


本年報では 2015年度の成果を中心に、

東京大学政策ビジョン研究センターの

最近の研究や話題をご紹介しています。
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各研究ユニットより
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コラム・備忘録

政策提言

表紙（海波の多様な表情）
本号では、研究活動と政策提言をこれまでより拡充して御紹介しています。
当センターのさまざまな活動の形があらわれた情報発信の媒体としてご覧いただければ幸いです。
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政策ビジョン研究センター

は、現実の社会における課

題解決のための政策の選択肢を提

言・発信していくことを目的とし

て、2008年に設立された組織です。

社会に対する大きな責務を担う東

京大学の中にあって、現在、特に、

限界が見えた現代社会の仕組みに

代わる次世代の仕組みを構想し、それを世界に向かって発信

していくことが求められています。こうした期待に応えるた

め、総合大学としての東京大学の利点を活かして、単一分野

の学理だけでなく、多分野における研究成果を結び付け、課

題解決に必要なエビデンスを生み出すための分野横断的な研

究を進めるとともに、分野や組織を超えた交流のための「場」

の形成を行っています。

　より具体的には、主要な 5つの研究部門において、ナノテク、

ナノバイオ、サステイナブル・エネルギー、ジオエンジニア

リング、薬理学、人工知能、イノベーション学、知財マネジ

メント、複合リスク、国際金融、国際政治、行政学、科学技

術政策、文化・芸術などの領域の研究者が、分野を超えて混

じり合い、我々が研究ユニットと呼ぶ研究チームを構成して、

国際的な学術コミュニティや社会と連携をしつつ、解決すべ

き課題の探索や課題に対応した学際的な研究を進めています。

また、センターは、同時に、研究フィールドの提供を通じて、

「社会構想マネジメントを先導するグローバルリーダー養成プ

ログラム（GSDM）」を初めとする、高度の専門性と世界的な

視野や行動力とを兼ね備え、知の協創を主導する「知のプロ

フェッショナル」の育成にも貢献をしています。

　このようなセンターの活動への一層のご協力、ご支援をお

願い致します。

2016年 6月 24日

東京大学政策ビジョン研究センター・センター長     坂田一郎

20世紀は、自然科学のあら

ゆる分野で飛躍的な発展

が見られ、技術が多方面に展開し

た時代となりました。そして、こ

れらの科学と技術の革新によって、

人類の活動範囲は桁違いに拡大し、

社会は姿を変え、そして、人類は

かつてない大きな力を得ることと

なりました。

　一方で、現代社会を支える基本的な仕組みの限界も露わに

なってきています。地球環境の劣化、資源枯渇、地域間格差

といった地球規模の課題はより顕在化し、また、世界情勢は

より不安定になっているように感じます。より大きな力を得

た人類がどのようにして、安定で平穏な社会を構築するの

か、その道筋は明らかにはなっていません。私は、多様な人々

が尊重しあいながら協力して経済を大きく駆動する新たな仕

組みを生みだすことが必要だと考えています。この新しい仕

組みを駆動するものは人々の知恵に他なりません。すなわち、

知恵が経済を動かす社会です。そこに移行できるのかどうか、

人類社会は今、分岐点に立たされていると捉えています。日

本には、アジアの先進国として、それを先導する歴史的責務

があり、東京大学はそれに対し重要な貢献をすべきだと考え

ます。

　政策ビジョン研究センターには、先に述べたように限界が

見えた現代社会の仕組みに代わる次世代の仕組みを構想し、

それを世界に向かって発信する役割を担ってもらいたいと考

えています。これには、世界的な視野で多様な知を結び付け、

知の協創を行うことが欠かせません。東京大学の多様な組織・

分野が持つ学知を全学的に一層結びつけるとともに、海外の

研究機関や課題解決の現場とも連携関係を深めることで、多

様な知恵を持った人々が結集する国内外ネットワークの「ハ

ブ」として、このセンターが発展することを期待しています。

2016年 1月

東京大学総長     五神真

東京大学総長メッセージ／センター長挨拶
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構成人数と外部資金状況

センターのあゆみ
　政策ビジョン研究センターは、「東京大学アクションプラン

2005–2008」を受け、2008年に総長直轄組織として設立されま

した。未来社会に貢献しうる新たな選択肢としての「政策提言」

を提示するため、東京大学の多様な知的成果を結集して、分

野横断的に研究を行っています。研究ユニット等の研究活動

の成果を会議やウェブサイト、メディアを通して発信し、法

改正等につながるキーワードも多数生み出して参りました。

　2010年には 3年毎に行われる組織評価の結果を受けて時限

延長となり、2012年 3月には本郷キャンパス赤門の隣に新し

く建てられた伊藤国際学術研究センターに拠点を移しました。

2013年 4月には東京大学が国立大学法人化してから初めてで

きた全学センターとなり、10年ぶりに新設された部局となり

ました。これまでに 18件の提言および、震災復興提言 32件

を含む約 730件の政策レスポンスをメディア・政策カンファ

レンス等で発信しています (2016年 3月 31日時点 )。
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55人

2008（平成 20）年 7月 政策ビジョン研究センター創設

2010（平成 22）年 12月 組織評価時限延長

2012（平成 24）年 3月 伊藤国際学術研究センターへ移転

2013（平成 25）年 4月 全学センターとしてリニューアル

沿革
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政策提言の方法
　政策に関する研究を行う単位を「研究ユニット」、具体的な

社会実証の研究を行う単位を「研究実証プロジェクト」と呼び、

研究に基づく政策提言は同単位を主体として行います。

　研究は、受託研究や寄付講座等のプロジェクトを母体とし

て構築します。また、社会的に認知されていなくても、研究

者の観点から見て将来生じることが予測される重要な課題に

ついては、センター独自の研究ユニットもしくは研究実証プ

ロジェクトを立ち上げて探究します。

　政策の選択肢の提示に当たっては、客観的なデータに基づ

きメリット・デメリットを明示しつつ、複数の可能性を示す

ことで、実際の政策決定を支援する情報を提供することを原

則とします。

研究部門
　政策ビジョン研究センターはこれまでに拡大してきた全学

的特徴と、学内外のネットワークをさらに強化する機能を担

うため、2013年に全学センターとして新たなスタートを切り

ました。これにあたり、社会的課題の重要性を考慮し、主要

な 6つの研究部門を設置しました。今後は発信をベースにし

つつ、同時にそれを研究の生産プロセスのほうにもつなげて

いくということが、私たちの新しい課題だと考えています。

センターの活動
　政策ビジョン研究センターは、様々な課題について学内の

多様な部局の多分野の専門家からなる研究ユニットおよび、

研究ユニットにおける研究結果を基礎に現場における実証を

試みる研究実証プロジェクトを設置し、これらを研究単位と

して、課題の解決に結びつく研究情報の交換、提言の作成を

行っています。

　当センターは、東京大学における多様な部局における研究

と外部の課題情報を結合させるハブとして機能してきました。

また、国際的なネットワークを構築してきています。

　センターの運営に関しては、毎月開催される運営委員会が

研究ユニット等の設置や政策提言等の重要事項について審議

します。政策提言へ向けての研究は、所属する教職員の企画

調整の下に、各研究ユニットおよび研究実証プロジェクトに

参加する研究者が担当しています。

政策提言・シンポジウム・刊行物 . . .

学
部
・
研
究
科
・

研
究
機
構     東 京 大 学

政策ビジョン研究センター

研究ユニット

研究実証
プロジェクト

大学・研究
機関

メ
デ
ィ
ア

官公
庁

企業

NPO, NGO

活動の概念図

政策に関する提言をセンターが自ら発信するとともに、学内の様々

な部局等による研究成果からアイディアを汲み上げ、政策の選択肢

として社会に発信します。

多様な研究者を擁する総合大学の利点を生かし、多分野のネットワー

ク構築によって、それぞれの分野単独では発見できないような課題

の探知とそれに対する総合的な解決策を模索します。

多角的な研究発信を行うために、学内の諸部局をはじめ、官庁、企

業、マスメディア、NPO、その他の組織とネットワークを形成し、

相互の交流と政策研究の活性化を図ります。

センターの役割
● 東京大学の研究成果を活かした政策の選択肢の発信

● 多分野のネットワーク化による課題の探知

● 学内外の組織との交流による政策研究の活性化

組織概要
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（併記は各ユニット責任者）

大学と社会システム研究部門

● 大学ビジョン研究ユニット
     坂田一郎 教授（工学系研究科、政策ビジョン研究センター長）

● 大学と社会に関する研究ユニット
     渡部俊也 教授（政策ビジョン研究センター）

大学における知識マネジメントのあり方について、知的財産、

安全保障貿易管理、組織マネジメント、人材育成といった具

体的側面にも焦点をあてつつ研究する。

イノベーション制度研究部門

新たなイノベーション環境に適切に対応し、イノベーション

を促進する制度のあり方について、経済、技術、社会等の多

面的な観点から研究する。

● 知的財産権とイノベーション研究ユニット
     渡部俊也 教授（政策ビジョン研究センター）
     坂田一郎 教授（工学系研究科、政策ビジョン研究センター長）

● ナノテクノロジーイノベーション研究ユニット
     坂田一郎 教授（工学系研究科、政策ビジョン研究センター長）
     古月文志 特任教授（政策ビジョン研究センター）

● 航空政策研究ユニット
    鈴木真二 教授（工学系研究科）

技術・リスクガバナンス研究部門

科学技術利用、自然災害、金融市場、エネルギー、宇宙のリ

スクや政策上の問題等に対して、さまざまな専門分野や多様

な実践に基づく知見を俯瞰的に構造化し、社会的意思決定を

行うための仕組みや政策手段について研究する。

● 技術ガバナンス研究ユニット
     城山英明 教授（法学政治学研究科、公共政策大学院院長）

● 社会的合意形成支援研究ユニット
     松浦正浩 特任准教授（公共政策大学院）

● 複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット
     城山英明 教授（法学政治学研究科、公共政策大学院院長）

● テクノロジーアセスメント実証プロジェクト
     城山英明 教授（法学政治学研究科、公共政策大学院院長）

● 国際エネルギー分析と政策研究ユニット
     坂田一郎 教授（工学系研究科、政策ビジョン研究センター長）
     芳川恒志 特任教授（公共政策大学院、政策ビジョン研究センター）

宇宙政策・サイバーセキュリティに関する外交安全保障
シンクタンク形成プロジェクト
    城山英明 教授（法学政治学研究科、公共政策大学院院長）

共同研究・寄付研究等研究部門

● 大学連携による政策シンクネット研究実証プロジェクト
     城山英明 教授 ( 法学政治学研究科、公共政策大学院院長 )

高齢化社会や医療イノベーションに対応する多様な政策領域

における多様な政策手段に関する比較検討を進め、総合的な

政策・制度の在り方について研究する。

● 医療機器の開発に関する政策研究ユニット
     林良造 客員教授 ( 公共政策大学院 )

● 健康経営研究ユニット
     尾形裕也 特任教授 ( 政策ビジョン研究センター )

● 市民後見研究実証プロジェクト
     牧野篤 教授 ( 教育学研究科 )

高齢化社会制度・医療イノベーション研究部門

多様化する安全保障研究部門

軍事力だけではなく食糧やエネルギー、経済や人的交流を含

む多角的な観点から安全保障の在るべき形について、国際比

較を踏まえて研究する。

● 安全保障研究ユニット
     藤原帰一 教授（法学政治学研究科）

研究部門
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プロジェクトを開始した。その目標の一つは、東京オ

リンピックが開催される 2020年までの除染に貢献する

ことであり、理論的予測と実験での実証という両面か

らアプローチしている。プロジェクトで行っているい

くつかの研究のうち、「除染スポンジ」の開発について

紹介する。

海水の除染では塩化ナトリウムが邪魔
　拡散しているセシウムは、現実的にはやはり表層か

ら除染していくべきである。ただ、一個のイオンであ

るセシウムは非常に小さく、また地中・水中に散らばっ

ているため、回収は容易ではない。また、通常存在し

ているセシウムに似た物質も、除去の障害になる。例

えば、海水の 3%は塩分つまり塩化ナトリウムであり、

海水中ではナトリウムイオンと塩化物イオンになる。

このナトリウムイオンとセシウムイオンは非常に性質

が似ていることに加え、かつナトリウムイオンはセシ

ウムイオンの何億倍も存在する。そのため、選択性の

低い除染材を用いる場合、海水を除染する場合はまず

塩分を取り除いてからセシウムを除くことになる。こ

れは非常に難しい作業だ。

　こうした状況の中で、塩分があってもセシウムだけを

効果的に除去できる（高い選択性を持つ）方法を考案し

ようというのが、このプロジェクトの出発点であり、結

果として、「除染スポンジ」を開発することができた。

　「除染スポンジ」とは、ほかに似た物質があってもセ

セシウム除去に効果があることで知られた青の顔料・プルシ

アンブルー。葛飾北斎の絵をヒントに、ナノ材料開発技術を

用いて除染スポンジが開発された。

この記事は、ナノテクノロジーイノベーション研究ユニットのメン

バーにインタビューをもとに構成したものです。

　2011年 3月 11日の東日本大震災に際し、福島第一原

子力発電所の原子炉から大量の放射性物質が飛散し、土

壌や水が広範囲に汚染される事態となった。現時点にお

いてもまだ、住民の方々の帰還、農業の復興等のために、

汚染された土壌や水を除染することは、大きな社会的課

題となっている。

　放射性物質のうち、特に除染が必要なのはセシウム

だ。セシウムは水に溶けるため、雨によって、表層から

地中 30cmぐらいまで浸透していく。土に浸透する過程

で、土中にある粘土や鉱物などのさまざまな構造の隙間

にセシウムが入り込み、地下水、河川水、海へと流出す

る。海に流れ出た放射性物質は、プランクトン、魚など、

食物連鎖全体の汚染につながり、国際問題に発展するお

それもある。まずは土を除染し、セシウムが地下水、そ

して海へと流出することを防がなければならない。

　この問題に対応するため、政策ビジョン研究センター・

ナノテクノロジーイノベーション研究ユニットでは、農

林水産省農林水産技術会議からの助成を受けて、2014

年から、革新的技術創造促進事業「工学との連携による

農林水物由来の物質を用いた高機能素材の開発」という

北
斎
の
青
と
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
で
、
被
災
地
の
水
や
土
を
除
染
す
る

除染スポンジ

〔インタビュー〕ナノテクノロジーイノベーション研究ユニット
                               坂田一郎・渡部俊也・古月文志・杉山昌広・磯貝明・森純一郎・松田尚子・佐々木一

〔聞き手〕佐藤多歌子      〔編集〕藤田正美・佐藤多歌子

研
究
成
果
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シウムだけを選択的に吸着する材料を開

発し、それをスポンジ状に加工したもの

である。見た目は普通の食器を洗うスポ

ンジのような感じで、きれいなプルシア

ンブルーの色である。スポンジの性状の

自由度は高いことから、やわらかいもの、

少しかたいものなど、数種類出来上がっ

ている。形状は、用途に応じて様々に変

化させることが可能だ。スポンジを電子

顕微鏡でみると、10の -10乗メートル

という、きわめて小さいナノ材料ででき

ている。ここで使われている 3つの主な

ナノ材料は、紙の成分であるセルロース、

青の顔料であるプルシアンブルー、スポ

ンジになる高分子ポリマーである。それ

らの分子を組み合わせて大きくし、スポ

ンジにしている。

セシウムを閉じ込めるプルシアンブルー
　人間の体内に入ってしまったセシウム

を体から除去するに有効な薬は、世界に

1つしかない。それは、青の顔料、プル

シアンブルーだ。水溶性なので、摂取後、

尿などと一緒に体外に排出され、安全性

も高い。実はプルシアンブルーがセシウ

ムを吸着するという性質自体は以前から

から知られており、チェルノブイリ原発

事故の後も、使用されていたと聞いている。

　プルシアンブルーは、人間が初めて

作った合成顔料だ。なぜこのプルシアン

ブルーが、セシウムを吸着するのか。プ

ルシアンブルーの分子構造を見るとそれ

がわかる。プルシアンブルーの分子には

小さな部屋がたくさんあるが、この部屋

のサイズは、あつらえたかのようにセシ

ウムの分子のサイズとぴったりで、セシ

ウムを捉えるのだ。ナトリウムなどのよ

く似た物質がこの部屋に入っても外に出

てくるが、セシウムはいったん入ってい

くと、出られなくなる。このナノサイズ

の小さいポケットを使って、セシウムを

除去するのである。

　この性質は除染という面では非常によ

いものであるが、除染作業への適用を考

えた場合、プルシアンブルーが水に溶出

してしまうという性質を修正することが

不可欠となる。たとえばプルシアンブ

ルーをそのまま海水に流しても、回収で

きない。

葛飾北斎はプルシアンブルーをこうして
使った
　この問題を解決するヒントとなったの

は、葛飾北斎の絵だった。北斎は、青い

色を出すのにプルシアンブルーを使って

いるが、雨に濡れてもこの青色は落ちな

い。つまり水に溶けないのだ。これは、

北斎が、プルシアンブルーと紙、つまり

セルロースとを化学結合処理していたか

らだった。ここから発想を得て、実験を

繰り返した結果、セルロースとプルシア

ンブルーとを分子レベルで化学結合処理

していけば、プルシアンブルーが水に溶

けなくなるということを発見することと

なった。

ナノセルロースとの組み合わせで除染ス
ポンジを開発
　しかし、問題はまだ残った。普通のセ

ルロースを利用した場合、わずかな量の

プルシアンブルーにしか結合しないため、

セルロースナノファイバー /プルシアンブルー複合型ナノ粒子の構造模式図 （信州大学 遠藤守信教授）
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重要と考えている。

　コストについては、研究段階であるた

め、具体的な金額までは算出できないが、

適用範囲が広くなり、作る量が多くなる

と、当然、一気にコストは下がると考え

ている。原価そのものは、セルロースも、

プルシアンブルーも高いものではない。

地球から原料がなくなる心配もない。

　政策ビジョン研究センターとしては、

多様な用途への適用を可能とする等の観

点から、応用研究、除染の手順の開拓や

被災地の方々の協力を得て行うフィール

ド実験を丁寧に進めていきたい。また、

早期の除染実現に貢献するため、この技

術が持つ大きな可能性を具体的なエビデ

ンスを持って広報していきたい。

関連論文
Adavan Kiliyankil Vipin, Bunshi Fugetsu, Ichiro 

Sakata, Akira Isogai, Morinobu Endo, Mingda Li 

& Mildred S. Dresselhaus, "Cellulose nanofiber 

backboned Prussian blue nanoparticles as powerful 

adsorbents for the selective elimination of radioactive 

cesium," Scientific Reports 6, Article number: 37009 

(2016), doi:10.1038/srep37009. Published online: 15 

November 2016.

収する。非常にシンプルな使用方法だ。

スポンジは 99%空気でできているので、

回収後は体積の 100分の 1まで圧縮する

ことができる。除染によく使われている

ゼオライトや鉱物は、減容することがで

きないためその処分が難しいが、除染ス

ポンジは、地下に埋めるにも場所を取ら

ないという利点がある。また、特別な焼

却炉を用いれば、セシウムを吸着したス

ポンジの焼却処理も可能だ。

4週間で土壌のセシウムが半減
　除染スポンジの効果については、実験

でも実証された。昨年から、福島で住民

とともにため池と土壌の除染を行ってい

る。30平方メートルの農地に、土の中

に除染スポンジを埋め込んだ。雨が降る

と、セシウムイオンが土中からスポンジ

の中に移動する仕組みだ。

　4週間実験したところ、土中のセシウ

ム量が最大で半分まで減った。新たに汚

染されるのを防ぎつつ、ひとつのスポン

ジを一年間程度、使用するとして、4、5

回ぐらいスポンジを取り換えれば、その

土壌で農作物を作れるようになると考え

ている。4～ 5年かかる計算だが、通常

30年で半減するセシウムを、それより

ずっと早いペースで減らすことができる

と期待される。

　土壌の除染を行う場合は、土とセシウ

ムが固着しているため、まずセシウムイ

オンを水に溶け出させることが必要だ。

そのため時間がかかる。それと比べると、

水の場合はずっと早く除染が進む。水の

中をセシウムが自由に移動しているため、

吸水性が高いスポンジでは数時間で除染

作業が終わり、放射能が検出できないレ

ベルにまでなる。我々のスポンジは吸着

できるセシウムイオンのキャパシティが

大きく、一度では、飽和状態にならない

ので、繰り返し使用できる。ただし、ス

ポンジに放射性物質であるセシウムがた

まりすぎると人間が触ることができなく

なってしまうため、ほどほどのところで

交換しなければならない。それも計算に

入れて、スポンジに配合するプルシアン

ブルーの割合や交換頻度を決めることが

実用性が低い。セルロースがプルシアン

ブルーと結合する官能基をいかにたくさ

ん作り上げるか、という課題を解決しな

ければならなかった。

　この問題は、東京大学大学院農学生命

科学研究科の磯貝明教授のセルロースナ

ノファイバー研究成果と出会ったことに

よって、解決した。セルロースは、概

ね 10ミクロンぐらいの肉眼で確認でき

るサイズの集合体であり、中により細

いファイバーがたくさん含まれている

（ファイバー理論）。磯貝教授が開発した

この技術を使うと、セルロースをナノ

ファイバーレベルまでほぐすことができ、

それによってセルロースの表面にプルシ

アンブルーをキャッチする官能基を大量

に作り出すことができる。プルシアンブ

ルーとナノセルロースが接触すると複合

体になる。ナノセルロースの表面に砂の

ようなプルシアンブルーが葡萄のように

くっついているイメージである。プルシ

アンブルーは、水に溶けない一本の繊維

であるセルロースナノファイバーと複合

体になることで、水に溶け出さなくなる。

また、複合体は表面積が大きく、セシウ

ムが入る部屋の数が増えるため、多くの

放射性セシウムを吸着する場所ができる。

この複合体のパウダーを、スポンジの

中に入れると、除染スポンジが完成する。

このスポンジを土に埋めると、土からセ

シウムが入ってきてそのスポンジの中に

閉じ込められるわけだ。

　ナノテクノロジーの力を得て、プルシ

アンブルーの水溶性、妨害物質の問題が

解決され、多くのセシウムを一度に吸着

でき、また、回収も容易なスポンジを開

発することが出来た。適用範囲が広く、

実用性も非常に高い研究成果と考えてい

る。ナノテクノロジーイノベーション研

究ユニットが、世界で初めて成し遂げた

ことである。

使用後はコンパクトに圧縮して埋設
　水の除染を行う場合は、スポンジを水

に入れ、セシウムイオンを吸着させ、作

業が終われば回収する。土の場合は、地

表に撒き、ブルドーザーを使用し、回



9

習慣病なのですが、生産性の損失に関してみると、必ず

しも生物学的リスクだけではなく心理的リスクの影響が

大きいというわけです。これはリスク対策に関わってく

る成果だと思っています。

―アンケートの方法について教えてください。

尾形 客観的な測定方法もあるのですがホワイトカラー

の業務には使えないということもあり、主観的な自記式

のアンケートがいろいろ開発されています。その中で、

我々はWHOが採用しているもの（WHO-HPQ*）を主

に使用しました。多少日本人の特性みたいなものはあり

ますが、アメリカおよびヨーロッパの先進国を対象にし

た先行研究とそう大きく違わない結果が出てきています。

特に心理的要因の影響を可視化できたというのは大きな

成果だと思います。予想はできたことですが、定量的に

説得力をもって示せたということです。

―コストとして評価するということは金額に換算している

ということでしょうか。

津野陽子特任助教 そうですね。ア

ブセンティーイズムは一年で何日

休みましたか、という感じで日数

と日額の積で単価を出しています。

プレゼンティーイズムも昨年より

一割生産性が落ちたということで

あれば、年収の 10%を計算します。

プレゼンティーイズムによる損失

―アブセンティーイズム、プレゼンティーイズムは一般には耳

慣れない言葉かもしれません。どう捉えればよいのでしょうか。

津野 プレゼンティーイズムはとりあえず頑張って出勤

しているという状態、アブセンティーイズムは休んでし

まっている状態です。

健康経営を進めるうえで、何が企業の損失になっているのか。

〈コラボヘルス〉を活かした調査の結果、他の先進国と同様

に日本でも医療費以上にプレゼンティーイズム（疾患や症状を

抱えながらの出勤で生産性が低下している状態）、アブセンティー

イズム（病欠）による損失の方が大きいという結果が出た。

組織の損失要因を評価する

―「健康経営評価指標の策定・活用事業」について教えて

ください。

尾形裕也特任教授 もともと経産省

と東京証券取引所が、企業へのア

ンケート調査をもとに健康経営度

を評価して優良企業を健康経営銘

柄に指定する「健康経営度調査」

というものを始めています。これ

まで二回実施されていますがまだ

試行錯誤の段階で、評価の指標や

調査方法を改善するために行なったのが今回の研究です。

　基本的に健康保険組合を持っている民間大企業等を対

象に、企業側が調査したプレゼンティーイズム *とアブ

センティーイズム *に関するデータ、健保組合がもって

いる医療費のレセプトデータと健診データを提供してい

ただき、それらを用いて健康関連のコストを可視化しま

した。

―調査の特徴はどのようなものだったのでしょうか。また

端的にはどんな結果が得られましたか。

尾形 今までの調査は人材やハードウェアといった組織

の構造や、サービス提供の仕組みといった過程が中心で

した。それに対して我々は最終的な成果を重視して、結

果や成果に直結する生産性に注目しています。

　結論から言うと、諸外国、特にアメリカの先行研究と

近い結果が得られました（図 1）。簡単にいうと、企業

や組織の従業員の健康に関連するコストを考えたとき、

一番大きいのは医療費ではなくて、プレゼンティーイズ

ム、つまり出勤はしているけれど何らかの健康問題に

よって生産性が低下しているために生じる損失が最大の

コスト要因となっているということです。

　あわせて健康リスク評価 *というものを実施している

のですが、男女や年齢によって健康リスクの構造に傾向

があるということにくわえて、プレゼンティーイズムに

もっとも相関しているのは生物学的リスク（各種健診の

値など）や生活習慣ではなく、主観的健康感とかストレ

スといった心理的リスクだということも分かりました。

医療費への相関が強いのはやはり生物学的リスクや生活

コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
で
健
康
関
連
総
コ
ス
ト
を
可
視
化

プレゼンティーイズム

アブセンティーイズム

医療費

傷病手当金  1.0%

労災補償費  0.9%

77.9%

4.4%

15.7%

健康関連総コスト
の内訳

3 組織 3,429 件

〔インタビュー〕尾形裕也 特任教授・津野陽子 特任助教（健康経営研究ユニット）
〔聞き手〕佐藤多歌子

詳細は『健康経営評価指標の策定・活
用事業成果報告書』を参照

図 1

研
究
成
果
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尾形 両者をどう考えるかはなかなか難し

いところで、アブセンティーイズムが高

い、つまり休みが多いとプレゼンティー

イズムにはつながらない場合もありえま

す。

津野 プレゼンティーイズムは職種によっ

ても特性があって、代わりがいない場合

は頑張って出てくるのでアブセンティー

イズムが低くなる傾向があるとか、その

逆の場合もあります。個人だけの問題で

はなく職種や環境によってもかわるとい

うことです。

―プレゼンティーイズムが総コストに占

める割合が相当に大きいようですね。

津野 そうなんです。医療費対策や医療費

ばかりが健康関連コストといわれている

けどそれは氷山の一角で、生産性に関す

る部分が実は大きい、という話題は海外

では以前から指摘されていました。今回

の成果では、日本でも健康保険組合ばか

りではなく企業側から取り組む余地がか

なり大きいということが示されています

ので、企業側にも本気になってもらえれ

ばという気持ちはあります。

〈コラボヘルス〉という取り組み

―調査方法をもう少し詳しくお聞きしま

す。レセプトデータなどの客観的なデータ

と、アンケートを組み合わせたということ

でしょうか。

津野 データはいろいろあって、それぞ

れ持っている場所は違います。人事の部

署、健診結果、健康保険組合が持ってい

るデータなど。今回は企業側と健保側そ

れぞれのデータにマッチング可能なコー

ドをつけていただき、こちらでマッチン

グして横並びで見られるデータを作って

います。

尾形 加えていうと、これまでの取り組み

が必ずしもうまくいっていなかった原因

に、データの帰属が分かれていることが

ありました。例えば医療費や健診のデー

タは保険者が持っていますが、保険者で

は生産性についてはわからない。なので、

コラボヘルスといって、たとえば保険者

と母体組織が組むなど、分散しているも

のの統合がまずは重要です。企業本体が

本気になってコラボヘルスを実現する、

ということが取り組みの前提になるとい

うことです。

　今回の成果でいうと、プレゼンティー

イズムとかアブセンティーイズムは保険

者以外に企業の協力がないと出てこない

ものですので、この総コストの図が描け

るということ自体がコラボヘルスの成果

といえます。

̶このようなコラボヘルスの試みは、ま

だ特殊なものなのでしょうか。

尾形 企業側で熱心にやっておられるとこ

ろを除くと、研究としては日本でこの規

模のものは少ないかも知れません。

―個人情報に関してはどのように対応し

ていますか。

津野 個人情報を切り離すために連結コー

ドを付与して、さかのぼって個人情報を

得ることはできない状態でデータをいた

だいています。

尾形 今回は一人ひとりのデータが不要な

状態として現状把握をした段階です。リ

スク対策として介入する段階になると、

介入は一人ひとり個人に対して行なうも

のになります。

津野 ストレスの高い人たちの生産性が落

ちているという話になれば、ストレスの

高い人は誰だろう、となりますよね。そ

の場合は企業側でデータをさかのぼって

ストレスの高い集団というのを見つける

ということになると思います。

尾形 付け加えると、日本のこの分野の研

究は欧米から遅れていた感があるのです

が、データという意味では日本は非常に

恵まれた環境にあります。たとえばアメ

高リスク該当者の割合が高い

全体として低リスクを維持

人数

改善

高リスク

中リスク

低リスク

図 2  健康リスク評価から集団の健康リスクの構造を把握する

用語解説

アブセンティーイズム absenteeism
病欠、病気休業。

プレゼンティーイズム presenteeism
何らかの疾患や症状を抱えながら出勤し、業務遂行能力や生産 性が低下

している状態。本事例においてはWHO-HPQによる「相対的プレゼン

ティーイズム」（同様の仕事をしている人のパフォーマンスに対する過去
4週間の自分のパフォーマンスの比）を用いている。

WHO-HPQ

WHO Health and Work Peformance Questionnaire。

WHOで世界的に使用されているプレゼンティーイズム測定法（質問項目）。

健康リスク評価
健康リスクの数により、健康リスクレベルをパーセンタイル値等によっ

て区分し、組織の健康リスクを可視化する手法。

本事例（13項目の場合）で生活習慣リスク（4項目）、生物学的リスク（4

項目）、心理的リスク（5項目）の計 13項目を、全二者については健診デー

タ・問診等、心理的リスクについてはアンケート調査等によって調査し、

該当項目数によって低リスク（0-3項目）、中リスク（4-5項目）、高リスク（6

項目以上 )に区分した。
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場企業ですので、大企業中心です。しか

し日本の企業の大部分を占めているのは

中小企業ですから、そこにもこうした見

方を広めていく必要があります。経産省

は一年前くらいから健康経営優良法人の

認定を進めようということで、官民で日

本健康会議を設けていくつか目標を打ち

出しています。大企業については 500社

を健康経営の優良企業として認定しよう、

それから、中小企業は確か 10,000社を

健康経営宣言してもらおう、というもの

があります。

　最近、いわゆるブラック企業が批判さ

れることが多いのですが、こちらは言っ

てみればホワイト企業を推奨していこう

ということですね。すでに認定された企

業が就職活動で人気になる、あるいは企

業が取材されて宣伝になるという効果は

でているようです。

―補助金などが出るというわけではない

けれど、企業の PRとして活用されている

ということですね。ありがとうございました。

報告書
東京大学政策ビジョン研究センター 健康経営研

究ユニット『健康経営評価指標の策定・活用事

業成果報告書』2016.

参考文献
1. 尾形裕也 , 津野陽子 , 古井祐司 (2014). 「特別掲

載 健康経営の推進を通じた「全体最適」の実現」

（上）.  『週刊社会保障』, 68 (2759), 56-59. （下）.  『週

刊社会保障』, 68 (2760), 56-59.

2. Ron Goetzel, Rachel Mosher Henke, Richele 

Benevent, et al. "The Predictive Validity of HERO 

Scorecard in Determining Future Health Care 

Cost and Risk Trends", Journal of Occupational and 

Environmental Medicine. 2014; 56 (2): 136-144.

3. Partnership for Prevention, Healthy Workforce 2010 

and Beyond: An essential health promotion sourcebook 

for both large and small employers. 2010.

http://www.prevent.org/Topics.aspx?eaID=1&topicID=52

（インタビュー編集／東辻賢治郎）

―たとえばストレスでいえば、勤労時間の

短縮や職場環境の改善といったことですか。

尾形 そうですね。ここまでは組織全体

の話ですが、組織の事業所ごと、あるい

は職種ごとの違いを見ていくと、たとえ

ば同じことをやっている事業所のはずな

のに違いが出ている、それはなぜなの

か、そういう組織の問題点の発見にもつ

ながっていくと思います。

　職場によって課題が違うので、何を

ターゲットにするかはもう少しブレイク

ダウンした分析をしたうえできまってき

ます。たとえば喫煙対策が重要であれば

それに重点を置くだろうし、具体的な介

入の対象は変わってくると思います。

津野 可視化によって働き方の見直しとい

う視点を得て、企業が取り組んでゆくと

いうことになるわけです。

―モニターするところも個々に違ってく

るので、一律に介入するのではないという

ことですね。

津野 企業ごとに特色が出てくると思って

います。経産省の事業としては 9企業で

したが、そのうち 3企業は共同研究契約

を結んでいますので、そこはデータを蓄

積して推移を見てゆくことになります。

―現在、政策的にはどのように展開され

ているのでしょうか。

尾形 健康経営銘柄は当然のことながら上

リカは保険制度がバラバラで、データを

揃えるのが大変なんです。ところが日本

は統一されているのでインフラとしては

すごく整っているんです。医療費、健診

のデータ、レセプトのフォーマットもほ

とんど統一されていて、最近レセプトの

電子化も実施されました。そういう意味

では日本で非常に可能性のある分野だと

思います。

改善へ向けて

―健康リスク評価によって、たとえばス

トレスとプレゼンティーイズムの関連があ

るとわかったときに、どういう対策があり

うるのでしょうか。

尾形 どういう介入によって全体のコスト

を下げていくかを検討することが次のス

テップになります。我々は総コストと健

康リスク構造が相関しているはずだと考

えます。健康リスク構造を改善する、つ

まり高リスクに該当する人を少なくして

なるべく全体を低リスクに近づければ総

コストが小さくなる、ということです

（図 2）。これが実証できれば、健康リス

ク構造の改善によって単に医療費だけで

はなく、プレゼンティーイズムを含めた

総コストを小さくできるということにな

ります。具体的な介入については、スト

レスや生活習慣病などについては今まで

の蓄積がありますから、まず既存のもの

を適用してみるということだと思います。

津野陽子特任助教（左）、尾形裕也特任教授（右）
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エネルギー・環境研究と学際研究
　エネルギー・環境分野は本質的に学際的であり、エネ
ルギー技術、気候科学、生態学、経済学などを総動員す
る必要性がある。政策にとって有効な研究を行うために

は、幅広い分野の第一線の知見を活用しなければならない。

　問題はそうした知見は、日本のみで得られるとは限ら

ないことである。日本の研究予算は世界でも大きい方で

あるが、財政赤字などを踏まえると限界があり、米国や

欧州連合のように全ての分野をカバーできるほど巨大で

はない。つまり、日本には専門家がいない、または研究

がとても弱い分野が必ず存在する。そうしたとき、日本

は海外の知見も含めて知見を総合し、政策に役立つ研究

をする能力が弱いといえよう。

　具体的に数字で見てみよう。文部科学省科学技術・学

術政策研究所（NISTEP）の書誌計量学的分析によれば、

日本をドイツやイギリスなどの先進各国と比較すると、

最近のノーベル賞連続受賞からも明らかなように、伝統

的な分野で優れた研究が多い。一方で学際的な分野は弱

く、新規分野における日本の専門性は十分とは言えない。

　上述したように、日本には存在しない知見は多数存在す

る。最近の世界のトップ 1％の論文から研究領域を抽出す

ると、全部で 823分野があるが、イギリスが貢献している

（トップ 1％の論文に著者がいる）分野は 504分野、ドイツ

は 455分野に対し、日本は 274分野に限られる。（国力が

違う米国はこうした比較対象としては適切ではない。）

　また、同時に国際的な共著論文も少なく、研究ネット

ワークも弱い。英国で 2011–2013年に書かれた学術論

文のうち 57％が他の国の研究者との共著で、その数字

はドイツでは 54％であるが、日本は 29％に過ぎない。

　繰り返しになるが、日本に強みが無い専門的知見が多

く、さらに海外に知見があっても日本の研究ネットワー

クがそれを有効に活用ができていない状況にある。エネ

ルギー・環境分野の研究は根本的に学際分野であるため、

日本の研究は不十分と言わざるをえない。

　具体的な事例もある。原子力の確率的リスク評価には分

野横断型研究が必要とされるが、日本では工学に閉じた研

究が主であり、地震や津波などの理学的な側面や経済学

も含めた研究はほとんど見られなかった。欧米ではこうし

た研究が進んでいたのにも関わらずである。また固定価格

買取制度などの再生可能エネルギーの政策評価についても、

環境経済学またはエネルギー・システム工学とイノベーショ

ン研究が有機的に合わさった研究は少ない。

　実は日本における学際研究の弱さは長年研究者自身に

よって指摘されてきており、今もなお、研究者の多くが

問題と感じている。2014年に科学技術・学術政策研究

3.11から 5年、続く論争
　2016年は東日本大震災および東京電力福島第一原子

力発電所事故から 5年目になる。2011年 3月 11日に地

震と津波によって引き起こされた悲劇から、この 5年間、

エネルギー・環境分野ではさまざまな政策がとられた。

原子力安全の分野では新たに原子力規制委員会が設置さ

れ、2013年から新しい原子力規制が施行された。再生

可能エネルギーの導入の強化のためには 2012年 7月よ

り固定価格買取制度が施行され、最初の 3年間で太陽光

発電の導入量は 4倍以上に増えた。福島でも除染により

避難解除が解かれ住居に戻れる住民が出てきて、復興も

着実に進んでいる。

　しかし、こうした施策にも関わらず、非常に多くの分

野で論争が絶えることがない。論点は前述した原子力規

制、再生可能エネルギー政策、除染と避難以外にもさま

ざまであり、枚挙にいとまがない。

　5年が経つ中、どうしてこうした論争がいつまでも続

くのであろうか。こうしたエネルギー・環境政策は本質

的に科学と社会、政治にまたがるものであり、多くの識

者が、科学と政策・政治や社会との関係性、科学的助言

の在り方の問題を指摘してきた。エネルギー・環境政策

は、他の政策分野と同様、民主的な政治過程で決定され

るべきことは言うまでもなく、科学と社会の連携が本質

的に重要であることに疑いの余地はない。また過去に日

本ではこの点で大きな問題があったのは確かである。

　しかし、こうした指摘は、共通して重要な、根源的な

問題を見過ごしている。それは日本のエネルギー・環境

研究における「学際性」の弱さである。

「日本の分野横断型エネルギー・環境研究の改革の必要性に関する政策提言 ～ 東日本大震災から５年 ～ 」に寄せて
〔文〕杉山昌広 講師

学
際
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
研
究
の
改
革
の
必
要
性

福島第一原子力発電所での燃料集合体の取り出しプロセス
Greg Webb / IAEA Imagebank CC BY-SA 2.0

政
策
提
言
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所が研究者を対象に実施したアンケート

調査では、「重要課題達成に向けた社会

的な問題（制度問題、倫理問題など）に

対応するために、自然科学に加えて人

文・社会科学の知識が充分に活用されて

いますか」という問いに対し、1（不充分）

から 6（充分）の 6段階評価で 1または

2を選んだ人が 60％以上であった。しか

もこの状況は、311以降殆ど改善してい

ない 。

　政策ビジョン研究センターの森田朗・

初代センター長は、研究が十分になされ

ていない政策論についてこう指摘した。

しかしそうした政策論の中には、充分な

データや学術的根拠に基づかずに主張さ

れ、議論されているものも数多くみられ

ます。そのような議論を経て生まれた政策

は、必ずしも課題の解決に結びつかず、資

源や時間の浪費に終わることも少なくあり

ません。（森田朗 2008, 政策ビジョン研究セ

ンター長あいさつ , http://pari.u-tokyo.ac.jp/

info/message2008.html）

もちろん本質的に政治が解決すべき問題

は多数であるが、森田教授の指摘はエネ

ルギー・環境の学際研究によく当てはまる。

エネルギー・環境研究の改革の方向性
　この状況を打破するには、世界のベス

ト・プラクティスから真摯に学ぶことが

大事である。そのためには政策に関連す

る分野横断型エネルギー・環境研究のグ

ローバル化を加速することが重要である。

　大学の教授というと国際学会において

英語で研究発表をしているという印象が

あるかもしれない。実際、多くの研究者

が国際学会に行くが、エネルギー・環境

分野の政策的な研究は日本語の論文で発

表されることも少なくない。考えてみれ

ば、日本の政策論議は日本語で行われる

ので、研究成果を政策に反映するために

は当然といえば当然である。しかしなが

ら、日本語で発表する限り、海外の研究

者が論文や研究成果を知ることがない。

海外の研究者から問題点を批判されるこ

ともなければ、新たな研究協力の話を持

ち掛けられることも少ないだろう。世界

の知見を総動員するためには、日本の研

究者が国際的な場で研究を公表し、批判

を受け、国際的なネットワークに積極的

に関与することが必須である。

　具体的にはどのような政策が可能であろ

うか。エネルギー・環境研究を行う研究者

は国の機関から研究費を受け取ることが

普通である。研究費拠出機関は研究費に

条件を付与することが可能であり、例えば、

学術振興会科学研究費補助金、科学技術

振興機構の政策関連研究、環境省研究総

合推進費などは、こうした分野の研究の英

文での発表を義務付けるべきである。

　もちろん、日本語での発表は市民、ス

テークホルダー、政策担当者との議論を

可能にするために、今後も必要不可欠で

ある。したがって研究者は日本語・英語

の両方で研究を発信しなければならない。

和文・英文両方での研究成果は研究者の

負担増につながるので、研究者を支援す

る適切な予算措置等も重要になる。

　また研究資金審査におけるピア・レ

ビュー 2の国際化も重要である。研究資

金の分配は専門家によって決定されるが、

日本語の申請書で日本人による審査で決

定されることが多い。学際研究の知見が

十分でない現実を踏まえれば、エネル

ギー・環境分野の学際的研究については、

研究資金の審査も英文で行い、国際化す

べきである。

　国が方向性を決めて大型の研究費を投

じて進める戦略研究プロジェクトでも一

層のグローバル化が必要である。例えば

昨年より動き出した廃炉国際共同研究セ

ンターでは、すでに欧米との共同研究が

打ち出されているが、今後原子力発電所

が多く新設されると見込まれるアジア

地域の研究機関との研究協力は不十分

である。また、国際的な地球環境研究

プログラム Future Earth
3では分野横断型

研究を前面に押し出している。日本の

Future Earthへの貢献においては、東日

本大震災を受けてエネルギーを一つの重

要課題として掲げ、エネルギー需要が急

増するアジアとの共同研究を進めるべき

である。この過程で英文の査読付き論文

に出し、評価を受けつつ、研究成果を世

界に還元していくべきである。

　欧米では科学技術と社会やエネル

ギー・環境政策などといった分野では、

社会科学者が Natureや Scienceといった

国際学術誌で論考を発表し、批判を受け、

議論を進めることはよく見られる。東日

本大震災の教訓を世界に共有するために

は、今後日本からこのような動きがたく

さん増えることが望ましい。東日本大震

災から 5年経つ今、「課題先進国」であ

る日本で研究者に求められるのは、世界

に自らの知見を共有し、世界中から先進

的知見を活用する開放性と、批判を受け

て改善していく積極性である。

PARIサイト記事
http://pari.u-tokyo.ac.jp/publications/policy160303_

nature.html

参考文献
M. Sugiyama, I. Sakata, H. Shiroyama, T. Taniguchi, 

and H. Yoshikawa, "Five years on from Fukushima," 

Nature  531 (3 March 2016) Issue 7592. DOI: 

10.1038/531029a.

http://www.nature.com/doi
nder/10.1038/531029a

関連書籍（本年報 p. 19  に紹介）
城山英明〔編〕『大震災に学ぶ社会科学 第 3巻 

福島原発事故と複合リスク・ガバナンス』東洋

経済新報社   2015年 .

用語解説

1. 分野横断型／学際研究
一つの学問分野の知見では不十分で、複数の分

野の知見を組み合わせて問題を解決する研究。

例えば経済学、エネルギー工学、気候科学の知

見を統合して、地球温暖化対策を評価する研究

などがある。エネルギー・環境研究は自然科学、

社会科学、人文学の全ての知見を要することが

多く、分野横断型研究の様相を呈することが一

般的である。

2. 研究資金審査におけるピア・レビュー
ピアは「同僚」の意味で、ここでは同分野の専

門家を意味する。研究資金計画は非常に専門的

であり、専門家同士がお互いに審査しあうのが

一般的である。欧州連合などではピア・レビュー

が国際化しつつあるが、日本の多くの研究資金

申請書は日本語で書かれており、国際化の進展

は十分とはいえない。

3. Future Earth

国際的な総合的地球環境研究プログラム。国

際 科 学 会 議（International Council for Science，

ICSU）と国際社会科学協議会（International 

Social Science Council）が中心となった国際枠組

み。環境問題の解決のために、ステークホルダー

と対話をし、協働しながら分野横断的研究を推

進することを目指している。
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進研究費報告書「近年成長が著しい国における学術政策、

大学政策、学校教育を通じた人材育成政策に関する調査

研究」（代表：松本洋一郎 東京大学副学長・理事（当時））

の背景にある。本稿は、報告書の要約を編集し、一部加

筆したものである。詳しくは提言自体（文末にURL記載）

を参考にしていただきたい。

日本とシンガポールの科学技術政策の現状
　経済成長にとってイノベーションは極めて重要である。

日本でも安倍政権の経済政策（アベノミクス）でもイノ

ベーションは強く打ち出されており、世界的に見ても多

くの国が経済のドライバーとして認識している。

　それではどのようにしたらイノベーションを加速する

ことができるのであろうか。一つは基礎研究の強化であ

る。基礎研究は新たな技術の種を生み、研究者の育成に

つながるため、各国は過去研究費を増やし、大学を強化

している。一方、日本では、大学への公的投資は伸び悩

んでいる。財政状況が厳しい中、仕方がないことではあ

るが、このままでは科学技術立国の基盤の崩壊へつなが

る怖れすらある。

　少し立ち止まって考えると、経済成長が進むと税収が

伸び、財政赤字は解消の方向に向かい、またイノベー

ションは経済成長に寄与するのであるから、イノベー

ションを強化すれば好循環が期待できるように感じられ

るだろう。しかし、日本では 1995年の科学技術基本法

の制定以降、研究開発投資を強化してきたにもかかわら

ず、1990年頃まで見られた高等教育費と経済成長との

間に強い相関関係が弱まり、投資に見合う成果が明瞭で

なくなっている。

　シンガポールはどうであろうか。1965年に独立した

歴史の浅い国で、天然資源のない国でありながら、21

世紀に入って以降の 10年間で 1人当たり GDPが 2倍以

上に増加、今や 5万ドルを超え、旧宗主国のイギリスや

我が国をも上回る豊かさを達成した先進国へと変貌を遂

げた。イノベーションについても国際的な評価は定着し

つつある。同国はスイスの機関が毎年発表する国際競争

力ランキングで常に上位を占めており、日本を超える結

果が一般的になってきている。

　その背景には同国の科学技術・学術政策や大学政策が

産業政策と密接にリンクしていることが想像される。そ

れでは具体的にどのような仕組みでこのリンクがもたら

されているのだろうか。

シンガポールにおける一本化されたビジョンと政策実施
の多元主義
　シンガポールでは科学技術政策のビジョンが明確であ

グローバル化する大学
　2016年 6月、一報のニュースが大学や科学技術業界

を駆け巡った。例年のように Times Higher Educationの大

学ランキングが公表されたのだが 、いつもと様相が異

なったのだ。今までアジアにおいて 1位であった東京大

学が、7位に転落し、他にも複数の日本の国立大学が順

位を下げた 。代わりに 1位に躍り出たのはシンガポー

ル国立大学であり、2位は同じシンガポールのナンヤン

工科大学と北京大学のタイであった（以下、香港大学、

清華大学と続く）。

　大学ランキングについては様々な意見がある。日本の大

学の実情を反映していない側面もあるだろうし、何よりも

たった一回のランキングの短期的な結果に一喜一憂すべ

きでないだろう。ただ、一つ明らかなのは、大学も国際的

なグローバル・スタンダードで評価される時代が来ている

ということである。日本では東京大学が「最高学府」とさ

れるが、これはあくまでも日本の中での評価基準である。

今、大学もグローバルな競争にさらされているのである。

　こうした見方で見ると、シンガポールの大学の別の面

が見えてくる。今やグローバル化は流行語であるが、こ

のブームの前からアジアの大学でグローバル化への先陣

を切ったのは紛れもなくシンガポールや香港などの大学

である。多額の資金を用いて多くの研究者を欧米から誘

致したため、Natureや Science誌でも以前から記事とし

て取り上げられている。 シンガポールは人口が 550万

人 ほどで東京 23区より少し大きいぐらいの、金融など

一部産業に依存する小国であり、その事例は日本が完全

にコピーできるわけではない。しかし、その先進的事例

から学べることは極めて大きい。

　日本の学術政策、大学政策、教育政策の立案にあたって

は、参考事例として海外の調査・研究は頻繁に行われてき

た。しかし、その多くは欧米諸国に関するものであった。

近年になって韓国と中国の関係施策の調査が進められてき

たが、シンガポールについては調査対象としての関心が低

く、政策研究という観点からの調査研究は不十分であった。

　こうしたことが、文部科学省科学研究費補助金特別推

「近年成長が著しい国における学術政策・大学政策、学校教育を通じた人材育成政策に関する政策提言」に寄せて
〔文〕杉山昌広 講師
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り、またそれが広く共有されている。国

家の資源制約と置かれた状況から、シン

ガポールでは経済発展が国是とされ、科

学技術政策も経済発展という観点から構

築されている。従って、資金提供機関や

大学などにおいて、経営層から実務レベ

ルまでミッションが広く共有されている。

一方、政策実施・行政については、準政

府機関の各々は多大な権限を与えられて

おり、各々で政策を企画・立案・実施を

しており、結果的に極めて多元的に実施

されている。

　わが国では内閣府と総合科学技術・イ

ノベーション会議の「司令塔化」が声高

に主張されてきているが、このような統

合化が現状において十分機能しているか

は明白ではない。シンガポールにおいて

は、首相府・各省と外郭組織（法定機関、

国立大学、政府系企業）を通じた幹部レ

ベルにおける人事異動とそれを基盤とす

る人的な交流が密であることがビジョン

等の実質的な共有に大きく寄与している。

より重要なのは科学技術政策の目標につ

いて明確で実質的な理解が様々な省庁に

おいてマネジメントや現場における執行

等のレベルで共有されることではないか

と考えられる。

海外の先進事例の積極的な導入・展開
　シンガポールの科学技術政策や大学

政策は、基本的に米国など先進国への

キャッチアップを目指して行われたもの

である。その際、シンガポールは海外の

先進事例を非常に素直に、ときにはコ

ピーとも思えるほどの忠実さをもって導

入している。

　例えば、シンガポールはバイオメディ

カル分野への参入にあたっては、海外か

らのアドバイスを受け、それを基に一流

の研究者を海外から大量に誘致した。ま

ず、国際的な著名なアドバイザーの委員

会を設置し、新分野参入にあたってシン

ガポールが取るべき施策についてアドバ

イスを求めたが、国際的な分子生物学

の権威で 2002年のノーベル医学生理学

賞受賞者の Sydney Brenner博士の助言は、

一流の研究者を海外から多数招致するこ

とであった。シンガポールはこの助言に

基づき、多額の資金を用いてスター研究

者を多数招致した。これは実際、研究分

野を立ち上げるときに有効に働いた。

　またシンガポールの大学で現在用いら

れているテニュア・昇進システムは、米

国をモデルにかなり厳格に実行されてい

る。評価基準・給与水準も米国の大学を

基準に設定している。こうした制度のた

め積極的に海外からの人材獲得は比較的

容易になっており、実際、シンガポール

国立大学のフルタイムの教員の半分以上

は海外出身である。海外を含めて優秀な

人材を集めることは教員全体のレベル

アップにつながっており、例えば有力学

術誌の編集委員になっている教員の数も

大幅に伸びている。

　大学経営全体についても米国をモデル

にしている。財務についてシンガポール国

立大学はスタンフォード大学から徹底的

なコンサルティングを受け、スタンフォー

ドの「統合的会計基準」をモデルに大学全

体の財務の透明化を進めていった。 海外

事例から学ぶためにシンガポールは多大

なコンサルティング費用を払っていると

推察され、これは経済が伸び続けている

国であるからこそ可能である。しかしな

がら、愚直とまで思えるほど徹底して先進

事例を合理的に導入する姿は、日本にとっ

ても重要な示唆ではないかと思われる。

人材流動性と高給での処遇を可能にする
法定機関や国立大学の自律性の高い財政
的権能
　シンガポールは世界トップクラスの高

度人材を海外から誘致するために、米国

の大学を参考に高い給与水準を設定して

いる。また給与のみならず、住居・教育

補助、また初期の研究費（スタートアッ

プ資金）など様々な工夫がなされている。

　現在は高成長を続ける経済のもと、多

大な研究開発投資が投入されているため

に可能となっているが、これ以外にも財

源の工夫は多数なされている。2000年

代半ばに大学が法人化された際、シンガ

ポール政府は大学に広範な権能を与え

た。今後は米国型のハイリターンの基金

設置も目指していく。さらに経済開発庁

（EDB）や科学技術研究庁（A*STAR）な

ど科学技術関係の法的機関や国立大学に

は、企業的な事業展開や多様な資産運用

を含めた財産主体としての幅広い権能と

高い財政的自律性が与えられている。

　日本では 2016年 5月の国立大学法人

法の改正によって、第三者への土地の貸

し付けや、（公的資金でない収入の）収

益性の高い金融商品への投資が解禁され

た 。これは望ましい一歩である。公的

財政が厳しくなる中、シンガポールにな

らって研究開発法人や国立大学法人が財

政運営上の自由度を活用し、財政能力を

高めていくことが海外人材誘致のための

条件になると考えられる。

おわりに
　シンガポールの科学技術政策は、今の

ところ成功しているのは事実である。し

かし、必ずしも安心していいわけでない。

例えば、科学技術政策がバイオメディカ

ルといった限られた分野に集中している。

小国故に投入できる資源に限界があり、

そのために一定の選択と集中は必須であ

るが、幅広いバイオテクノロジー分野で、

食品・農業関連のバイオテクノロジーは

重要視されていない。しかし、イノベー

ションでは今まで想像できなかったよう

なつながりが重要になることも多く、選

択的投資が長期的に有利とは限らず、裏

目に出ることもある。

　様々な問題がありながらも、短期間で

シンガポール国立大学を大学ランキング

（アジア）に一位に押し上げるなど、小

国ながら機動的な政策を矢継ぎ早に打ち

出し、現在の地位を得たシンガポールは

多くの教訓を提示する。冒頭のランキン

グに戻れば、日本の大学のグローバル化

が叫ばれる中、欧米以外からも多くのこ

とを学ぶことができると謙虚な考えに至

れば、ランキングの意義も大きいのでは

ないだろうか。

文部科学省科学研究費補助金 特別研究促進費（課題番号 25900001）

「近年成長が著しい国における学術政策、大学政策、学校教育を通じた人材育成政策に関する政策提言」

PARIサイト記事  http://pari.u-tokyo.ac.jp/publications/policy150702_singapore.html
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等の研究機関、ビルゲイツ財団等の関係者へのヒアリン

グ調査を実施した。また、WHO、国連事務総長の健康

危機に関するハイレベルパネルの他、ロンドン大学熱帯

医学校とハーバードグローバルヘルス研究所の独立パネ

ルや NAMが中心となって行ったレビュー等、様々な主

体による議論やガバナンス改革案の把握に努めた。

　こうした活動を通じて得られた知見と提言案を、2015

年 12月に開催された国際会議「新たな開発目標の時

代とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」のサイドイ

ベ ン ト Roundtable Discussion by the Japan Global Health 

Working Group for the 2016 G7 Summit、2016年 1月に開

催されたマヒドン皇太子賞会議（PMAC）のサイドイベ

ント「2016年日本の G7サミットに向けた政策提言：強

靭で持続可能な保健システムの構築を目指して」、2016

年 3月に開催された第 3回 GSDM国際シンポジウム「医

療・健康分野におけるグローバルなガバナンスとイノ

ベーション」等で発表し、国内外の実務関係者や研究者

との相互交流により発展させた。検討案はウェブサイ

ト 1に提示し、これは厚生労働省の国際保健戦略検討を

目的として設置された国際保健に関する懇談会の「グ

ローバル・ヘルスの体制強化：G7 伊勢志摩サミット・

神戸保健大臣会合への提言」2においても言及・参照さ

れた。また伊勢志摩サミットの直前に、G7各国に対し

てグローバルヘルス・ガバナンスに関する包括的政策

提言を PARI Policy Brief 
3にまとめ、大学のウェブサイ

トを通じてプレスリリース 4とともに発信した。さらに、

GHGWGが中心となってまとめ上げた包括的な提言に

ついては、グローバルヘルス・ガバナンス部分について

インプットを行い、英医学誌ランセット誌に掲載された

（2016年 5月 21日号）5。

Policy Briefに掲げた G7への 4つの提言
　以下では、PARI Policy Briefに掲げた主要な提言のポ

イントを抜粋する。

1. グローバルなサーベイランスの仕組みの構築
　現状、国際保健規則（IHR）6で求められているコアキャ

パシティ（危機管理対応上必要な能力）の確保や通告義

務が徹底されていない。G7は、国連の関与する水平的

な枠組みのもとで、世界保健機関（WHO）とともに加

盟国で IHRの実施が確保されるように働きかけるべき

である。具体的には、①独立専門委員会による IHRの

実施の監督、②脆弱国に対する G7の二国間支援の強化、

③WHOの組織変革、④通告に伴って過剰に貿易や渡航

が制限されること等を回避するメカニズムの検討、をす

るべきである。

はじめに―グローバル・ヘルスの重要性
　2014年に西アフリカ諸国で生じたエボラ出血熱は、

それへの対応が遅れたために、複合的な人道的・経済的・

政治的危機を引き起こした。公衆衛生・保健は、感染症

の蔓延、テロによる生物化学兵器等の使用、難民問題に

よる国際的な人の移動など、他分野の政策的重要課題と

関連する課題が多い。ある国のヘルスシステムや管理体

制の脆弱さがほかの国にも容易に伝搬するため、国際的

な枠組みでの対応が求められる。健康は、2015年に採

択された「持続可能な開発目標（SDG）」の目標の一つ

ともされ国際的な政策課題としての重要性を増している。

政策提言の策定に向けて
　政策ビジョン研究センターの複合リスク研究ユニット

では、エボラ出血熱を契機とした国際対応の課題が、複

合リスク的な要素やガバナンス上の課題を内包すること

を鑑み、グローバルヘルス・ガバナンスの課題の特定と

それへの対応の分析を 2015年より開始した。

　「2016年 G7に向けたグローバルヘルス・ワーキング

グループ（以下、GHWG）」のグローバルヘルス・ガバ

ナンス分析グループに、当ユニットのメンバー（城山英

明、松尾真紀子）が研究協力し、渋谷健司（東京大学教

授）、勝間靖（早稲田大学教授）等と連携して研究を展

開した。この GHWGは、日本が 2016年に G7の議長国

を務めることから、その政策提言の策定を目的として設

置されたもので、大学や国の研究機関の研究者、厚生労

働省、外務省、財務省、内閣官房等関係省庁の行政関係

者などの多様な主体で構成された。これはある種のセカ

ンドトラックとして国内外の関係者と相互に情報交流や

意見交換をする場の機能を有し、日本でも非常にユニー

クな試みであった。

　上記研究メンバーが中心となり 2015年の 7月から 9

月に国内外（ニューヨーク、ワシントン、ジュネーブ

等）で国際機関（国連本部、UNICEF、UNDP、UNFPA、

WFP、世銀、WHO等）、米国医学アカデミー（NAM）
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「グローバル・ガバナンスの再構築―G7への提言」に寄せて
〔文〕城山英明 教授・松尾真紀子 特任助教（複合リスクガバナンスと公共政策ユニット）

エボラ出血熱についての UNMEERのハイレベル会合

photo by UNMEER政
策
提
言
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2. 多段階での段階的意思決定を可能とす
る枠組みの構築
　現在国際対応の動員の契機となる「国

際的な公衆衛生上の脅威（PHEIC）7」

宣言の権限はWHO事務局長にあり、ま

た 0か 1かの判断しかないために、対

応の遅れにつながる場合がある。G7は、

PHIECに至る前から多段階で対応する仕

組みを検討するよう働きかけるべきであ

る。また PHEICの最終判断をWHO事

務局長が担うにしても、その前提となる

健康リスク評価は、独立した常設的組織

によってシームレスに行うべきである。

3. 状況別調整枠組みの構築
　エボラ出血熱の教訓は、WHOだけで

なく、関係する国際機関（国連開発計画

（UNDP）等の国連の開発枠組みや、機関

間常設委員会（IASC）8、国連人道問題調

整事務所（OCHA）9等の人道枠組み等）

や NGOとの調整の重要性であった。G7

は、エボラ出血熱の際に急きょ設置され

た UN Mission for Ebola Emergency Response 

(UNMEER)のような組織は例外にとどめ、

感染症の深刻度と発生国の対応能力に関す

る状況に応じて調整する枠組み構築とその

責任者を定めるよう働きかけるべきである。

4. 緊急時と平時の保健システム強化に関
する資金調達枠組みの構築
　G7は、脆弱国の公衆衛生・保健危機

の際に即時支払可能な資金援助メカニズ

ムが十分にないことが事態の深刻化を招

いたことを鑑み、WHOに新設された緊

急対応基金（CFE）や世界銀行に設置さ

れるパンデミック緊急対応ファシリティ

（PEF）を支持し、これらの枠組みが人道

危機に関する緊急支援枠組みである中央

緊急対応基金（CERF）とも連携される

よう働きかけるべきである。さらに、平

時のヘルスシステム強化をバイ・マルチ

の開発援助枠組みに位置付ける必要があ

る。また個別疾病のファンド（世界エイ

ズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）、

Gavi, the Vaccine Alliance等）や、緊急対応

時における医薬品開発の R&Dとも連動

が必要である。全体としての整合性を図

れるよう IHP+
10等を活用した保健開発協

力のネットワーク構築を図るべきである。

今後の展開と課題―継続的な国際政策
プラットフォーム機能
　2016年 5月に開催された伊勢志摩サ

ミットでは、「G7伊勢志摩首脳宣言」と

ともに附属文書として「国際保健のため

の G7伊勢志摩ビジョン」が発出された。

付属文書では、国際保健の枠組み強化に

関して、公衆衛生上の緊急事態対応の資

金メカニズムとしてWHOの CFEや世

銀が仙台の財務大臣会合で公式発表した

PEFを支持すること、緊急事態の国際対

応においては IASCを含む既存の調整シ

ステム強化とWHOと国連やパートナー

の連携のための調整強化を招請すること、

予防と備えの強化のため IHRの目標遵守

へのコミットすること、等が掲げられて

いる。G7の動きに並行し、同月のWHO

総会ではこの提案内容に沿った形で改革

が進行している。また、国連でも事務

総長がグローバルな公衆衛生上の危機

に関するタスクフォース（Global Health 

Crises Task Force）を設置して、各種改革

の実施のフォローをすることとしている。

8月にはケニアのナイロビで TICADが

開催され、そこでも国際保健は主要な議

題として取り上げられた。また 9月には

神戸にて保健大臣会合が開催された。

　このようにかつてなく国際保健の国際

的課題としての機運の高まりがみられる。

他方で G7での活動を次のステップとし

てどのように展開していくのか、GHWG

のような議論の場が維持できるか、は大

きな課題である。政策ビジョンセンター

は今後も多様な主体が議論できる、短期

的な政治的なモーメンタムの上下に左右

されることのない、国際的な政策プラッ

トフォームとしての機能を担っていきた

い。複合リスクユニットでは、今後も継

続的にグローバルヘルス・ガバナンスの

課題に取り組んで行く。

PARIサイト記事
http://pari.u-tokyo.ac.jp/media/press160513.html

1. Shiroyama H, Katsuma Y, Matsuo M. Global health governance: analysis 

and lessons learned from the Ebola virus disease outbreak and the identi
cation 

of future response options (summary): a paper presented at the roundtable 

discussion by the Japan Global Health Working Group for the 2016 G7 Summit. 

Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2016.

http://jcie.or.jp/cross/globalhealth/2016ghwg_g6paper.pdf.

2. 厚生労働省ウェブサイト「グローバル・ヘルスの体制強化：G7 伊勢

志摩サミット・神戸保健大臣会合への提言」国際保健に関する懇談会

WG1：グローバル・ヘルス・アーキテクチャー

http://www.mhlw.go.jp/
le/04-Houdouhappyou-

10501000-Daijinkanboukokusaika-Kokusaika/0000125003.pdf

3. Hideaki Shiroyama, Yasushi Katsuma, Makiko Matsuo, "Rebuilding Global 

Health Governance – Recommendations for the G7," PARI Policy Brief, May 2016.

http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy_brief_160513_globalhealthgovernance.pdf

4. プレスリリース「グローバルヘルス・ガバナンスの再構築̶G7への

提言」 2016.5.13.    http://pari.u-tokyo.ac.jp/media/press160513.html

5. "Protecting human security: proposals for the G7 Ise-Shima Summit in Japan”日

本語版「人間の安全保障を実現するために：伊勢志摩サミットのための提言」

6. 国際保健規則（IHR, International Health Regulations）：国際的な感染拡大の

防止・管理・対応と、不必要な交通・貿易への妨げを回避することを目的

として、原因にかかわらずあらゆる国際的な公衆衛生上の脅威に関する情

報のWHOへの通告義務を設けている。また、加盟国におけるサーベイラン

スや危機管理対応上必要な能力（コアキャパシティ）についても定めている。

7. 国際的な公衆衛生上の脅威（PHEIC, Public Health Emergency of International 

Concern）：国際的な感染拡大により他国に公衆衛生上の健康リスクをもた

らし、潜在的に国際的な調整による対応が必要される深刻な事態。

8. 機関間常設委員会（IASC, 	e Inter-Agency Standing Committee）　1991年に

採択された国連総会決議（46/182）に基づき設置された、国連の主要機関

および国連以外の人道パートナーが参加する人道支援に関する調整枠組み。

9. 国連人道問題調整事務所 (OCHA, O�ce for the Coordination of Humanitarian 

A�airs）：人道に関する緊急時の一貫した対応の確保を担う国連事務局

機関であり、IASCの事務局を担い、国連人道基金 (Central Emergency 

Response Fund：CERF)を管理している。

10. IHP+（	e International Health Partnership）：途上国における保健の改

善を目的とした援助協調の為の枠組み。2007年に、保健に関するMDGs

（Millennium Development Goals）達成の動きを加速させることを目的とし

て設立。現在は健康・保健に関する SDGの達成を目的としている。今日
66の途上国、ドナー、国際援助機関等がパートナーとして参加している。
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課題（法的枠組みの整理など）を抽出し

て、解決方策を整理し、具体的な事業

につなげるための 2020年の東京オリン

ピック・パラリンピックに向けた枠組み

を、2015年 7月 8日、「ロードマップ」

として策定し公表した。

2020年に向けた今後の道筋
　ロードマップの策定公表をもって

INAFとしての活動は終息し、同年 7月

に経済産業省資源エネルギー庁及び国土

交通省航空局が事務局となって設立され

た「2020年オリンピック・パラリンピッ

ク東京大会に向けたバイオジェット燃料

の導入までの道筋検討委員会」に活動は

事実上承継された。

　事業化には、このロードマップを基に

した具体の議論が必要である。2016年

1月にはオスロ空港においてバイオ燃料

の提供開始が発表され、わが国として

も 2015年 11月に日本初のバイオジェッ

ト燃料実証プラントの建設が発表された

ところであるが、今後、イニシアティブ

構成員に限定されない幅広い関係者の協

働により、次世代航空機燃料サプライ

チェーンの確立を加速させ、2020年には、

次世代航空機燃料に関する日本の先進的

取組みを世界に示すことが期待される。

（渋武容  特任准教授）

　その後各国でも積極的な取り組みが進

められてきた中、我が国における次世代

航空機燃料の供給体制の確立には、原料

調達、製造技術、流通ルート等のサプラ

イチェーン全体及び法的枠組みの総合的

視点からの検討に基づく、ロードマップ

が必要不可欠と考えられた。

　このため、7組織（東京大学、ボーイ

ング社、日本航空（株）、日本貨物航空

（株）、全日本空輸（株）、成田国際空港

（株）及び石油資源開発（株））が呼びかけ、

産官学から 46組織が参加して 2014年 5

月に INAF（次世代航空燃料イニシアティ

ブ）が設立され、東京大学が事務局を務

めた。

考えられる原材料ごとの課題の抽出と
ロードマップの策定・公表
　INAFには 4つの分科会を設け、わが

国において次世代（代替）燃料の素材と

して考えられる 6つの原材料（都市ごみ

（第一分科会）、微細藻類（第二分科会）、

天然油脂、廃食用油、非可食バイオマス、

木質草本バイオマス（第三分科会））につ

いて検討が進められた（第四分科会にお

いては製造・導入のための法制度を議論）。

　次世代航空機燃料の導入へのサプライ

チェーン確立のためのシナリオを想定し

つつ、原料ごとに異なる課題と共通する

国際航空における CO2問題への対応
　地球環境問題が世界的な課題になって

久しく、国際航空にあっても例外ではな

い。全世界の CO2排出量のうち、1.5％

を国際航空が占めている。この CO2を

先進国のみならず途上国も含めて対応し

ていくため、 2010年に ICAO（国際民間

航空機関。カナダのモントリオールに所

在）の総会決議において 2つの目標が示

された。① 2050年まで燃料効率を毎年

2％改善すること、② 2020年以降、国

際航空からの CO2排出を増加させない、

ということである。

　一方、世界の航空需要は今後の 20年

間で毎年約 5％伸びると予測されており、

上記の目標を達成するためには、機材更

新や運航方法の改善といった対策だけで

は達成できない恐れがある。このため、

各国が化石航空燃料に代替できる次世代

燃料の開発に乗り出すこととなった。

わが国の取り組みと INAF（次世代航空
燃料イニシアティブ）の設立
　わが国の取り組みは比較的早く、 2009

年の JALの試験飛行を皮切りに、2012

年には ANAと日本貨物航空が空輸飛行

を行い、旅客貨物の大手エアライン 3社

がそれぞれバイオジェット燃料のテスト

に取り組んだ。

次世代ジェット燃料のロードマップ発行
 航空政策研究ユニット

年度 次世代航空機燃料のサプライチェーン確立に向けたロードマップ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

事業計画の策定
（実証プロジェクト）

次世代航空機燃料製造
実証プラント
設計～建設～試運転
（実証プロジェクト）

次世代航空機燃料の製造
（実証プロジェクト）

製造規模の拡大
（商用プロジェクト）

附属書 I国
42.6%

16.9%

非附属書 I国
53.8%

アメリカ

5.3%ロシア

3.8%日本

2.4%ドイツ

1.7%カナダ

12.6%

附属書 I国
その他

25.4%中国

5.6%インド

1.9%韓国
1.7%イラン

19.4%

非附属書 I国
その他

2.1%国際海運 1.5%国際航空

全世界の CO2排出量
313億トン（2011年）

出典 国土交通省資料
CO2 Emissions from Fuel Combustion 2013 Edition (IEA)のデータをもとに作成

研究成果・論文紹介̶各研究ユニットより
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　2011年 3月 11日に発生した東日本大震災とそれに伴う津波
は、大規模な社会インフラシステム（通信、鉄道、港湾、送
配電網、水供給など）に甚大な被害を与えるとともに、福島
第一原子力発電所の過酷事故を引き起こした。
　福島原発事故は、地域住民の生活を奪うだけでなく、東北・
関東地域での電力供給不足による生産活動の停止・低下、サプ
ライチェーンを通じた全国・国外への影響、全国の原子力発電
所の稼働停止および各国での原子力・エネルギー政策・原子力
安全規制要求事項の再検討を引き起こした。東日本大震災や福
島原発事故は、また、他の分野の問題へも波及した。原発事故
は、食品中の放射性物質に関する安全問題、患者の避難、医薬
品・医療機器の被災地への供給を含む医療・介護のサービス供
給、交通インフラへも影響を及ぼし、さらには、東日本大震災
に際しては、金融や実体経済活動にシステミックな影響が生じ
る恐れがあったため、被災者に対する金融面での適切な対応や
被災地金融機関の決済機能が確保される措置がとられた。
　本書では、まず、各分野においてリスクとしてどの範囲のも
のを想定するのか、過去の災害、事故等の経験を通してどのよ
うにその範囲を変えて行ったのかを検証した。原子力に関して
は、地震・津波に関する安全基準の策定や、シビアアクシデン
ト対策における外部事象に関する想定が限定されていたという
点において、大きな欠陥があった。食品においても国内の食品
放射線汚染は想定されていなかった点、災害医療においても、
阪神淡路大震災をベースに想定が行われた点で、限界があった。
　本書は、次いで、複数のリスクの相互連鎖により、大きなリ
スクを引き起こすという複合リスクの課題に注目した。そもそ
も、福島原発事故は、地震・津波を起因とするものであり、自
然災害が原子力発電技術事故に波及するという相互作用が観
察された。そして、事故対応の中では、様々な機材や水など
を確保することが重要であり、そのための手段である交通サー
ビス供給との相互作用も観察された。金融機能の確保において
も、エネルギー供給（決済所への電力供給）や交通サービス（現
金輸送）との相互作用が確認された。そして、このような複合
リスクの課題に対応するためには、異なる専門分野を持つ専門
家間のコミュニケーションが重要であった。耐震審査指針策定
過程における理学系専門家と工学系専門家間のコミュニケー
ション、食品の放射線汚染における食品安全専門家と放射線専
門家の間のコミュニケーションは容易ではなかった。このよう
な検証に基づいて、複合リスク・ガバナンスが有効に機能する
ためには、単に包括的なリスクに対応するための制度を構築す
るだけではなく、分野の異なる専門家間のコミュニケーション
を確保することが決定的に重要であることを主張した。

（城山英明  教授）

関連政策提言（本年報 p. 12–13  に紹介）
「日本の分野横断型エネルギー・環境研究の改革の必要性に関する政策提

言 ～ 東日本大震災から５年 ～ 」

「大震災に学ぶ社会科学  第 3巻  福島原発事故と複合リスク・ガバナンス」
城山英明（編集） 
A5判 400頁／ 2015年 9月 25日刊行／発行 東洋経済新報社／定価 4,000円 +税
ISBN  978-4-492-22358-1

『大震災に学ぶ社会科学 第 3 巻 福島原発事故と複合リスク・ガバナンス』
 複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット

経済影響

金融システム
への影響

供給・流通網
への影響

食品
供給・流通

エネルギー
供給・確保

人工呼吸器ほか
電源を要する患者

患者・高齢者
の健康影響

電力供給不足・
計画発電

東日本大震災

津波

原発事故

放射性物質
による汚染

食品安全
への影響

交通
遮断・影響

医療機器
の搬送

緊急時対応の
ための資材調達

避難・退避

ネイテック （NaTech）
自然災害をきっかけとして
より大きな被害をもたらす
技術的災害が生じること

東日本大震災・福島原発事故にともなう複合的影響の例
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医療機器を介した分野横断的
イノベーション：米国の新規制について
 医療機器の開発に関する政策研究ユニット 

ミャンマー水力開発における社会的バリア
  国際エネルギー分析と政策研究ユニット

図：地元の人々が抱く大型ダムへの懸念

　本稿では、現在連邦議会で審議中の「21st Century Cures Act」
法案（以下、「本法案」と記載する）について概要を説明したい。
アメリカ合衆国では、患者にとって研究開発に参加する選択肢
をさらに増やし、バイオメディカルイノベーションを推進する
ため、2015年 5月に連邦議会下院のエネルギー・通商委員会に
「21st Century Cures Act」と呼ばれる法案が提出された。この法
案は、21世紀における新しい治療法の発見、開発、臨床現場
への導入をさらに迅速化するためのものである。日本ではあま
り関心が集まっていないものの、この法案が成立し施行されれ
ば、医薬品業界だけでなく医療機器業界にも影響が生じうる。
　本法案の背景にあるのは、新しい治療法の開発や導入の迅
速化が進んだにもかかわらず、アンメットメディカルニーズ
がいまだ存在していることである。１万の疾病のうち、7,000
もの疾病は希少疾患とされ、そのうち 500程度の疾患につい
てしか治療法は見つかっていない。NIH長官のコリンズ博士
によれば、14年間にわたって 20億ドルを超える投資にもかか
わらず、新薬開発の試みのうち 95パーセントは失敗に終わっ
ているという。このような現状に鑑み、患者の研究開発参加
への選択肢をさらに増やし、世界におけるバイオメディカル
イノベーションの資本集積地というアメリカ合衆国の地位を
維持するために起草されたのが、本法案なのである。
　本法案の要綱（いわゆる "White Paper"）によれば、法律の目
的には（1）患者視点を規制プロセスに組み込むとともに、ア
ンメットメディカルニーズに立ち向かうのを助けること、（2）
21世紀における医学の構築、（3）臨床試験の合理化、（4）連
邦政府機関における継続的なイノベーション支援、（5）医療
関連製品規制の現代化が含まれている。
　本法案は、2015年 12月現在、下院本会議で可決された後、
上院で審議が続いているものの、これ以上の審査の合理化や
短縮化には批判もある。もともと、希少疾患についてランダ
ム化比較試験を実施することは困難であったところ、本法案
はベイズ統計、バイオマーカー、患者から報告されるアウト
カムや臨床上の知見などの追加的なデータを活用してその不
足を補うこととしているものの、それで十分かについては上
院の審議対象となる。また、上院では EHRの利用制限撤廃な
どの論点も審議される予定である。
　本法案の内容は、今後の日本における医療機器規制にとっ
て示唆に富むだけでなく、成立後に大きな影響を及ぼすに違
いない。よりよいエビデンスを集めるための患者中心の研究
開発や審査承認プロセスの行方は、アメリカ合衆国に進出し
ているメーカーだけでなく、日本においても今後の議論を通
じて業界全体に関係してくるだろう。

（佐藤智晶  特任准教授）

詳細 → 大西昭郎 , 黒河昭雄 , 深澤光樹 , 佐藤智晶 ,「医療機器を介した健康・

医療の更なる分野横断的なイノベーションに向けて̶米国における新しい

規制を考える̶」『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』47巻 2号（じ

ほう社）, 2016年 , pp. 112–118.

　長期的に電力需給のひっ迫が見込まれるタイにおいて、ク
リーン・コール技術の利用、再生可能エネルギーの普及、そ
して隣国からの電力輸入は、同国の最新の電力開発計画（Power 

Development Plan, PDP）における 3本柱である。本稿では、隣国
からの電力輸入に射程を絞る。この際、これまでの延長でラ
オスへの電力輸入依存を増長するのは、エネルギー安全保障
上好ましくないことに注意したい。ここに、タイ政府が供給
増設オプションの 1つとして、民政移管後間もないミャンマー
における水力開発（及び電力輸入）に期待する所以がある。
　課題は、こうしたタイ輸出向けのミャンマー国内での発電事
業には様々な障害（バリア）が存していることである。スムー
ズに進んでいる事業は稀である。言うまでも無く、融資適格性
など経済的なバリアは小さくない。ところが、それと同等もし
くはそれ以上に投資家にとってシビアなのは社会的なバリアで
ある。本稿では、シャン州モントンダム̶ミャンマーで予定さ
れる最大規模の発電事業̶の周辺住民へのフィールドワークを
通じてこの点を検討した。フィールドワークの結果は、「解消
困難」な社会的バリアの存在を示唆した。
　「解消困難」と考えるのは、バリアが歪曲されている為であ
る。「地元の人々が認識している」懸念と「ミャンマー社会で
指摘されている」懸念は大きく異なる。前者は「森林破壊」や「健
康被害」といった生活に密着した懸念であるのに対し、後者
は「強制労働」や「強制退去」といったより暴力的な側面が
強調されることが多い（図参照）。地元住民の懸念自体は、適切
な対応を通じて対処可能な事案である。ところが、地元の懸
念が歪曲されて社会的に認識されている為に、地元の懸念に
適切に対応する事が困難となっている。このようにして、社
会的バリアが維持される構造が生まれている。
　とはいえ、他のシャン州における中国投資ダム（例えば
Shweli1や Dapein1）ではこうした社会的なバリアは確かに乗り越
えられ、中国への電力輸出が行われてきた。ここでの事業上
のポイントの 1つは、事業全体の 10％の「フリーパワー・フ
リーシェア」がミャンマー側に認められてきた事と思われる。
ここからの利益配分が住民合意を導いてきたメカニズムにつ
いて、一層のフィールドワークを通じて理解を深めたい。功
罪両面から考察を深め、事業者と地元住民双方にウィン・ウィ
ンの関係をもたらす越境発電事業デザインの糧を得たい。

（山口健介  チュラロンコン大学エネルギー研究所 客員研究員）

詳細 → 山口健介 , 劉大煒「ミャンマー水力開発における社会的バリア解消

のためのヒント：モントンダムのフィールド調査を手掛かりに」『バンコ

ク日本人商工会議所所報』2016年 1月号 .

要旨 →  http://pari.u-tokyo.ac.jp/media/magazine_jcc_201601.html

photo by Victor
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れ、翌年発効した。多数の域内参加国が

単一の通貨スワップ取極に合意しマルチ

のメカニズムとすることで、参加国が保

有する外貨準備を危機時に一斉に円滑に

他の域内国に動員することが可能となっ

た。また、ASEAN5以外の 5カ国も新規

に参加し、ASEAN+3の全 13カ国が参加

するスキームとなった。域内国の経済

サーベイランスを行う組織も設立された。

　CMIに合意した 2000年頃は、東アジ

ア地域の貿易・金融における日本の比重

が依然として極めて高かった時期である。

CMIのマルチ化が発効した 2010年は、

中国の GDP（市場レートベース）が初

めて日本を上回った年である。中国の存

在感はますます高まり、東アジアの経済

地図は大きく変化しつつある。東アジア

の金融協力は、経済統合のプロセスでは

なく、相互扶助のメカニズムである。こ

うした協力は、今でも有効なのだろうか、

どう進んでいくのだろうか。

　本稿の主たる目的は、私の財務省時代

の経験を基に、過去を振り返ってみるこ

とである。東アジアの金融協力につい

て、アジア通貨基金（AMF）構想、CMI、

CMIMと、時間の流れを追いながら経緯

を辿り、今後の展望についても若干言及

してみたい。

　最初に触れておきたいのは、2009年、

CMIのマルチ化に向けての各国間の交渉

の最終局面である。もっとも厄介な問題

は、特に日中間の拠出額（投票権シェア）

をどうするかであった。
（「はじめに」より）

本記事の初出
http://pari.u-tokyo.ac.jp/publications/notes/rn1_1.html

2015年 11月 19日

上記 URLより全編がご覧いただけます。

　チェンマイ・イニシアティブは、東ア

ジアにおける域内金融協力の象徴である。

域内のある国が、対外支払いに支障をき

たすような流動性の困難に直面した際

に、他の域内国が米ドルを融通するとい

う「相互扶助」のメカニズムであり、各

国の外貨準備という第一線準備、IMFと

いうラスト・リゾートを補完する、第二

線準備（セイフティ・ネット）である。

　1997年に勃発したアジア通貨危機は、

まず「アジア通貨基金（AMF）」構想を

生んだが、これは早々にとん挫した。こ

うした経験を踏まえ、日中韓と ASEAN

諸国は、危機時には、域内国の二国間で、

通貨交換（借入国通貨とドルのスワッ

プ）の形で米ドルの短期的な供給を行う

という、二国間通貨スワップのネット

ワークを構築した。2000年 5月のタイ・

チェンマイでの第 2回 ASEAN+3財務大

臣会合で合意したことから、「チェンマ

イ・イニシアティブ」（CMI、Chiang Mai 

Initiative）と呼ばれる。2003年末までに

は、当初想定していた 8カ国（日中韓と

ASEAN5）間で 16本の二国間通貨スワッ

プ取極が締結され、当初想定していた

ネットワークを完成させた。

　その後、CMIを強化するための議論

が続いた。2009年 5月には、より発展

した枠組みとして、「チェンマイ・イニ

シアティブのマルチ化」（CMIM, Chiang 

Mai Initiative Multilateralisation）が合意さ

東アジアの金融協力の行方
チェンマイ・イニシアティブのマルチ化を巡る交渉を中心に

 篠原尚之 東京大学 政策ビジョン研究センター 教授

Columns
2015年度に PARIホームページに発表された

記事から話題になったものを再録しています。

篠原尚之 教授

備
忘
録
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　4月には JR東日本の山手線の神田・秋

葉原駅間で架線支柱が倒壊しているのが

見つかった。付近の電車を一斉に止める

措置がとられたために脱線や衝突は 1件

も発生しなかった。箱根山や桜島では恐

れられた大きな噴火は起こらず、11月に

は噴火警戒レベルが引き下げられた。5

月 20日に韓国で最初の感染が確認され

たMERS（中東呼吸器症候群）は 6月に

入り感染が拡大し、韓国で死者が 10人

を超えたにもかかわらず、日本国内では

感染は起こらなかった。2014年夏に約

70年ぶりに東京を中心に国内感染が確認

されたデング熱は、2015年にさらなる流

行も恐れられていたものの実際は 1例も

見つからなかった。

　「起こったこと」に対応するだけでは、

同じ種類のリスクは減らせても、次に起

こる別の事故や事件を防ぐことはできな

い。しかも、事前対策がうまくいって「起

こらなかったこと」は誰にも気づかれな

いのである。すなわち、蓋が空いていた

マンホールに落ちた人を救った人はヒー

ローになれるが、人が落ちる前にそっと

蓋を閉めた人はその行為を気づかれさえ

しないのである。社会としては誰かが落

ちる前に蓋をする方が望ましいのに。こ

の非対称性が世の中の対応を「起こった

こと」に偏らせているのである。「起こ

らなかったこと」に対して、「起こった

こと」以上にスポットライトを当てられ

るような方法はないだろうか。１つの実

行可能な方法は、あらかじめ今年起きる

かもしれないことのリストを作っておき、

年末にそれらが実際に起きたかどうかの

事後チェックを行うことだろう。発生す

る確率と起きた際の影響の大きさをそれ

ぞれ五段階くらいであらかじめ予想して

おくとなおさら便利である。これは、国

レベルで実施すると「ナショナルリスク

アセスメント」となるし、企業レベルで

も、個人レベルでも、ファミリーレベル

でも実践可能な方法である。

を襲い、鬼怒川の堤防が決壊し、広範囲

にわたる洪水が発生した。

　そのほかに、3月末にはスペインを出

発した航空機が墜落し、日本人 2名が亡

くなった。副操縦士による意図的な墜落

だったと言われている。4月にはネパー

ルで大地震が発生し 8000人を超える人が

亡くなり、中国・天津では 8月、倉庫で

の大爆発事故が発生した。国内では、5

月には川崎の簡易宿泊所での火災で 10名

が亡くなった。7月には伊豆で、私的に

設置されていた電気柵で感電し 2人が死

亡する事故が起きた。7月末には小型飛

行機が調布市の住宅街に墜落し、パイロッ

トに加え、住民が巻き添えで亡くなった。

「起こらなかったこと」にもスポットライトを
　これらはもちろん「起こったこと」の

ごく一部に過ぎないが、想像もつかな

かったようなものも含めて多種多様な事

件・事故が発生している。「起こったこと」

は注目を集め、何らかの対応策がとられ、

年末にはしばしばマスメディアで振り返

られる。しかしもっと大事だけど忘れら

れがちなことは、「起こらなかったこと」

もまたそれ以上にたくさんあったことだ。

きちんと対策がとられたから起こらな

かったこともあれば、たまたま起こらな

かったこともある。しかし何が起こらな

かったかを記述するのは難しい。厳密に

は、「起こったこと」以外のすべてが「起

こらなかったこと」であるが、それは何

も言っていないに等しい。ここでは少し

だけ書き留めてみよう。

　毎日様々なニュースが流れる中で、私

たちの安全を脅かす事件や事故も数多い。

しかし、私たちはその出来事が起こった

直後には強くその再発を恐れるものの、

比較的すぐに忘れてしまう。2015年は、

前年から引き継いだ形で、食品への異物

混入問題で幕を開けたことを覚えている

だろうか。しかし、異物混入問題は、春

以降はあまり騒がれなくなった。6月末

には東海道新幹線の車内で焼身自殺があ

り、本人に加え、巻き添えで 1人が亡く

なった。お盆の帰省で新幹線を利用した

際に事件を思い出した人も、年末の帰省

で新幹線に乗る際には完全に忘れ去って

いただろう。

　2015年の 1月には、もう 1つ大きな

事件が発生している。1月 9日にパリで

出版社、シャルリー・エブドが襲撃され

た。1月下旬にはイスラム国による日本

人殺害予告があり、その後殺害が実行さ

れた。これらの出来事に加え、11月に

再びパリでさらに大規模な無差別テロ事

件が発生し、2015年という 1年はテロ

の年として私たちに記憶されることに

なった。象徴的な意味を持つに至ったパ

リでのテロに比べて、3月に起きたチュ

ニジアの博物館でのテロや、8月にバン

コク市街地で起きたテロを記憶している

人は少ないかもしれない。前者では 3名

の日本人が命を落としている。

　2015年は、自然災害も記憶に残った

年だった。国内では 7つの火山が噴火し

た。小規模なものも含むため、特に多い

数字ではない。5月初めに箱根で火山性

の群発地震が増加し、大涌谷周辺への立

ち入りが禁止された。6月末にはごくご

く小規模な噴火が起こった。5月末には

口永良部島で噴火があり、全島民が避難

した。6月には浅間山でごく小規模な噴

火があった。8月には桜島が「今までに

ない状況」だとして噴火警戒レベルが引

き上げられた。水害も起こった。9月に

は台風 17号に伴った大雨が栃木と茨城

2015 年のリスク̶「起こったこと」と「起こらなかったこと」
 岸本充生 東京大学 政策ビジョン研究センター／公共政策大学院 特任教授

Manhole / Joe Shlabotnik

本コラムの初出    http://pari.u-tokyo.ac.jp/publications/column136.html   2016年 1月 13日
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リンピック版リスク・アセスメント」を

実行した。まず、警察や医療、交通といっ

た国レベルの関係機関が集まり、オリン

ピック特有の緊急事態の想定とリスクの

定義を行う。次に、この想定に対し、関

係機関や主務官庁の対応能力がどのくら

い不足しているのかを分析する。そうし

てこのギャップを埋めるための計画策定

と能力開発を遂行したのち、再度、その

集合的な対応能力を査定するというプロ

セスである。すでに通常のリスク・アセ

スメントの経験があったとはいえ、構想

に 1年、実施に 2年、オリンピックのお

よそ 3年前から準備している。

　一方で開催都市ロンドンにおいても、

33の区と大ロンドン市、警察・消防・

救急等の緊急サービス、および電気・水

道・交通等の事業者の間でチームが組ま

れ、オリンピックに向けたリスク・アセ

スメントや、情報共有、事態対応の計画

策定が行われた。チームは中央政府レベ

ルの担当者とも日常的な情報共有関係を

築きながら、例えばロンドンの交通に不

慣れな外国人を含む大量の人々が一斉に

特定の駅に移動する、といったオリン

ピック特有の脆弱性の評価や、そのため

の訓練を重ねていった。個々のリスクに

ついての考え方や対応策については、必

ずしも一枚岩とはいえないものの、共同

作業の第一歩として様々な機関による異

なる考え方を共通の土俵で突き合せた。

　逆説的ではあるが、「オリンピック版リ

スク・アセスメント」で明らかになった

のは、オリンピックだからといって新し

い種類のリスクというものは存在しない

ということだった。しかし、先述の駅の

例が示すように、通常とは発生場所が異

なり、脆弱性が異なり、被害の大きさも

異なる。したがって、やるべきことは新

しいチームを次々と立ち上げることでは

なく、オリンピック特有の偏りに備えた、

既存の連携体制の見直しと強化であった。

　オリンピックは確実に発生し、通常と

掌・タテ割り問題を抱えている。しか

し、危機管理のための共通基盤としてナ

ショナル・リスク・アセスメントがある 1。

リスク・アセスメントは通常、異常気象

や鉄道事故、感染症やテロ攻撃といった

個々のリスクについて、一定期間に発生

する可能性と影響力の大きさを測定する。

イギリスでは、2000年前後に洪水やス

トライキ、口蹄病といった事件があり 2、

社会に大きな影響をもたらした。その教

訓から、2004年に危機管理に関わる一

括法である「民間緊急事態法」が制定さ

れ、その下で国（各省庁）と地方（各地

方政府や公共機関等）のあらゆる関係機

関が連携する枠組み作りが模索されてき

た。

　イギリスのナショナル・リスク・アセ

スメントは、2年に一度、内閣府の民間

緊急事態事務局の支援のもと、今後 5年

間に発生する数十種類の主要リスクの評

価を省庁横断的に行わせ、1冊の報告書

にとりまとめたものである。これを共通

のエビデンス（根拠）として関係政府機

関・公共機関が各々、あるいは連携して、

危機管理の責務を負うことになる。ロン

ドン・オリンピックでは、このリスク・

アセスメントのサイクルを応用し、「オ

　2020年の夏、日本は重要な緊急事態

を迎える。東京オリンピック・パラリン

ピックの開催である。それは、普段でさ

え過密かつ繊細につながり合っている大

都市機能の上に、圧倒的な数の人、異な

る言語、取引や契約、時間的正確さ、メ

ディアの注目、といった様々なプレッ

シャーが短期間で加わることを意味する。

これは十分な異常事態といえるし、当然

そのための危機管理が求められる。

　オリンピックのような大規模イベント

の危機管理といえば、大会そのものの警

備やサイバー攻撃対策がすぐに思い浮か

ぶが、より広い国家のリスクや危機管理

という観点からの議論とはなかなか関連

づけられない。ここではこうした狭い意

味での危機管理である大会警備を超えた、

より広範な国家レベルのリスク対応・危

機管理という観点から、オリンピックの

開催を考えてみたい。東京という首都に

おけるオリンピックを考えてみること

で、国家レベルの危機管理に新たなヒン

トが見つかるかもしれない。糸口として、

2012年に世界で初めて 3度目の近代オ

リンピックを開催したロンドンおよびイ

ギリスのケースを見る。

　イギリスも日本と同様に行政機構の分

2012年ロンドンオリンピック 開会式 リハーサル

Photo by Matt Lancashire

オリンピックという緊急事態
 太田響子 東京大学政策ビジョン研究センター 特任研究員
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たものだった。国連総会が最後に軍縮の

ための作業部会を設置したのは 2012年

に遡る。2013年 8月に約 80か国が多国

間軍縮交渉を前進させる方法について協

議したが、核兵器国は参加を見合わせた。

　オープン・エンド作業部会を設置して

各国代表が核軍縮について活発な議論を

展開させることは、核なき世界への重要

な一歩である。特に、今回のメキシコ主

導の議案 3は核兵器の非人道性を訴える

多数の国家との協働であり、国連の軍縮

会議のようにコンセンサス形式で運営さ

れる既存の枠組みで行き詰まりを見せる

核軍縮を促進させるための新たな取り組

みであるとの期待が込められている。他

方でこの決議をめぐる国連総会での投票

結果をみる限り、核軍縮への一歩が確実

に踏み出せるのかに甚だ疑問が残る。

　今回も、核兵器国（NPTで明記され

た核保有国）5か国に加え、核保有国（NPT

に明記されていない核保有国）4か国の

うち 3か国が反対ないし棄権票を投じて

いる（北朝鮮は賛成票を投じた）。そし

てこれと連動するかのように、核兵器国

との強い関係を維持する NATO加盟国、

同盟国などが揃って棄権票を投じている

（反対 12か国と棄権 34か国）。

　ここから見えてくるのは核抑止に頼る

国防・防衛政策を重視する姿勢が依然と

して根強く国際政治に残っている事実で

ある。日本も例にもれず棄権票を投じて

　2016年 2月 22日、「多国間核軍縮交

渉の前進に関するオープン・エンド作業

部会」（以下、オープン・エンド作業部会）

の第一回会合がジュネーブの国連欧州本

部で開始された。この作業部会設置をめ

ぐる国連総会での決議で日本は棄権票を

投じ、当部会への参加へも慎重な姿勢を

見せてきた。だがここにきて一転、政府

はこの作業部会に参加する方向で調整を

進め、外務省は正式に代表を派遣する考

えを発表した 1。

　世界で唯一の被爆国である日本は、日

米同盟による「核の傘」のもと、揺れて

いる。核軍縮や核廃絶を積極的に訴える

日本が、それらを進めるための具体的な

方策を話し合う作業部会の設置と開催に

難色を示すことに違和感を覚えた人は少

なくないだろう。しかし、日本のこの一

見矛盾した行動は新しいものではない。

日本が持つ核廃絶への希求と、政府によ

る核軍縮を進めるための具体的な政治的

行動は、必ずしも一致してこなかった実

情があるからだ。

国連の核軍縮作業部会／核保有国、NATO

加盟国、同盟国は設置採決で反対・棄権
　では核軍縮を議論するためのオープ

ン・エンド作業部会とはなにか。もとも

とオープン・エンド作業部会の設置勧告

は、2015年前半期に開催された NPT運

用検討会議 2の最終文書案に盛り込まれ

2013年 5月 15日 国連核軍縮部会の様子（国連総会会議場）

Photo by UN Geneva – Open-Ended Working Group on Nuclear Disarmament Negociations 2013

は異なる影響力を生む「緊急事態」であ

る。イギリスではこうした認識が共有さ

れていたために、まさにこの起こるべき

事態に十分に対応するという具体的な

ターゲットが各機関の間で共有されたと

言える。関係者によれば、この経験がオ

リンピック後のロンドンのレジリエン

ス（緊急事態への柔軟な対応能力）を高

めることにもつながったという。例えば、

オリンピックに向けて準備する過程で、

電力、通信、水道、救急サービス等のユー

ティリティ間に相互依存性があることが

初めて関係者の間で共有された。オリン

ピック後はこの共通認識を基に、それぞ

れのユーティリティが失われた場合、相

互依存的な影響がどう広がるのかを可視

化する作業が進められている。

　さて東京はどうだろう。法律、ガバナ

ンス、それぞれのステークホルダーの連

携と責任関係など課題は山積している。

オリンピックという社会的に最大の注目

度を持つイベントをテコにして、より長

期的な日本のレジリエンスのあり方につ

いての議論を喚起することも必要だと思

う。2020年の東京オリンピック・パラ

リンピックは、「予測可能な緊急事態」

である。残された 4年半でやるべきこと

は多くあるが、その先を見据えれば少子

高齢化や財政赤字、大規模災害といった、

より重い、起こりうるリスクがある。こ

うしたリスクが、いついかなる時に、ど

のような場所・形態で起きたとしても対

処できるよう、日本という社会の横断的

なリスク管理能力を高めていかなければ

ならない。

註
1. イギリスの公開版ナショナル・リスク・アセ

スメント（National Risk Register 2015）

https://www.gov.uk/government/publications/national-

risk-register-for-civil-emergencies-2015-edition

2. 2000年の石油タンクローリー運転手のストラ

イキによる燃料危機、同年秋の英国北部での大

規模な洪水、2001年に英国全土に広がり畜産・

観光・食料供給に打撃を与えた口蹄病、2002年

から 2003年にかけての消防組織の争議行動によ

る消防機能の麻痺。

本コラムの初出
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日本と核軍縮の複雑な関係
―核廃絶と核抑止の狭間で

 向和歌奈 東京大学 政策ビジョン研究センター 特任助教
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規定している。会議の成果は最終文書の採択を

もって示される一方で、これは各国に対して法

的拘束力を持たない。2015年は各国の主張が衝

突した結果、議長による最終文書案が示された

ものの採択に至らなかった。

3. 2015 年 11 月 5 日、国連第一委員会では

メキシコが主導する形でオープン・エンド作

業部会の設置に関する決議案（A/C.1/70/L.13 

"General and complete disarmament: taking forward 

multilateral nuclear disarmament negotiations"） が

提出され、賛成多数で採択された。その後 12月

に開催された国連総会においても、同様に賛成

多数で採択された。決議案は多国間の核軍縮交

渉を確実に進展させる緊急性に鑑み、核軍縮の

ための「具体的で効果的な法的措置」や核なき

世界を達成するための「法的条項や規範」を交

渉する作業部会の開催を提唱した。国連総会で

の決議の前の 11月 5日に国連第一委員会にて行

われた投票では 135か国の賛成、核保有国を中

心に 12か国の反対、そして 33か国の反対があっ

た。国連総会では 138か国の賛成、12か国の反対、
34か国の棄権という結果であった。2016年 2月

にジュネーブで開催が予定されている。

4. ちなみに 2015年 12月 8日に国連総会本会議

に提出された「核兵器廃絶決議案」は賛成多数（賛

成 166、反対 3、棄権 16）で採択された。なお反

対票を投じた三か国とは、中国、北朝鮮、ロシ

アであった。

5. 2013年 9月 26日に核軍縮に関する国連総会

ハイレベル会合が開催され、この日を「核兵器

の全面的廃絶の国債の日」と制定する国連総会

決議 68／ 32が採択された。

6. 外務省「核兵器の全面的廃絶の国際の日に関

する国連総会会合」2015年 10月 1日付。

h t t p : / / w w w. m o f a . g o . j p / m o f a j / d n s / a c _ d /

page3_001402.html  2016年 2月 1日アクセス。

本コラムの初出
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2015年 2月 25日

非核三原則は、沖縄返還問題を推し進め

るための重要な取引カードとしても使用

され、ある時にはアメリカ政府に対して

日本が核兵器に対して大々的に反対姿勢

をとらないことを示しつつ、またある時

には国内に対しては政府が真剣に核軍縮

や核廃絶について考えていることを示す

戦略的な切り札とも考えられた。

　核廃絶は達成したいが核抑止に頼る政

策をとる。政府はこの二つを矛盾しない

政策であると繰り返し主張してきた。実

際、NATO諸国もこの考えを共有する。

だが核抑止に頼る政策は核兵器の存在を

暗に認めることにもつながる。この矛盾

が解消されない限り、新たに核保有をも

くろむ国家を説得しようとしても、また

既存の核兵器国に核軍縮を主張しても、

その説得力が半減してしまう。核抑止を

軸に展開してきた伝統的な国際政治をど

のように打破していくか。日本は被爆国

として、アメリカの同盟国として、国際

社会の一員として、どのような選択肢を

とっていくのか、とっていくべきなのか。

課題は決して小さくない。

註
1. 外務省「『多国間核軍縮交渉の前進に関する

オープン・エンド作業部会』への日本の参加」
2016年 2月 17日付。

http : / /w w w.mofa .go. jp/mofaj /press /re le as e/

press4_002970.html  2016年 2月 22日アクセス。

2. 1970 年に発効した NPT（Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons、核兵器不拡散条

約）は、発効後 5年ごとに条約の運用を検討す

る目的のために会議を開催することを第 8条に

いる。国際政治を学ぶものとしてこの点

は何ら不思議ではない一方で、被爆国と

しての日本がとる行動としては違和感を

覚える点は否めない。

被爆国日本／核軍縮・核廃絶を目指すも、
日米同盟の核抑止力に依存
　核兵器（原爆）の惨禍を経験した国家

は世界中で日本だけだ。1945年 8月に

広島と長崎に原爆が投下され、1954年

に第五福竜丸がアメリカの水爆実験に巻

き込まれた。一度ならずとも三度の経験

はその後官民問わず深く刻み込まれ、日

本人のアイデンティティとして、日本と

いう国家と核問題を結びつける際に欠か

すことのできない一種の特殊な象徴とし

て捉えられてきた。日本政府が国連に対

して「核兵器廃絶決議案」を毎年提出す

る理由もここにある 4。「核兵器の全面

的廃絶の国際の日」5の 9月 26日に国

連本部で開催された記念会合では、岸田

文雄外務大臣が「核軍縮を進めるために

は、核兵器国と非核兵器国が協力しなが

ら、具体的かつ実践的な措置を着実に積

み重ねることが何より重要」であると述

べた 6。唯一の被爆国である日本の核廃

絶・核軍縮への思いは、当然強い。

　その一方で、前述のように、オープン・

エンド作業部会の設置決議の採決で、日

本は棄権票を投じている。

　この相反する現象は、国際政治の観点

からみると、決して新しいものでも不思

議なものでもない。日本は、第二次世界

大戦後より継続的に、核兵器をめぐる奇

妙な政治力学と対峙してきたからだ。日

本の対外政策は、アメリカとの同盟関係

に一義的に依存している。核問題に関し

ても、日米同盟に傷をつけないことが重

要であり、それが時には被爆国としての

使命感と拮抗することも少なくない。た

とえば、第五福竜丸事件が起こった後、

原水爆禁止運動が盛り上がった裏で日本

政府は日米同盟の強化を進め、核抑止に

依存する政策を継続した。1971年に国

是化された非核三原則は、拡大抑止への

依存、核軍縮の推進、ならびに原子力平

和利用の推進から成る「日本の核政策四

本の柱」の一部として位置づけられた。

表 . 国連総会での投票結果（反対および棄権国）

中国

チェコ
エストニア

フランス

ハンガリー

イスラエル

ラトビア
リトアニア

ポーランド

ロシア

イギリス
アメリカ

反対

NATO加盟国

核兵器国

核保有国

特定の国家あるいは同盟との強い関係

棄権

アルバニア

アンドラ アルメニア

オーストラリア
ベラルーシ

ベルギーブルガリア

カナダ クロアチア

キプロス

デンマーク

フィンランド

ドイツ
ギリシャ

アイスランド

インド

イタリア

日本

ルクセンブルク

モナコ
モロッコ

オランダ

ノルウェー

パキスタン

ポルトガル

韓国

モルディブ

ルーマニア

スロバキア スロベニア
スペイン

シリア

トルコ

ウズベキスタン
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