぞれの特質を
生かして組み合わせるというマネジメント法がある
かもしれない。
例えば，ある専門分野でオタク研究者となってい
ても，他の専門分野では十分にフローター研究者に
なりうることを考えると，近年さかんに奨励されて
いる異なる専門分野間でのコラボレーションのリ

図１ １９５０年代初頭に英国でDNA構造発見の過程で，キングス・カレッジのロザリンド・フランクリンを「オタク
研究者」と規定した場合，ケンブリッジ大学のジェームス・ワトソンが果たした役割を検討した。その結果，ワ
トソンは広い範囲から情報を収集しＸ線結晶学の方法で得られたデータにコンテキストを与えた「フローター研
究者」であったと提唱したい。
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サーチ・マネジメントとして活用できると考えてい
る。すなわち，自分の専門分野に暗い他の分野の研
究者をフローター研究者として歓迎し，彼らが持つ
情報からイノベーションのヒントを得るという方法
である（図２Ａ）。オタク研究者にとって，他の分野
でフローター研究者として振る舞うのは決して容易
い事ではない。コラボレーションでお互いの専門分
野を守るということではなく，積極的にオタク研究
者とフローター研究者の役割を意識的に交換して新
しい発見につなげていく必要がある。
教授本人がフローター研究者になるのに抵抗があ
る場合，異なる専門分野間でのコラボレーションに
大学院生をフローター研究者とし活躍する場を作る
リサーチ・マネジメントもある（図２Ｂ）。UCLA

生体工学NeuroEngineering プログラムでは，大学
院生には脳神経学系の教授を最初に探し，その専門
分野でのプロジェクトに適するような工学系の教授
をさらに探すように指導している。専門分野が異な
る教授がすでにコラボレーションをしている例もあ
るが，多くの場合大学院生のアプローチではじめて
コラボレーションにいたる例も稀ではない。少なく
とも二つの異なる専門分野を自由に出入りできる新
しい研究者を育てようという意図である。大学院生
が脳神経学系，工学系のいずれかの一方でオタク研
究者に育つ過程で，フローター研究者の役割を果た
すことが解った。指導教授が聞き役にまわること
で，フローター大学院生が手に入れた多方面の情報
をイノベーションに直結することが期待できる。
近年，大学管理運営に関わる政府関係者や大学当
局が横のつながりを促す多くのプログラムを発信し
て，とくに海外研究機関との交流を奨励するプログ
ラムが盛んに展開している。海外からの研究者を受
け入れる際に，ある一定期間積極的にフローター研
究者として参加してもらうのも良いかもしれない
（図２Ｃ）。この他にも，学部学生の研究ローテー
ションや高校生のアウトリーチプログラムとして，
短期間のビジターが研究室に参加することがある。
彼らとの丁寧な対応で，実験参加もさるものなが
ら，フローター研究者として情報ハブの役割を与え
ることも可能だろう。
フローター研究者の神髄は情報ハブとして，多方
面の情報を集積して研究室で得るデータにコンテキ
ストを与える事にある。情報収集力とその中からヒ
ントを得る感性が重要になってくる。すべてのビジ
ターがフローターとして活躍するとは期待できない
ものの，せっかくの機会を活用できるようなシステ
ム作りが，まさしくリサーチ・マネジメントの核心
といえる。

まとめ

本稿では，イノベーションを生み出すための組織
作りというテーマで，大学研究室で可能と思われる
リサーチ・マネジメントについて議論した。専門分
野に深く精通した「オタク研究者」と，広い範囲で
の情報収集力を持ちデータにコンテキストを与える
「フローター研究者」というコンセプトを提唱し

図２ フローター研究者を巻き込むリサーチ・マネジメン
ト例。Ａ．専門分野の異なる研究室でコラボレーショ
ンをする際，オタク研究者である一方，専門外の分野
ではフローター研究者にもなりうる。Ｂ．大学院生を
専門分野の異なる研究室で教育する際，大学院生が情
報ハブとしてフローター研究者に適していることが多
い。Ｃ．現在存在する短期ビジターに，フローター研
究者としての役割を積極的に果たすような環境作り
は，相互に有益である。
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た。オタク研究者がフローター研究者の役割を果た
したり，現在存在するビジタープログラムを活用す
るなどして，リサーチ・マネジメントとして機能す
る可能性を模索している。
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