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　2012 年 3 月、社会との開かれた接点になるというミッ
ションを達成するための一つの舞台装置が完成した。東
京大学本郷キャンパス赤門の隣にできた伊藤国際学術セ
ンターである。本郷通りに面して、外に開かれた形のデ
ザインは、まさに「開かれたキャンパス」のイメージに
ふさわしいものだ。
　政策ビジョン研究センターは、この場を研究・活動の
拠点とするほか、エネルギー政策ラウンドテーブル、医
療イノベーションワークショップ等の連続公開セミナー
や政策研究会を開催。社会が抱えるニーズと、大学がもっ
ている知恵を融合し、組織化するという課題への取り組
みが、ここでもなされていく。
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ごあいさつ

東京大学の政策ビジョン研究センターは、総合大学である東京大学の利点を活かし

て、関連する多分野の各部局における研究を結びつけ、エビデンスという形で最

先端の研究成果として展開させ、それを現実の社会における課題解決のための複数の政

策の選択肢として提言・発信していくことを目的としている組織です。

　2008 年に設立され、現在まで約 3 年強活動をしております。具体的には 11 の研究

ユニットで活動を行うと同時に、新しく 3 つの研究実証プロジェクトもできております。

そうした中で、約 76 人の研究者が様々な形で関わって、学際的な研究、つまり社会と

連携した研究を進めております。

　政策ビジョン研究センターは小規模な組織ではありますが、東京大学における多様な

部局における研究と外部の様々な課題を結びつけていく、ある種のハブとして機能して

いくことになっています。また、国内だけではなく、国際的なネットワークも活用し、

展開しつつあります。

　この度、伊藤国際学術研究センターという建物が赤門の隣にできたのですが、そのセ

ンターの新しいミッションの一つは、社会と大学をつなぐ、大学の社会に対する窓にな

るというものです。そういった趣旨もあり、この政策ビジョン研究センターは、この新

しいセンターに居を移し、様々な関係者の方々と、ある意味では場も共有しつつ、今後

活動を展開していこうと思っています。

　具体的には、これまで通りではありますけれども、高齢社会・医療の問題、それから

科学技術やエネルギーの問題、あるいは多様化する安全保障、地域における安全保障の

問題について取り組んでいこうと思っています。

　これまでの重要な活動は、学内の多様な研究を結び付けて、それをどう発信していく

のか、ということでした。これも勿論重要なのですが、今後は、単にシーズ・オリエン

テッド、つまり研究をどのように打ち出していくか、ということだけではなく、ニーズ・

オリエンテッド、つまり社会の課題を発見し、構造化し、それに応じて大学の様々な研

究を正に発見し、それらをつないで研究を組織していくというという方向にも活動を展

開していきたいと思っています。そういう意味では、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方にもつなげていくということが今後の我々の新しい課題だ

と考えていますし、そのために、従来にも増して、研究の発信の方法や広報の仕方も工

夫していきたいと考えています。 このような形でセンターの新しいフェーズの活動を進

めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

センター長　城山 英明
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インタビュー

三國谷勝範教授に聞く

リーマンショック、欧州金融危機		
そして日本はどうする

　世界経済は、2008 年のリーマンショックからいまだに立ち

直っていません。そしてヨーロッパは金融危機に苦しんでいま

す。日本はすでに 1997 年に金融危機を経験していますが、経

済そのものはなかなか先が見えない状況です。このような状況

をどうご覧になっていますか。

三國谷　日本の金融危機と今回の世界的な金融危機に共通

しているのは、危機の前に不動産や株の価格が上がり、企

業や家計の債務が膨らんでいたことです。しかもこれが急

激に表れ、ある日、破裂しました。これから先、バブルは

また起こり得るという観点に立って、日頃からのリスクの

取り方を心掛ける必要があるのではないかと思います。

　日本の金融危機は銀行の貸し付けを中心に起きました。

しかし、これは日本の国内の問題であって、海外に波及し

たわけではありません。これに対して今回の金融危機は市

場部門で起きています。また証券化という波の中で起きて

いるので、瞬く間に広範囲に広がった。21 世紀型の金融

危機と言われる所以です。

時間かかるバランスシート調整

三國谷　ここでもう一つ注意しておかなければいけないこ

とがあります。本来、証券化商品または市場型間接金融と

いうものは、銀行貸出のような間接金融のいい点と、直接

金融のいい点を融合し、適切なリスク分散を図ることを可

能にするはずのものでした。ところが現実には両方の悪い

ところが出てきてしまった。やはり「行き過ぎ」はよくな

いということが明らかになったのだと思います。

　今、欧米で何が起きているかというと、バランスシート

の調整だと思います。日本もバブルが弾けたとき、金融機

関も事業会社もバランスシートが非常に歪んだ形になって

いました。したがってバランスシートを調整するために相

当な時間をかけていったわけです。金融機関はまず資産を

適正に評価しなければなりませんでした。その上で不良資

産を切り出し、それから資本を増強するというこのセット

を繰り返してきました。

　同じことがアメリカでもヨーロッパでも起きてきたわけ

です。アメリカは比較的早く手を打ちましたが、まだよく

わからないところがあるので金融で支えているというのが

実態でしょうか。ヨーロッパも同じです。だから時間がか

かると思います。結局、リーマンショック以前は、要する

にバブル前のレジームだったわけで、こうなったら元の形

に戻ることはありません。新しいレジームを模索している

過程と考えています。

　日本は過去の金融危機を外需などに依存しながら乗り切

ってきましたが、今は世界経済のパイがあまり大きくなり

ません。その中でどうやって自国経済を確立していくか、

そういう視点で考えることが必要でしょう。

　一方、日本は人口減少とりわけ生産年齢人口の減少という構

造的な問題を抱えています。その中でどうやって経済を安定さ

せるかという問題と、金融という問題はどのような関係になる

でしょうか。

三國谷　基本的には実体経済と金融というのは車の両輪で

すから、両様相まってやらなければなりません。どちらか

が飛び出すとバブルのようになってしまうことは過去にも

経験していることです。金融システムの安定は、実体経済

の安定がなければありえないわけです。

　日本の周囲を見回してみると、資産価値ではアメリカが

圧倒的に大きい一方、潜在成長率という面で見るとアジア

を中心とする新興国には適わないわけです。これは統計的

にもはっきりした事実です。したがって日本はこうした国

の成長を取り込んでいかなければならないと思います。

金融ができることは時間稼ぎ

　いつまで金融機関はこれ以上の国債を保有し続けることがで

きるのでしょうか。

三國谷　財政の問題とそのファイナンスの問題の二つがあ

ると思います。ファイナンスは時間を稼ぐことはできます

が、未来永劫ということはありません。当然、金融機関は

市場リスクを考えます。パニックを起こさないためにも、

財政のほうで努力しておく必要があります。

　現在は金融が緩和されていますから、その意味では流動

性はありますが、油断をすれば市場のターゲットになって

しまいます。少なくともプライマリーバランスにどうやっ

てたどり着くかという方向性が見いだせるような政策を打

ち出すことができれば、市場リスクを小さくすることがで

きると思います。
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インタビュー

谷口武俊教授に聞く

複雑化する社会		 	 	 	
システミックリスクの時代に生きる

　3 月 11 日の東日本大震災では、その後の対応も含めてリス

クに対してどう備えをするのかなどいろいろな課題が突きつけ

られました。まず、今回の災害をどのようにとらえていますか。

谷口　巨大地震と津波による多くの人的被害、大規模な社

会インフラシステムの甚大な被害、福島第一原子力発電所

の過酷事故、そしてその後の社会的、経済的、政治的な問

題の顕在化。これらをみると、改めて、我々はあらゆるリ

スク領域がかつてないほど密接に関連している世界、シス

テミックリスクとなる時代に生きていると実感しています。

　システミックリスクは、金融・経済の世界では昔から論

じられていますが、「あるシステムの一部分に対する損失

ではなく、システム全体に対する潜在的な損失または損害」

です。これは、しばしばシステムの中の弱い部分が原因と

なってシステムの構成単位間の相互依存によって深刻化す

る。そして、突然の出来事によって引き起こされることもあ

れば、時間をかけて徐々に形成されることもあり、その影響

は往々にして大きく、場合によっては壊滅的なものとなります。

　相互連結性・複雑性の高まりは、対象とするリスク問題

が特定の社会、技術あるいは経済領域に根ざしたものであ

るとしても、同時にその影響と深刻度は増幅しシステミッ

クな性質をもつリスク問題になりうることを意味します。

しかし一方で社会の個人化・断片化により同じリスクも異

なった形で認知される時代にあり、また異なったモードに

よるコミュニケーションの速度・到達はますます不安定な

ダイナミズムを引き起こし、システミックリスクを生み出

す状況にあります。

リスク連鎖に対する意識欠如

谷口　原子力技術システムの運営管理は社会の基幹インフ

ラシステム、国内外の政治・経済・社会活動などと深く複

雑に連結していること、すなわち原子力がもつ社会的な便

益だけではなく、内包するリスクは技術システム内だけに

とどまらず、リスクの連鎖を生みだすという意識が安全規

制政策や事業者の安全確保活動だけでなく、原子力政策や

事業者の経営政策においても欠如していたと思います。特

に、関西電力大飯 3･4 号の再稼働問題における様々な議

論や認識や見解などをみると、原子力発電という技術シス

テムが社会に導入され定着していく過程において経路依存

性の問題であるロックイン現象が様々なところに生じてい

ることがわかります。そして、これらを源泉とした社会的

リスクが今顕在化し始めている。これらは従来潜在的もの

としてあったので新興リスクとはいえないが、価値観や社

会構造や政治や文化が変化するなかで、人々のリスク認知

は変化し、既に社会として対応済みのリスクも新たな文脈

で相対化され、重要視、問題視される。リスクは再興する。

　このようなリスクの様相への認識を原子力利用の初期の

時代から社会構造が変化していく中で、特に規制や経営に

関わる意思決定者が常に持ち考えてこなかったことが、今回

の事故の深因ではないかと思います。それは、日本の原子力

界が国内はもとより国際的にも閉鎖的であったためでしょう。

相互依存性を踏まえた包括的対応を

　今後どのようなことを考えていく必要があると思いますか。

谷口　相互連結・依存した複雑な現代社会では、単一セク

ターでのリスク問題として対処するだけでは済まず、それ

らは最初の段階よりシステミックリスク、いわゆる複合リ

スク問題へ対処するという認識と対応が必要です。しかし、

それには多くの国内外の利害関係者が関わることとなり、

必然的に各セクターのリスク対応意思決定者のリスク認識

（対応目標、範囲、重要度、優先順位など）およびリスク

最小化へのインセンティブの差異が顕在化し、それらの調

整は難しい。このような状況に各セクターのレジリエンス

能力の差異も加わると、社会全体としてみると、新たなリ

スクが思いもよらず時間的空間的に生まれ、各セクターが

目標とするリスク対応がより複雑化する可能性があります。

　このような状況を踏まえると、東日本大震災・福島事故

や重要インフラでの事例の検証を積み重ね、システミック

リスクへの対応の枠組みを提示し、その枠組みにおいて各

セクターのリスク対応意思決定者が認識しておくべき共通

的基本事項は何かを検討することが重要だと思います。

　また、複雑な相互依存性についての認識は高まっている

ものの、規制は特定の産業や活動に合わせた狭い範囲にし

か焦点を当てていない。そのため、対処されていない多様

な副次的なシステム効果とのギャップが拡大している。こ

のことについてどう考えるのかも重要だと思います。
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芳川恒志特任教授に聞く

エネルギーの脆弱性克服に	 	 	
「成功しすぎた」日本

　2011 年の東日本大震災、福島第一原発事故を受けて、いま

日本では将来のエネルギー供給をどうするのか、議論が行われ

ています。これまでのエネルギー政策がどうだったのか、現場に

おられた立場からのご意見をまずおうかがいしたいと思います。

芳川　日本のエネルギー政策の出発点は、ちょうど石炭か

ら石油へというエネルギー転換が終わったころに来た、二

度にわたるオイルショックです。エネルギーに対する脆弱

性を克服するための政策の中で最も重要で、かつ成功した

のが「エネルギー源の多様化」でした。石油備蓄を確立・

増強し、LNG の輸入等エネルギー源の多角化を志向し、

同時に原油供給国を多様化して中東依存度を下げました。さ

らに国内的には省エネを推進し、とくに原子力による電源立

地を進めて多様化と電力の安定供給を図ったわけです。

　1990 年代まで日本のエネルギー政策は、こうした柱で

総じていえば極めてうまく行っていました。安定供給がで

きたことで、結果的に日本の経済成長、国民生活を支えて

きました。この実績によって、特に自然環境的にエネルギ

ーの自給率が非常に低い国にとって、日本の政策がロール

モデルになってきたと思います。

それでも重要なプレーヤー

　「なってきた」と過去形で言われましたが、もはや日本の政

策は、資源のない発展途上国にとってモデルではなくなったの

ですか。

芳川　2000 年代に入ってから、化石燃料の有限性が議論

になり、さらには地球環境問題が大きくなってきました。

しかも先進国は軒並み財政赤字に苦しみ、なかなか世界

的な問題を先進国だけで解決することはできなくなりまし

た。リーマンショック後、G7 や G8 ではなく G20 で初め

て首脳会議が開かれたのがその典型例です。

　そういう環境の中で、中国やインドなどいわゆる BRICs

のエネルギー需要が急増し、エネルギーの貿易や政策にお

いて、世界的なプレーヤーになってきました。たとえば中

国は GDP（国内総生産）で世界第 2 位になる前から、世

界第 2 位のエネルギー消費国であり、世界最大の CO2 の

排出国となっていました。

　日本国内では財政赤字に加えて高齢化が進行し、国際的

にもエネルギーを巡り特にアジアにおける国際環境は大き

く変化してきています。しかし、かつてのエネルギー政策

の「成功体験」があったために、日本は変わらなければい

けないと思いつつも、世界の流れに乗り切れていないので

はないかと思うのです。そして 3.11 を迎え、いきなり福

島原子力発電所事故との関係でエネルギー問題を突きつけ

られたという形になりました。ただエネルギーの世界で、

中国が第 2 位のプレーヤーになったとはいえ、日本が依

然重要であるという事実は大きくは変わっていません。

国際政治力学を踏まえてプレー

　日本の長期的なエネルギー政策については、いろいろな議論

があります。例えばロシアから原油やガスを買うのか、シェー

ルガスをアメリカから買うのか、安全保障とも絡む問題ですが、

このあたりはどのような視点で考えられますか。

芳川　ロシアからパイプラインでガスを買う、グリッドを

つなげて電力を買うというのは、向こう側から見ると成り

立つ戦略的オプションでしょうね。日本の市場が魅力的で

あるということもさることながら、ロシアがアジア太平洋

を向くときのファーストステップであり、またロシアが中

国やアメリカを牽制する上で、日本というのは安定したパ

ートナーであることは事実でしょう。

　したがって日本はそれを理解した上で対応をするべきだ

と考えます。つまりせっかく提供されているこのオプショ

ンをどうするか、アメリカや中国などを見ながら、上手に

プレーするべきでしょう。例えば、日米安保条約があるか

ら、あるいは領土問題があるから「ノー」ですというよう

ないわばストレートな議論ではなく、エネルギーをめぐる

ポリティクスのプレーヤーの立ち位置とか将来の構図を考

えた上で、国際的なゲームとしてちゃんと議論し振る舞う

べきだと思います。

　時に残念に思うのですが、日本人はあまりにも正直とい

うか原則に忠実です。だからこそ信頼されるという側面も

ありますが、ゲームをする前にゲームを終えてしまうとい

う側面もある。国際機関から見ていると、日本のそういう

ところが見えて、非常にもったいない感じがすることもあ

ります。　　　　　　　　　　　　　

（聞き手：藤田正美）

インタビュー
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組織概要

 ⿌ 機構等名 : 東京大学政策ビジョン研究センター　  

Todai Policy Alternatives Research Institute

 ⿌ 代表者名 : 城山　英明

 ⿌ 設置年月日 : 平成 20 年 7 月 8 日  

（平成 20 年 10 月より実質的活動開始）

 ⿌ 事務担当部局 : 公共政策学連携研究部  

（法学政治学研究科等事務部）

 ⿌ 所在地 : 〒 113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

　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、概ね 3 ヶ月に１回程度開催さ

れる運営委員会（法学政治学研究科、医学系研究科、理学

系研究科、工学系研究科、経済学研究科の教員がメンバー）

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。

センターの役割と活動

政策ビジョン研究センターは、以下のようなシンクタンク

機能を持つ発信機関です。

東京大学の研究成果を活かした政策の選択肢の発信

政策に関する提言をセンターが自ら発信するとともに、

学内のさまざま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。

多分野のネットワーク化による課題の探知

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。

学内外の組織との交流による政策研究の活性化

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。
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組織概要

政策研究・提言の方法等

政策に関する研究を行う単位として「研究ユニット」、具

体的な社会実証の研究を行う単位として「研究実証プロ

ジェクト」を設置し、研究に基づく提言はこれらの単位を

主体として行います。

研究は、各部局の既存の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。

研究ユニット等による研究とその成果に基づく政策提

言は、原則として研究ユニット等の名称、もしくはそ

れらの代表者の名前で行います。

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。

組織と運営体制

総長室直轄の組織

センターは、東京大学の研究科・学部等からの全学的

な参加を実現するために、総長室直轄の組織として

2008 年 7 月に設置されました。

センターの運営体制

 ⿌ 運営委員会：部局代表の委員 5 ～ 6 名とセンター長及び

専任教員で構成。センターの管理運営に関する重要事

項の審議決定、発信する政策提言の承認

 ⿌ センター長：センターの運営全体を統括

 ⿌ 学術顧問（シニア・フェロー）：センターの活動に関する

学術的助言、支援・専任教員：政策提言の企画、研究

ユニットの調整

 ⿌ 併任教員、特任助教、特任研究員：研究ユニットの担当

 ⿌ 顧問（フェロー）、協力教員：センターの活動に関する助言、

支援

 ⿌ 客員研究員（リサーチ・アソシエイト、シニア・リサー

チャー、リサーチャー、アドバイザー）：政策研究、セ

ンターの活動への協力

 ⿌ 事務スタッフ：企画・調整／広報・発信／庶務
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研究ユニット・研究実証プロジェクト

研究ユニット・研究実証プロジェクトとは

 ⿌ 政策に関する研究を行う単位を「研究ユニット」と呼

び、発信は同ユニットを主体として行います。

 ⿌ 研究ユニットは、各部局の既存の受託研究や寄付講座

等のプロジェクトから募ります。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

自の研究ユニットを立ち上げて探究します。

 ⿌ 研究ユニットによる研究とその成果に基づく政策提言

は、原則としてユニット名ないしユニットの代表者の

名で行います。

 ⿌ 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

能性を示し、実際の政策決定に役立つ情報を提供する

ことを原則とします。

 ⿌ 具体的な社会実証を行う単位組織として「研究実証プ

ロジェクト」を置いています。

研究実証プロジェクト

　市民後見研究実証プロジェクト

　地域医療情報研究実証プロジェクト　

　テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト

研究ユニット

　安全保障研究ユニット

　知的財産とイノベーション研究ユニット

　技術ガバナンス研究ユニット

　航空政策研究ユニット

　医療におけるＩＴ政策 研究ユニット

　医療機器の開発に関する政策研究ユニット

　社会的合意形成支援研究ユニット

　大学ビジョン研究ユニット

　高齢社会制度研究ユニット

　市民後見研究ユニット

　生命・医療倫理政策研究ユニット

共同研究等

 ⿌ 活力ある高齢社会に向けた研究会―産業競争力懇談会

（COCN）

 ⿌ 知的財産とイノベーション―特許庁

 ⿌ 総括寄付部門─航空政策、ＧＳ＋Ｉ公共政策大学院：

国際交通政策 (ITPU)、科学技術と公共政策研究ユニッ

ト、SEPP　エネルギーと地球環境の持続性確保と公

共政策、I2TA　先進技術の社会的影響評価手法の開発

と社会への定着
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研究ユニット

安全保障研究ユニット

　

研究ユニット概要   　    

 ▍趣旨

　北朝鮮の核開発により北東アジアの国際情勢は大きく変

わりました。そうした環境変化の中で、日本を含む北東ア

ジアの安全保障をどのようにして行うべきか。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

的な検討が必要です。また、北東アジアの安全は、この地

域だけではなく、広く地球大に影響が及ぶ課題です。この問

題については、多くの人が関心をもち発言をしてきました

が、情報の不足もあり、国際政治や国際経済の研究成果

を踏まえて、包括的、体系的になされた研究はまだないといっ

てよいでしょう。国際的なプロジェクトに参加し、その一端

を担うことにより、多くの国の研究者の参加の下に、多角的

な観点から現状の正確な分析と安全保障のあるべき形につ

いて研究することは喫緊の課題です。

　本ユニットでは東京大学における安全保障研究の中核と

して、国際連携のなかで世界第一線の研究者とともに安全

保障概念の再構築と政策提言を行います。

 ▍内容

1） 北東アジアの安全保障

力の分布が顕著に変化している北東アジアにおけ

る脅威の把握と制度形成の模索。東京大学＝プリ

ンストン大学共同研究、並びに現在申請中のマッ

カーサー財団アジア安全保障イニシアチヴの基本

プロジェクトとして遂行。

2） 新しい脅威と新しい安全保障

非国家主体の好戦行動をはじめとした非伝統安全

保障の研究。ＩＡＲＵ（研究重点型大学連合）の

安全保障プロジェクトとの連携。

 ▍責任者　

藤原 帰一 教授（法学政治学研究科）

 ▍ユニット構成メンバー　

北岡 伸一教授（法学政治学研究科）、田中 明彦教授（東

洋文化研究所／情報学環）、高原 明生教授（法学政治学研

究科）、久保 文明教授（法学政治学研究科）、松田 康博准

教授（東洋文化研究所）、ロジャー・スミス准教授（東洋

文化研究所／情報学環）、森田 朗教授（政策ビジョン研究

センター学術顧問／法学政治学研究科）、ステファン・ノ

レーン特任研究員（総長室顧問）、三浦瑠麗璃特任研究員（政

策ビジョン研究センター）

活動内容

昨年より引き続き、米国・マッカーサー財団主導の「ア

ジア安全保障イニシアチブ」の一環である米国・カリ

フォルニア大学サンディエゴ校国際紛争研究センター

及び韓国・延世大学国際学大学院と共同で行った北東

アジアにおける安全保障構造、経済と国際紛争の関連

性を主題とした国際合同研究（センターは後者の運営

を担当）の成果たる論文集の編集作業を進めた。また、

9 月には「新しい脅威と新しい安全保障」（ＩＡＲＵ（研

究重点型大学連合）の安全保障プロジェクトとの連携）

研究の一環として、研究パートナーであるオーストラ

リア国立大学と合同で「秩序形成か国際緊張か－岐路

に立つ北東アジア－」と題してワークショップを開催

し、中国の台頭や朝鮮半島危機などを中心とした、北

東アジアが抱える安全保障上の懸案について話し合っ

た。さらに、米国プリンストン大学、中国北京大学、

韓国高麗大学校、シンガポール国立大学リー・クアン

ユー公共政策大学院、本学の五大学連合で、東アジア

の安全保障とガバナンスの将来をテーマとした共同研

究を行い、12 月に本センターが運営したワークショ

ップで議論した。

シンポジウム等の開催状況

9 月 17 日、18 日に、実務家を招聘してオーストラ

リア国立大学と合同で北東アジアの安全保障を考える

ためのワークショップを本学で開催した。12 月 8 日

から 10 日にかけて、東京都・国際文化会館にて、五

大学の共同研究者を招いて、東アジアの安全保障とガ

バナンスの将来をテーマとしたワークショップを開催

した。また同月 8 日には五大学の大学院生を招聘し

て同内容のセッションを開き、学生相互の研究交流を

図るとともに指導に当たった。同月 10 日には、東日

本大震災後の東アジアを考えるというテーマで、政界

と官公庁の実務家を招聘して、パブリック・フォーラ

ムを開催し、広く聴衆を募るとともに上述のワークシ

ョップの参加者を招待した。
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研究ユニット

知的財産権とイノベーション研究ユニット

研究ユニット概要 

 ▍趣旨

知的財産制度が企業のイノベーションに与える影響は複雑

化しています。特に近年のイノベーションのオープン化、

出願の急増、学術研究と産業技術との接近（サイエンスリ

ンケージの上昇）、新興国の台頭等の変化は、その関係を

益々複雑なものにしており、知的財産制度がイノベーション

を阻害する側面も指摘されていることから「イノベーションを

促進する知財制度の在り方」は最も注目される研究課題です。

このような現状を踏まえ、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を作るとの視点か

ら、知的財産権制度について研究を行い、それに基づいて

政策選択肢の発信を行います。

 ▍内容

世界の知的財産権制度（特許制度）は、構造的な変革期に

あります。知的財産権制度がイノベーションに与える影響

の実証的研究、オープン・イノベーションの進展等の環境

変化が制度に及ぼす影響の学術的研究等を踏まえ、世界に

おける『次世代の知的財産権制度』にあり方について、体

系的な改革の選択肢を示します。これに含まれるのは、例

えば、権利の保護と利用のバランス、特許の質向上のため

の制度・運用改革や国際協力のあり方、国際産学連携等増

加している複雑なケースへの特許管理 、大学における特許

管理のあり方です。中国における知財とイノベーション、仮

想空間の知的財産法、標準と特許などはまた我々の新しい

研究テーマです。さらに、特許権以外のイノベーションに関

する制度、枠国際協力の組み等にも研究の幅を広げている。

 ▍活動報告

　新興国知財戦略に関しては、「新興国におけるイノベー

ション・技術標準と知的財産戦略研究会 2010 年度」の成

果を踏まえ、新興国戦略開発プロジェクト（イノベーショ

ン・知財・標準）2011 研究会のキックオフを 12 月に行なっ

た。これらの活動の成果は政策にも生かされ、特許庁の国

際知財戦略に「新興国の知財情報収集と戦略研究」「海外

知財活用ネットワークの強化」「海外知財リスクへの対応

の強化」などに本研究会で提言した複数の施策が取り上げ

られることとなった。

　仮想世界と法の問題について、知的財産法その他の関連

領域について様々な分野の実務家、研究者とともに研究

し、日本国政府の政策ビジョン形成に資する提言等を含め

た研究を行なった。この成果は、法律専門誌の NBL(New 

Business Law) に全 6 回の「3D デジタルと知的財産」連載

特集としてまとめられたほか、特許庁技術研修でも取り上げ

られ、知的財産推進計画 2011 における文言にも反映された。

 ▍責任者

渡部 俊也 教授（政策ビジョン研究センター／先端科学技

術研究センター）

坂田 一郎 教授（政策ビジョン研究センター）

 ▍ユニット構成メンバー

杉光 一成教授（金沢工業大学教授・政策ビジョン研究セ

ンター客員研究員）、小林 徹特任研究員（政策ビジョン研

究センター）、瀬川 友史特任研究員（政策ビジョン研究

センター）、佐々木 一特任研究員（政策ビジョン研究セン

ター）ほか 

活動内容

　特許制度の世界的ハーモナイゼーションと疑似世界

特許に向けた特許審査ハイウエイ（PPH）の拡大・マ

ルチ化、グレースピリオドの日米欧における整合化、

非特許文献の共通データベース及び学術・特許統合検

索システムの整備、非実施機関としての大学の特性を

踏まえた制度的検討の推進（仮出願制度等）、国際的

な産学共同研究の在り方に関する国際的な議論の場の

設置等を提言してきた。23 年度の活動としては、さ

らに新興国の台頭と仮想空間のビジネス上の重要性の

拡大に対応するべく、①新興国における知財戦略の研

究と政策提言、および②仮想空間における知的財産

法上の問題点の研究と法政策の提言を中心に活動を行

なった。

　また、科学技術に関する世界情勢のダイナミック変

化やイノベーションのオープン化を踏まえ、昨年度に

引き続き、国際的な科学技術協力に関する研究と提言

を行っている。今年度は特に、ＡＰＥＣサンフランシ

スコ会合で招待講演を行い、その結果が、ハワイ宣

言にも反映をされるとともに、APEC オープン・イノ

ベーション・プラットフォーム・イニシアティブの創

設へとつながった。他に、国家戦略会議叡智のフロン

ティア部会、ミャンマー経済構造改革ワークショップ、

COCN イノベーション小委員会等の議論にも貢献して

いる。
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

技術ガバナンス研究ユニット

研究ユニット概要  

 ▍趣旨

今日の科学技術の進歩は著しく、われわれの社会を便利か

つ快適なものにしてくれています。しかし、今日の複雑な

科学技術には未知の要素も多く、社会に便益ともにリスク

ももたらします。科学技術の利用に伴う社会的なリスクを

回避し、便益を最大化するためには、科学技術研究とその

応用のプロセスを適正に制御することが必要です。不充分

な規制はリスクを拡大させる一方で、過剰な規制は研究を

停滞させる可能性があります。適正な規制のあり方および

時代の変化に対応した規制制度のメインテナンスのあり方

について、科学技術の社会影響評価（新たなテクノロジー・

アセスメント）手法を用いた技術ガバナンス政策の研究及

び発信を行います。

 ▍内容

技術に関わる多様な技術革新の便益とリスクを俯瞰的に踏

まえて行う、技術の社会影響評価（新たなテクノロジー・

アセスメント）などの社会意思決定支援の枠組みと、技術

や社会の要請の変化に対応した原子力法制等の制度革新の

あり方について、関係者の認識を踏まえた上で、制度的課

題と制度的選択肢を提示し、社会的政策議論を喚起します。

 ▍責任者

城山 英明 教授（政策ビジョン研究センター長／法学政治

学研究科）

 ▍ユニット構成メンバー

諸葛 宗男特任教授（公共政策大学院）、奥村 裕一特任教

授（公共政策大学院）、松浦 正浩特任准教授（公共政策大

学院） ）、森田 朗教授（政策ビジョン研究センター学術顧

問、法学政治学研究科）、北郷 太郎特任研究員（政策ビジョ

ン研究センター／研究推進部研究推進課付（併任））、佐藤 

智晶 特任助教（政策ビジョン研究センター）ほか 

活動内容

　科学技術政策、原子力安全規制政策、電子政府政

策、海洋技術政策等に関する検討を続けた。科学技術

政策については、前年までのテクノロジーアセスメ

ント等に関する政策提言も踏まえ、東京大学におい

て公共政策大学院と工学系研究科が中心となって準

備した科学技術イノベーション政策の科学に関する

教育プログラムの提案準備に関与し、提案は文部科

学省によって 2012 年 1 月に採択された。その一環

として、“Symposium: Reforming Science, Technology 

Innovation Policy Making Process and Human 

Resource Development”（2012 年 3 月 1 日、3 月 2

日、東京大学 伊藤謝恩ホール）を共催。また、新た

に科学技術外交に関する検討も進めた。関連して、工

学系研究科イノベーション政策研究センターとの共催

で「震災後の科学技術と科学技術外交」（2011 年 6

月 27 日、工学 9 号館 119 室）を開催した。原子力

安全規制政策については、前年度までの検討を基礎に、

東日本大震災後の状況も踏まえて、政策ビジョン研究

センターのコラム（城山英明「原子力安全規制改革の

方向性と今後の具体的制度化における課題」2011 年

10 月 25 日）等において発信を行った。電子政府政策、

海洋科学技術政策についても検討を進め、（2）に記

載されている仮想政府とアジア海上交通に関するシン

ポジウム等を企画した。海洋技術政策を含む海洋政策

に関しては、次期海洋基本計画の策定を見据えて、学

内の海洋アライアンスと共同で、これまでの計画の実

施状況のレビューと今後の政策の在り方の提案を行う

こととした。その他、関連する研究会として、「第 28

回 PARI 政策研究会 レアアースの確保戦略について」

（6 月 3 日、政策ビジョン研究センター会議室）、「第

30 回 PARI 政策研究会 システム輸出について」（6 月

10 日、政策ビジョン研究センター会議室）、「第 34

回 PARI 政策研究会 福祉工学の夢」（7 月 15 日、政策

ビジョン研究センター会議室）、「医療政策プロセスマ

ネジメント研究会」（7 月 20 日、政策ビジョン研究

センター会議室）を開催した。

シンポジウム等の開催状況

－米国政府エンタープライズアーキテクチャ再考 第

七回 仮想政府セミナー（2 月 24 日、共催）

－アジアにおける海上交通のガバナンス 国際シンポ

ジウム（2 月 27 日、共催）

－ Symposium: Reforming Science, Technology 

Innovation Policy Making Process and Human 

Resource Development（3 月 1 日、2 日、共催）

－科学技術ガバナンス研究会 : 現代行政における「科

学」（報告者 : 森田朗教授、3 月 3 日、東京大学行政

学研究会と共催）。
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

航空政策研究ユニット

研究ユニット概要 

 ▍趣旨

「空」は、「宇宙」、「海洋」と並ぶ国家的な戦略領域である。

実際、空を利用する航空産業（航空機製造と空輸サービス）

は、世界的にみて、航空路に関する航空協定、空港インフ

ラ、安全性、信頼性の認証、先端技術の開発、経済外交等

の面で、政府による介入が大きな分野となっている。その

結果、政策の介入の在り方（政策）が産業の成長や環境等

の新技術の導入スピードを左右する面が大きい。一方、我

が国では、航空関連行政は、製造、利用、通信、研究開発

等の面で縦割りの壁が存在しており、制度的な補完性等も

考慮した総合的な政策形成と実行が行われる環境が整って

いない。また、環境性能等で優れた部品・素材産業は発達

しているが、長く旅客機全機開発の経験が無いことから、

欧米と比べ、政策の実施体制も弱体である。我が国の航空

機製造業がＹＳ１１以来半世紀ぶりに旅客期全機開発に挑

もうとしている今、東京大学において、法学、経済学、国

際関係論、工学等の知恵を結集し、国の誇りを持てる国産

航空機の世界市場への展開など航空産業の発展と空の有効

活用による国民生活の向上（航空イノベーション）を実現

するための総合的な「航空政策」の選択肢を検討する。

 ▍内容

航空イノベーションを支える社会システムの要素としては、

①研究面：素材や環境技術等での優位性を活かした先端技

術の戦略的な先行技術開発への国家的な支援

②製造面：高度な安全性・信頼性の認証システム、部品・

素材産業との連携の仕組み

③利用面：航空輸送網の開拓、型式証明、環境規制、ＷＴ

Ｏ、経済協力等に関する国家間交渉

④共通基盤要素：イノベーションを担う人材育成等

がある。このような多角的な観点から総合的な検討を行

い、航空イノベーションを加速させる社会システムを提案

する。

 ▍責任者

鈴木 真二 教授（工学系研究科航空宇宙工学専攻）

 ▍ユニット構成メンバー

日原 勝也特任教授（公共政策大学院）、奥村 裕一特任教

授（公共政策大学院）、森田 朗教授（政策ビジョン研究セ

ンター学術顧問／法学政治学研究科）、坂田 一郎教授（政

策ビジョン研究センター）、岡野 まさ子特任准教授（航空

イノベーション総括寄付講座）、中村 裕子特任研究員（航

空イノベーション総括寄付講座）ほか 

活動内容

　修士課程を対象として、産官学の連携による講義「航

空技術・政策・産業特論」を実施するとともに、エア

バス社と共同で夏季集中講座も開催し、今後の航空産

業で活躍できる人材の育成に努めている。

また、学会誌掲載、国際学会発表、各種講演等並びに

産官学の勉強会を毎月実施したほか、シンポジウム等

を多数開催。

シンポジウム等の開催状況

—フォーラム : 大規模災害における航空宇宙技術の役

割と課題（9 月 27 日航空会館 約 100 名参加）

東日本大震災における航空宇宙技術の貢献や現状の技

術の限界・課題について発表・議論。

—東京国際航空宇宙産業展 (ASET)2011 併催カンファ

レンス（10 月 26 日－ 28 日東京ビッグサイト）

ASET2011 講演企画委員会委員として併催カンファレ

ンス全体の企画を行うとともに、特別講演（「航空機

製造におけるサプライチェーンマネジメントと技術イ

ノベーション」10 月 26 日）並びにパネルディスカッ

ション（「今後の航空輸送の展望」10 月 27 日）（い

ずれも約 400 名参加）を開催。

—国産飛行機初飛行 100 年記念講演会（12 月 13 日

武田先端知研武田ホール 約 100 名参加）

国産機開発を中心に日本の航空産業の歴史と今後の展

望について講演。

―航空関連ビジネスセミナー（2 月 8 日名古屋マリ

オットアソシアホテル 約 130 名参加）㈳中部航空宇

宙技術センターと共催で、航空産業に関する制度やビ

ジネスモデル等について講演・議論。
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

医療における IT 政策研究ユニット

研究ユニット概要 

 ▍趣旨

　我が国では、高齢者の増加や高度医療の普及に伴って

年々医療費が増大していますが、それを負担する現役世代

は減少傾向にあります。人員・経済状況の制約の中で、増

大する医療ニーズに応えるためには医療の費用対効果を向

上させ、効率化を図る必要がありますが、一方で、医療の

質や安全性向上も目指さねばならず、これらの課題を同時

に実現することは、医療現場に過度の負担を強いることに

なってしまいます。この課題を実現するための一つのアプ

ローチとして、これまで活用されてこなかった医療界の知

の集合体である、診療録のクリニカルデータを用いる手法

が考えられます。

　医療の質の向上、コスト削減等、医療現場のニーズに即

した、クリニカルデータの高度活用を促進するための IT

政策について研究します。 IT 政策を医療において実現す

るために、乗り越えなくてはならない多くの課題（情報技

術、医療経済、法制度、個人情報保護、ステークホルダー

間の合意形成など）に対して、課題解決への提言を行い、

社会の理解促進を図ります。

 ▍内容

　多様な症状や疾患に対して行われた様々な治療と、その

結果が残された臨床医療情報は、診療データベースとして

高度活用することにより、診療はもとより、創薬や医療機

器の開発、医療人材の教育、医療の効率化、安全性の向上

など、大きなメリットをもたらす可能性があります。

　医療におけるＩＴ政策は、高度情報通信ネットワーク社

会形成基本法 (2000 年）にもとづき内閣に設置されたＩ

Ｔ戦略本部 * で e-Japan 戦略（2001 年）、同戦略Ⅱ（2003

年）、ＩＴ新改革戦略 (2006 年）の流れで取り扱われてお

り、厚生労働省などでも多くの検討が行われていますが、

その実現には、情報規格の標準化などの技術的課題、医療

経済的制約、複雑な医療関連法制度上の制約、個人情報保

護に関する問題、医療者、保険者、医療関係団体、医療機

関、研究機関、行政、患者団体などのステークホルダー間

の合意形成等、数多くの乗り越えるべき障壁があります。

　こうした障壁、とりわけセンシティブな個人情報である

クリニカルデータの取り扱いに関する合意形成に関して

は、個々の専門集団だけでは解決できず、目指すべき方向

を示し、一般国民の方が方向性を理解することが非常に重

要です。

　本研究ユニットでは、部局横断的に専門家が意見交換、

研究会、シンポジウムなどを行うことにより、問題解決への

提言や、社会の理解促進を図るための提案を行います。

 ▍責任者

大江 和彦 教授（医学系研究科医療情報経済学）

 ▍ユニット構成メンバー

永井 良三教授（医学系研究科循環器内科学）、秋山 昌範

教授（政策ビジョン研究センター）、森田 朗教授（政策ビ

ジョン研究センター学術顧問、法学政治学研究科）、坂田 

一郎教授（政策ビジョン研究センター）（政策ビジョン研

究センター）ほか 

活動内容

　日本医療政策機構と共同で、医療政策サミット

2011 で発表した。日本医療情報学会や医療の質・安

全学会での報告やシンポジウムを開催している。また、

日米医療政策プロジェクトの一環で、2011 年 7 月に

アメリカ合衆国ワシントン DC において、CSIS（米戦

略国際問題研究所）により開催された「震災に関する

シンポジウム」で発表した。また、医療 IT 政策に関

する政策提言をまとめ発表した。2011 年 12 月に第

8 回デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2011 

in TOKYOとして、「実務適用が広まったデジタル・フォ

レンジック」として、医療に関する個人情報保護等の

問題について発表を行った。また、2012 年 1 月には、

デジタル・フォレンジック研究会の医療分科会におい

て、番号制度下における医療情報の活用と保護に関す

る制度的検討について発表した。ほかに、医療情報学

会における発表や各種学会誌、IEEE 等の国際会議で

論文を発表している。
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

医療機器の開発に関する政策研究ユニット

研究ユニット概要

 ▍趣旨

医療水準の画期的向上、Innovation による国民経済に対

する刺激効果の両面からその普及が期待されている医療機

器の研究開発の活性化を促すために、安全規制や製造物責

任のあり方などの制度整備について研究し、政策提言を行

う。

 ▍内容

 ⿌ 未承認機器使用に伴う法的責任と制度設計

 ⿌ 審査 ･ 承認の手法 ･ 体制と審査官の責任

 ⿌ 医工連携を促進する観点からの諸制度の評価

 ⿌ 部材・供給の円滑化のための制度改革（欧米における

製造物責任法の研究、部材供給メーカーと医療機器

メーカー間の契約、製造物責任法上の開発危険の抗弁、

損害賠償責任保険等）

 ⿌ 医療機器の適正な開発インセンティブを確保するため

の保険診療報酬のあり方

 ⿌ 製造物責任と医療事故の交錯を踏まえた責任分担のあ

り方について（患者、医師、医療機器メーカー、およ

び行政間のリスク負担のあり方）

 ⿌ 医療機器の改良とリコール

 ⿌ その他

 ▍活動報告

医療機器の開発に関する政策研究ユニット 

2 年目の報告書　2011/11/4

 ▍責任者

林 良造 客員教授（公共政策大学院）

 ▍ユニット構成メンバー

樋口 範雄教授（法学政治学研究科）、佐久間 一郎教授（工

学系研究科）、秋山 昌範教授（政策ビジョン研究センター）、

佐藤 智晶特任助教（政策ビジョン研究センター）

活動内容

　医療機器の販売承認規制と保険収載・償還のあり方

について研究を進めた。今年度は、専門家を交えた毎

月のワークショップを 7 回開催した。毎回、医療機

器産業界の中心人物だけでなく、官僚を交えて活発な

意見交換をし、その結果をまとめて報告書を公表した。

10 月には、国際シンポジウムを公共政策大学院と米

国ワシントン大学と共催し、医療機器を含めた医療分

野におけるイノベーションを実現する方策について議

論した。規制の複雑さ、費用便益分析、遺伝子の情報

に関する差別、倫理、個人情報保護など複雑な問題が

複合的に絡み合うため、個別化医療については技術的

な研究を進めるとともに、制度の在り方についても今

後様々な分野から深い議論が進められていくべき事項

であるとの問題提起がされた。安全規制や価格規制の

あり方を議論するのはもちろんのこと、医療の情報化

をさらに推進して、より早くより安全で有効な医療技

術を臨床現場に届けるために医療上の価値を評価する

仕組みの重要性などが共有された。また、高齢化が進

展する中での医療財源のあり方、医療資源の有効活用

と医療提供体制の効率化、安全や価格面についてのよ

り合理的な規制の模索など、医療制度のあらゆる面か

ら医療イノベーションの実現に向けて取り組むべき方

向が示された。

シンポジウム等の開催状況

－医学会総会の学術展示に協力した。

－10 月15 日に国際シンポジウム「医療イノベーション

と医療に関わる諸制度を考える」を共催した。

－12 月14 日に元 FDA 審査部長を招いて国際ワーク

ショップを開催した。
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研究ユニット

社会的合意形成支援研究ユニット 研究ユニット概要

 ▍趣旨

政策形成過程では、多様なステークホルダーによる交渉や

国民の代表者による熟議等を通じた一定の調整と合意形成

が必要とされています。昨今、日本国内における政策形成

過程が変容を見せる中、利害調整の対象となるステークホ

ルダーが多様かつ複雑になるとともに、政策選択肢やエビ

デンスの検討においても高い不確実性や専門性への対応が

求められ、問題構造が複雑化しています。さらに近年では、

熟議を通じた公共性の形成、公正な配分への要請も高まり

つつあります。

　本研究ユニットは、困難な合意形成が必要とされる現代

社会のさまざまな課題に対し、学際的研究を促進するとと

もに、大学という不偏的な立場から実践的な支援を提供す

ることを目的とします。 

 ▍内容

１、研究活動

   合意形成の課題と対応手法について、現場における実践

的技法から、プロセス設計、政策形成過程のあり方、制度

設計、政治哲学まで、幅広いレベルを視野に据えた研究活

動を行い、それに基づいて合意形成のあり方に関する政策

提言を行います。また、合意形成技術、交渉等に関する教

育方法についても研究活動を行います。

２、実践支援活動

   社会的合意形成を必要とする現場に対し、アクションリ

サーチによる教育・研究の一環として、不偏的立場から合

意形成プロセスの運営管理を支援します。また、高度な専

門知に対するステークホルダーの需要と東京大学をはじめ

とする研究開発機関における専門知の供給を適切につなぐ

ための支援を行います。 

 ▍責任者

松浦　正浩特任准教授（公共政策大学院） 

 ▍ユニット構成メンバー

城山 英明教授（政策ビジョン研究センター長、法学政治

学研究科）、土屋 智子客員研究員（政策研究ビジョンセン

ターシニアリサーチャー／電力中央研究所） 

活動内容

　（独）科学技術振興機構の平成 23 年度「原子力基

礎基盤戦略研究イニシアティブ」採択課題として、

「市民参加による熟慮型地震リスク分析の社会実験研

究（1 年度のみのフィージビリティスタディとして実

施）」（研究代表者 土屋智子 シニアフェロー）に係る

活動を中心に実施した。具体的には、地震リスク（津

波リスクを含む）に関する専門家による共同事実確

認（Joint Fact-Finding）の社会実験を実施するための

基本設計案の検討を行った。日本における原子力発電

に係る地震リスク問題への適用上の課題を検討したほ

か、ステークホルダー調査による専門家リストの作成

と意見聴取を行うとともに、専門家の意見分布の把握

し、共同事実確認の参加者、議論の対象とする論点、

進め方について計画案を検討した。

シンポジウム等の開催状況

「市民参加による熟慮型地震リスク分析の社会実験研

究」の一環として、国際シンポジウム「共同事実確認

方式による原子力発電所の地震リスク分析の可能性」

を平成 23 年 12 月 16 日（金）9:30 から 12:00 に開

催した。本シンポジウムでは、ジョージメイソン大学

のアリソン・マクファーレン准教授（環境科学・政策）

による「原子力の政策決定プロセス ～米国の 2 事例

から学ぶ～」と、ラーブ・アソシエーツ社のジョナサン・

ラーブ代表による「米国のエネルギー意思決定におけ

るステークホルダー関与の改善に向けた共同事実確認

手法活用事例」の 2 件の招待講演により、エネルギー

に関する共同事実確認のメリットや課題を把握したほ

か、研究メンバーからの発表により、日本における地

震リスク分析のための共同事実確認の可能性について

検討した。当日の参加者は 96 名で、マスメディアや

中央省庁などの関係者から事後的にご意見を賜り、共

同事実確認方式に対する日本社会の関心の強さを確認

した。



 22 

研究ユニット

大学ビジョン研究ユニット

研究ユニット概要

▍▍趣旨

今日、我々の経済社会はパラダイムシフトというべき大変

革期を迎えている。こうした中で、高等教育は、パラダイ

ムシフトへの対応の鍵を握るものとして世界的に期待をさ

れている。期待に応えるために、我が国の大学の役割をど

のようなものとして再認識すべきか、その役割を果たすた

めの新たな大学システムはどのようなものであるべきか、

について、世界的な視点も持ちつつ研究を行う。

▍▍内容

上記の趣旨を踏まえ、まず、高等教育の社会的効果、イノ

ベーション誘発効果等について出来るだけ客観的な検証を

行う。次に、経済・社会の変化と高等教育のシステムの変

革、特にその中における博士人材の育成システムと役割の

変化について、世界的視野で定性的なファクトの収集、卒

業生アンケート調査、経済分析等を行う。研究テーマとし

ては、大学システムの在り方、イノベーションおよび人材

育成の効果、大学とグローバル化、博士人材育成、大学活

動の経済効果、コスト分析、財務運営論等がある。その上

で、高等教育の役割と将来像について、討議を行い、報告

書をまとめる。期間は２年間を予定している。

▍▍責任者

坂田 一郎教授（政策ビジョン研究センター）

▍▍ユニット構成メンバー

徳永 保所長（国立教育政策研究所）、松本洋一郎理事 副

学長（東京大学）、坂田 一郎教授（政策ビジョン研究セ

ンター）、桐山恵理子特任研究員（政策ビジョン研究セン

ター）、梶川 裕矢特任講師（工学系研究科）、小林 雅之教

授（大学総合教育研究センター）、劉 文君特任講師（大学

総合教育研究センター）、根本 二郎教授（名古屋大学大学

院経済学研究科）、澤田 佳成教授（国立大学財務経営セン

ター研究部）

活動内容

　大学というシステムへの投資効果として、人材育成、

イノベーション創発、地域への経済波及効果等、多角

的な観点からの測定を中心とした研究および、研究会

における検討や卒業生アンケート調査を行っている。

最初の成果として、「大学評価及び評価活動の現状と

課題」（徳永 保 シニア・リサーチャー）と題するワー

キングペーパーをまとめた。また、国家戦略会議叡智

のフロンティア部会に対し、議論の材料を提供した。

シンポジウム等の開催状況

研究会 : 月 1 回程度開催。
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研究ユニット

高齢社会制度研究ユニット
研究ユニット概要

▍▍趣旨

高齢化社会の政策と制度を俯瞰的総合的観点から研究す

る。

▍▍内容

高齢化社会に対応する多様な政策領域における多様な政策

手段をに関する比較検討を進めるとともに、それらを組み

合わせた総合的な政策・制度のセットの在り方について検

討する。 

▍▍責任者

森田 朗教授（政策ビジョン研究センター学術顧問／法学

政治学研究科）

▍▍ユニット構成メンバー

武藤 芳照教授（東京大学理事・副学長／政策ビジョン研

究センター教授）、秋山 昌範教授（政策ビジョン研究セン

ター）、坂田 一郎教授（政策ビジョン研究センター）、城

山 英明教授（政策ビジョン研究センター長／法学政治学

研究科）、飯間 敏弘特任研究員（政策ビジョン研究セン

ター）

活動内容

　（武藤芳照教授）高齢者の健康づくり、医療・保健・

福祉・介護の分野に関わる専門家のための教育・啓発

図書として、『認知症の転倒予防とリスクマネジメン

ト －病院・施設・在宅でのケア－』

（監修 : 転倒予防医学研究会、編集 : 武藤芳照、鈴木み

ずえ、日本医事新報社、全 223 頁、2011）及び『変

形性股関節症の運動・生活ガイド（第 4 版）』（編集 :

松田達男、田中尚喜、武藤芳照、日本医事新報社、全

156 頁、2011）を発刊すると共に、長野県東御市の

身体教育医学研究所（理事として参画）及び島根県雲

南市の身体教育医学研究所うんなん（運営委員長とし

て参画）と共に、福岡県大刀洗町の安丸国勝町長の要

請に応じて、高齢者の健康政策・介護予防政策立案と

実践及び指導・助言、並びに町民への教育・啓発活動

を行い、今後の福岡県内町村のモデル作りの作業を

行った。

（森田朗教授）高齢社会制度研究の一環として、市民

後見全国大会や、北海道で市民後見人養成講座におけ

る講演をした他、中央社会保険医療協議会会長を務め、

高齢者医療制度の改定をまとめた。

（坂田一郎教授）提言の実践活動として、神奈川県の「高

齢者にやさしいまち 認証制度委員会」に参加した。

これまでの当センターと COCN 共同研究会報告書に

おける研究内容が議論に加わり、神奈川県における「高

齢者標準」概要の採用に至った。

シンポジウム等の開催状況

（武藤芳照教授）

第 9 回転倒予防医学研究会研究集会（東京）を世話

人代表として主宰し、医療・保健・福祉等の専門家

約 500 名の参加者を得て、学術的討議を行うと共に、

岩手県転倒予防医学研究会（盛岡、2012 年 2 月）の

企画・運営に参画し、岩手県内の高齢者の介護予防政

策作りと実践活動の指導・助言を行った。

（センター全体のイベント）

オランダのトゥエンテ大学より、当センターの高齢社

会研究の紹介依頼があり、学生 30 名とコミティ、ス

タッフ 10 名の来訪にセンターとして応じた。(2012

年 2 月 15 日 )
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活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

研究実証プロジェクト

市民後見研究実証プロジェクト

プロジェクト概要 

 ▍趣旨

判断能力が十分でない人を支える仕組みとしての成年後見

制度の一層の普及・促進を目指し、後見需要過多の現状の

中、市民後見人養成等を通じ、人々が支え合える社会シス

テムの構築を図るための研究、調査、提案等を行う。

 ▍内容

実証研究

文部科学省「社会人の学び直し委託事業」（平成 20-22 年

度）を通じ形成した成年後見に関わる実務者、学識者や、

全国 1500 名以上の市民後見人養成講座修了生等とのネッ

トワークを活用しながら、事理弁識能力の評価、後見人の

選任、監督、法人後見の在り方、後見報酬、家庭裁判所業

務の効率化、医療同意、後見の社会化、福祉型信託に関す

る海外事例などについて研究する。

政策研究

成年後見制度関連四法を軸に、民法（総則・親族・相続）、

社会保障（社会保険・社会福祉・高齢者対策・医療）、事

業関連法（保険業法・信託業法・宅地建物取引業法）など

の在り方について提言する。

教育・啓発・支援事業

他大学や諸機関と連携し、市民後見人の養成や親族後見人

への指導を行う。また、病院、介護施設、銀行、不動産、

その他業界に対する啓発活動、ならびに市民後見 NPO 法

人 等に対する支援などを行う。

 ▍責任者

森田朗教授（政策ビジョン研究センター学術顧問／法学政

治学研究科）

 ▍ユニット構成メンバー

宮内康二特任助教（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マネージャー）、 城山英明教授（政

策ビジョン研究センター長／公共政策大学院）、甲斐一郎

教授（医学系研究科）、秋下雅弘准教授（医学系研究科）、

牧野篤教授（教育学研究科）、飯間 敏弘特任研究員（政策

ビジョン研究センター）

活動内容

　認知症の高齢者など判断能力が充分でない人を支え

る仕組みが成年後見制度である。同制度を、より一層

普及・促進していくための方策を検討しながら、後見

に密接に関連する医療・介護・金融・住宅等の生活産

業の活性化を図る社会事業モデルの創出と、これに必

要な制度改革を提言することを目指している。調査・

研究活動として、昨年度は主に次の3 つの事業を行った。

1．経済産業省 医療・介護等関連分野における規制改

革・産業創出事業　「後見・信託事業に関する検討」。

松山市シルバー人材センター等と連携しながら、約

3000 人の元気シニアと約 700 人の要介護高齢者等

に対し、後見・信託等に関する啓発活動を実施し、業

務として成年後見の利用支援・受任・受託を行うなか

で、制度・運用上の課題を抽出し、規制緩和や新ガイ

ドラインの作成等の推進を促した。

2．厚生労働省 科学研究費「成年後見の理論的・実務

的体系化に関する研究」。

約 250 件の後見事例について、報酬、工数、業務内容、

権利行使、結果・効果等のさまざまな側面を、多変量

解析等を用いて実証的に分析することによって、後見

実務の現状を明らかにした。

3．厚生労働省 老人保健健康増進等事業「親族後見人

に対する現任研修及び相談事業」。

100 名程度の親族後見人に対するアドバイスや将来

展望などの個別支援を行い、親族後見人に必要なバッ

クアップ内容と体制を整理するとともに、親族後見人

に対するセミナーや座談会等を実施した。以上に加

え、市民後見人養成講座による教育活動も引き続き

実施した。今年度は、首都圏受講生を中心に、東大で

開講する関東 A 及び関東 B 講座、ならびに埼玉講座、

山形講座、北海道講座において約 652 名が受講。う

ち 600 名が修了した。また、修了生による後見実務

の取り組み活動を支援してきた「市民後見活動支援室」

の後継組織として、新たに「後見人サポート機構」を

立ち上げた。さらに、厚生労働省市民後見推進モデル

事業全国 37 ヵ所のうち 7 ヵ所について、企画、指導、

評価等の支援を行った。他にも、NHK その他の取材

対応 20 件程度、セミナー・講演会 30 回程度、成年

後見に関する個別相談 100 件程度を継続的に行って

いる。

シンポジウム等の開催状況

7 月 2 日（土）に第一回市民後見全国大会 ～身上監

護の充実、補助・保佐の促進、法人後見の推奨～ を

安田講堂で開催し、744 名が参加した。
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地域医療情報研究実証プロジェクト

プロジェクト概要　　　　　　　　　　　　　

 ▍趣旨

患者安全

医療の質の向上を目的として、医療事故やヒヤリハット情

報を収集し、解析・構造化によって新たな標準化を検討す

る患者安全研究に取り組んでいる。

在宅医療

超高齢社会における医療と介護の連携強化を目的として、

在宅医療に対応した電子カルテシステム（地域医療連携シ

ステム）の開発及び検証に取り組んでいる。

 ▍内容

患者安全

インシデントレポートシステムによって収集された医療事

故やヒヤリハット情報の自由記載データを活用し、自然言

語解析により文書間の関係や繋がりを明らかにし、新たな

分類を見出す。このボトムアップの分類と、従来専門家に

よって定められたトップダウン分類を比較し、現行のトッ

プダウン分類を見直すことにより、医療現場の実態に即し

た新たな分類を検討する。

在宅医療

超高齢社会の医療改革において、在宅医療に対する需要は

益々増加し、医療と介護の連携が求められている。在宅医

療においては患者に対して複数の事業者が関与するため、

十分な情報セキュリティで従事者間での情報連携が行える

情報システムが必要である。そこで、従来医療機関の電子

カルテによって行われてきた情報管理を在宅で行う、医療

連携システムを検討する。

 ▍プロジェクトリーダー

秋山 昌範 教授（政策ビジョン研究センター）

 ▍プロジェクト構成メンバー

藤田桂英特任研究員（工学系研究科総合研究機構）、金英

子特任研究員（工学系研究科総合研究機構）、Zoie Wong

外国人特別研究員（政策ビジョン研究センター）、森田朗教

授（政策ビジョン研究センター／法学政治学研究科）、大江

和彦教授（医学系研究科医療情報経済学）、坂田一郎教授（政

策ビジョン研究センター）、金安双葉学術支援専門職員（政

策ビジョン研究センター）

活動内容

患者安全

大阪市立大学医学部附属病院の協力の下、インシデン

トレポートの自然言語解析を行い、ボトムアップ分類

とトップダウン分類との比較分析を行った。この手法

により、従来の解析法では発見できなかった知見を

得た。この方法論は、最新の医療情報分析に有用と

考えられた。今回の研究結果は WHO(World Health 

Organization) において高く評価され、2012 年より

ICPS　(International Classification for Patient Safety)

の概念設計フレームワークに反映され、国際標準化に

用いられることになった。WHO より研究委託され、

フランスの研究者との共同により、国際比較を行う。

WHO 患者安全部と連携を図り、解析結果の国際的発

表と標準化への検討を進めた。2012 年 1 月より、自

治医科大学附属さいたま医療センターの協力を得て、

さらに解析を継続中である。医療安全の専門家である

医療安全管理者ネットワークと連携を図り、検討を行

う。日本医療情報学会や医療の質・安全学会での報告

やシンポジウムでの発表、平成 23 年度厚生労働省科

学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業の研究

班会議を３回開催した。ほかに、学会誌、IEEE 等の

国際会議で論文を発表している。

在宅医療

愛媛県の新居浜医療生協や愛媛大学医学部の協力のも

と、2009 年より継続的に行った現地調査結果に基づ

いて、電子カルテシステムにスマートフォン端末を用

いた介護記録機能を追加開発した。平成 23 年度総務

省ユビキタス健康医療技術推進事業の実証事業とし

て、服薬支援機器とセンサーを在宅介護現場に導入し、

実証的検証を行った。その結果、スマートフォン端末

の SIM カード（Subscriber Identity Module Card）を

利用した個人認証と VPN（Virtual Private Network）

を併用したセキュリティによって個人情報漏洩などを

防止することができ、地域医療連携システムの有用性

が示された。検証にあたっては、訪問看護師、ケアマ

ネージャー、ホームヘルパーなど在宅ケア従事者を中

心としたワーキンググループでの協議会と、医師や情

報法の専門家など有識者を中心とした評価委員会を開

催した。その成果は、日本医療情報学会で報告し、学

会誌で論文を発表している。その他、政策ビジョン研

究センターにおいて、今後の在宅医療に求められる仕組

みについて検討し、制度上の課題を明らかにすることを

目的とした在宅医療に関する課題研究会を発足した。
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テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト

プロジェクト概要　　　　

▍▍趣旨

テクノロジーアセスメントを中心にロードマップ、シナリ

オマッピング、規制影響評価等の戦略的知性のアプローチ

を各分野において実践するとともに、制度設計のあり方を

検討する。

▍▍内容

テクノロジーアセスメント（技術の社会影響評価 ; TA）と

は、独立不偏な立場で科学技術の発展が社会に与える影響

を広く洗い出して分析し、それを市民や政治家、行政に伝

え、議論の喚起や意思決定の支援をすることである。科学

技術政策プロセスにおけるテクノロジーアセスメントの役

割については、これまで公共政策大学院 I2TA プロジェク

ト（2007 ‐ 2010 年度）と連携して、科学技術ガバナン

ス研究会や共催シンポジウムの機会を通して確認してき

た。I2TA プロジェクトの終了に伴い、文理横断的な場で

ある政策ビジョン研究センターにその成果や資源が引き継

がれた。テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト

では、東アジア諸国におけるエネルギー効率化ロードマッ

プ策定にかかる社会経済シナリオに基づく技術のテクノロ

ジーアセスメントの実践や、医療テクノロジーアセスメン

ト（MTA）や規制影響評価（RIA）の制度設計の検討を行っ

ている。

エネルギー分野の活動について

◎平成 23 年 4 月から 9 月まで（担当者：吉澤剛）

国際機関東アジア ASEAN 経済研究センター（ERIA）から

の委託を受けて、東アジア諸国を対象に、複数の経済社会

発展シナリオと各シナリオに応じたエネルギー効率化ロー

ドマップを描き、そのロードマップに沿った省エネルギー

技術の経済的・社会的アセスメントを実施している。初年

度はラオスを対象に、政府関係省庁や電力公社、地方行政

機関、NGO、隣国カウンターパート、国際機関等の担当

者へのインタビューや、農村部や遠隔地の現地調査、関係

者を交えたステークホルダー会合開催を行い、データの収

集とシナリオの妥当性を検証しながらロードマップ策定を

進めた。その途中結果を 2011 年 8 月にラオスで開催され

た第 1 回東アジアサミット・エネルギー効率化会議（EAS-

EEC）で発表し、議論を深めた。

◎平成 23 年 9 月から翌 3 月まで（担当者：芳川恒志）

平成 23 年度後半（10 月～）は、引き続き、メコン川流

域を中心とする東アジア地域の省エネルギー技術を中心

とするエネルギーの現状と将来展望を踏まえ、ラオスの

省エネルギーについて技術ロードマッピングの研究を実

施した。この研究成果は、カンボジアで開催された第 2

回 EAS（東アジアサミット）省エネルギー会議（Energy 

Efficiency Conference）に報告され、高く評価された。今後、

ラオスと並行して、来年度からミャンマーを対象にエネル

ギー・システムの高度化等に関する研究を行うこととなっ

た。また、新しい時代のエネルギー政策構築に向けて、日

本のエネルギー政策、特にエネルギー安全保障に対する提

言、世界のエネルギー安全保障に対する日本の貢献の在り

方、世界の中のアジア、アジアの日本、アジアにおけるエ

活動内容

テクノロジーアセスメント（技術の社会影響評価 ; 

TA）とは、独立の立場で科学技術の発展が社会に与

える影響を広く洗い出して分析し、それを市民や政

治家、行政など幅広い関係者に伝え、議論の喚起や

意思決定の支援をすることである。2011 年度は、こ

れまで公共政策大学院 I2TA プロジェクト（2007 ‐

2010 年度）と連携して、科学技術ガバナンス研究会

や共催シンポジウムの機会を通して確認してきたテク

ノロジーアセスメントの考え方や手法を基礎にして、

具体的な分野での実践的応用研究を試みてきた。まず、

エネルギー分野では、東アジア諸国を対象に、経済社

会発展のシナリオに応じて、省エネルギー技術を中心

としたエネルギー関連技術の経済的・社会的評価を行

い、技術ロードマップを作成する作業を行った。具体

的には、ラオスを対象とするとともに、ミャンマーや

日本のエネルギー技術・政策についても検討を進めた。

また、医療分野については、具体的分野に埋め込まれ

たテクノロジーアセスメントとして、ヘルステクノロ

ジーアセスメントの制度化に向けた理論的実践的課題

の検討を深めるとともに、ナノバイオ技術の実用化に

向けた社会連携や法制度上の課題の抽出を行った。食

品分野においては、ナノテクノロジーの食品分野にお

ける社会影響や規制を巡る状況、国際的規制枠組みに

ついての検討を進め、スマートレギュレーションにつ

いては、広義の社会的技術である規制について、その

社会経済的影響を分析する規制影響分析等の手法と実

施上の課題に関して、国際的経験も踏まえて検討した。
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ネルギー協力の在り方をテーマに、世界各地のエネルギー

分野の専門家を講師として招聘してエネルギー政策ラウン

ドテーブルを開始した。毎回 300-400 名の参加者がある。

医療分野の活動について（担当者 : 畑中綾子）

平成 23 年度の主な活動として、ヘルステクノロジーアセ

スメント（HTA）の制度化にむけた理論的検討を行う研究

会（公共政策大学院寄付講座リスクマネジメントと共同で

医療分野におけるイノベーションの社会・経済評価研究会

を設置）の場において、他国の動向や我が国での HTA 導

入の可能性を探った。研究開発現場との接点において は、

ナノバイオ FIRST プログラムでの開発技術が実用化され

るために必要な社会連携や法制度上の課題を抽出するとと

もに、実用化にむけた戦略的ロードマップ作りを行った。

今後の活動計 画として、HTA 制度化の可能 性に関する提

言、また研究開発技術の実用化にむけての法的社会的課題

の整理を行うこととする。

食品分野の活動について（担当者 : 松尾真紀子）

食品分野の TA ユニットでは、食品分野に応用される科学

技術が早い段階から社会全体に及ぼされる多様な社会的影

響が行われているのかという問題意識のもと、多様な研究

活動との連携により、日本における食品分野の TA 活動及

び今後の課題について検討している。具体的なイシューと

しては、食品分野におけるナノテクノロジーの応用につい

て検討しており、本年度は欧州や米国における新たな動き

を受け、この分野の専門家による講演と大学・業界・行政

等のステークホルダーらによる議論を行う勉強会を開催し

た（「食品分野におけるナノテクノロジーの応用（フード

ナノテク）－国際規制の最新動向」2011 年 8 月 18 日開催）。

また TA に関連して、食品が置かれている環境、すなわち

制度的分析や国際規制の動向など、に関する研究活動も実

践しており、元コーデックス委員会の事務局長の宮城島氏

による講演と大学・業界・行政等からの参加者による議論

を行う講演会を開催した（「食品安全分野における日本の

国際対応とその課題」2011 年 8 月 1 日開催）。TA の活動

は、技術や社会環境の変化に応じて見直しと修正が求めら

れる継続的プロセスなので、今後ともそうしたことへ迅速

に対応できるためのネットワークの構築と維持を図ってい

く。また TA が要されるナノテク以外の新たなイシューの

模索も行いたい。

スマートレギュレーションの課題と展望 : 規制の社会経済

影響分析（担当者 : 松尾真紀子）

本ユニットでは、バランスの良い適正な規制の在り方とそ

の実現における課題を検討することを目的として 2011 年

度から立ち上げた。背景には、「政治主導」の時代にはま

すますエビデンスに基づく法規制の設定と説明責任が求め

られるようになり、規制影響分析をはじめとする政策評価

や Joint fact finding やテクノロジーアセスメントといっ

た様々な活動が活用されるべきだとの考えがある。上記の

目的を踏まえ、まずは現状に関する分析をするため、研究

ユニットメンバーによる報告（岸本充生、中泉拓也、松尾

真紀子）や、講師（石田客員教授）を招いての議論を行っ

た。また、海外からの専門家の来日の機会をとらえて、海

外動向に関するインプットやより良い規制の在り方に関す

る議論を行った（米国デューク大学教授ジョナサン・D・

ウィーナー氏、元欧州委員会政策アドバイザーのマイケル・

D・ロジャース氏）。さらに、関連する行政関係者へのヒ

アリングや意見交換も行った。現在は、ブレーンストーミ

ング、コンセプト形成の段階であるが、将来的には、試行

的な RIA の実践等行うことで、具体的な政策提言（制度的・

実践的）につなげたいと考えている。

▍▍プロジェクトリーダー

城山 英明 教授（政策ビジョン研究センター長／公共政策

大学院）

▍▍プロジェクト構成メンバー

坂田 一郎教授（政策ビジョン研究センター長／ ERIA プロ

ジェクト代表）、芳川 恒志特任教授（政策ビジョン研究セ

ンター／公共政策大学院／ ERIA プロジェクト共同代表）、

吉澤 剛客員研究員（政策ビジョン研究センター／京都大

学人文科学研究所特定講師）、佐々木 一特任研究員（政策

ビジョン研究センター）、畑中 綾子特任研究員（政策ビジョ

ン研究センター）、松尾 真紀子特任研究員（政策ビジョン

研究センター／公共政策大学院）
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エネルギー政策ラウンド
テーブル中間報告

2012 年 7月

責任者 ：芳川.恒志.特任教授

　昨年 3 月の東日本大震災と福島第

一原子力発電所事故を受け、抜本的な

エネルギー政策の見直しが行われてい

る。エネルギーについて国民的な関心

が高まる中、国際的・学際的・業際的

観点から、中長期の視野を踏まえつつ

我が国のエネルギー政策をグローバル

な文脈を踏まえて議論することを企図

したのがこのエネルギー政策ラウンド

テーブルである。本質的にエネルギー

問題とは国際的なものだ。とくに我が

国はエネルギー需要が急速に高まって

いくアジアに位置している。我が国が

エネルギー安全保障を確保していくた

めには、幅広い視野から状況を注意深

く研究・分析し、これを踏まえて安定

的でありながら柔軟性も備えた政策選

択が求められる。同時に、この国民的

な関心の高まっているエネルギーやエ

ネルギー政策をフィールドにして、国

境、学問や業界の垣根を越えて、国内

外、学内外の専門家が世界の英知と議

論し刺激を受けあい与え合うことも重

要である。

　このため、このラウンドテーブルに

おいてはテーマとして次の 2 つを設

定した。

 ▍日本のエネルギー政策、とくにエ

ネルギー安全保障および世界のエネル

ギー安全保障に対する日本の貢献のあ

り方

 ▍世界の中アジア、アジアの中の日

本、アジアにおけるエネルギー協力の

あり方

　このような問題意識から、ラウンド

テーブルでは、まず「外からの視点」

として、エネルギーやエネルギーと密

接に関連する分野で世界の議論をリー

ドしている講師を海外から招聘し、そ

の講師の基調講演に対してエネルギー

及びこれと隣接する多様な分野におけ

る我が国内外の第一人者と議論する場

を提供する。また、上記のテーマはい

ずれも大きな課題であり、このラウン

ドテーブルも 2 ～ 3 カ月に 1 回、年

間 5 回程度開催することを予定して

いる。こうして 1 年を通じて議論を

積み重ね、来年前半にも一定の方向性

を提示することを目的とする。

　本年 2 月から 8 月までにラウンド

テーブルは 3 回開催されている。第

1 回では、国際エネルギー機関（IEA）

首席エコノミストであるファティ・ビ

ロール博士の基調講演に基づき、グ

ローバルな視点からエネルギー市場に

何が起こりつつあり、それが今後のエ

ネルギー需給や政策にどのような影響

を及ぼすのかを議論した。今後 25 年

間で、世界の一次エネルギー需要は

約 4 割増加するが、そのうちの 3 分

の 2 はアジアが占めるという予測な

どが示された。第 2 回では、そのア

ジアの中でも、中国とインドという 2

大新興経済成長国に挟まれ、それ自身

旺盛に経済成長を続け、日本とも歴史

的・経済的に非常に緊密な関係を有す

る ASEAN（東南アジア諸国連合）を

テーマにした。とくに、ASEAN の視

点からそのエネルギーの現状と展望、

さらに直面する課題等について、シン

ガポール国立大学エネルギー研究所

チョー所長から報告をベースに議論し

た。さらに、第 3 回では、我が国の

エネルギーおよびエネルギー政策につ

いて、カリフォルニア大学サンディエ

ゴ校国際関係太平洋大学院のシェーデ

教授から「米国から見た日本のエネル

ギー政策」について講演があり、その

うえで議論を行った。以下、主要な議

論の方向性について報告する。

エネルギーを巡る現状と展望の分析

 ▍世界のエネルギー需給の現状と見

通し

　エネルギーを巡るグローバルな環境

は、前例をみないほど不確実性を増し

ている。世界経済の減速や福島原子力

発電所事故、「アラブの春」に伴う中

東北アフリカ地域への投資の遅れな

ど、憂慮すべき状況がある。その上に、

対イラン経済制裁等により原油価格が

高止まりし、輸入国の資金負担が急増

するなど新たな懸念材料が加わってい

る。中長期的視点で見ると、グローバ

ルなエネルギー構造は需要供給の両面

で新しいステージに入りつつある。す

なわち、供給面では、今後も化石燃料

に依存する時代は続くものの、原油は

生産・輸出の多様性が乏しくなり高価

格の時代に入っている。その一方で、

シェールガス等の非在来型ガスの開発

が進み、天然ガスの黄金時代を迎えつ

つある。この非在来型ガスの生産が飛

躍的に増加することは、価格のみなら

ずエネルギー安全保障に対しても大き

な影響を与える。一方、需要面では、

新興国、とりわけ中国とインドのエネ

ルギー需要が急増し、今後 25 年の間

に ASEAN 等他のアジア地域と合わせ

て需要増分の約 3 分の 2 を占めるよ

うになり、世界全体のエネルギー需要

を牽引する。これは今後アジアのエネ

ルギー政策やエネルギー情勢が、その

まま他の世界のエネルギー情勢に直接

的影響を与えることを意味する。

 ▍アジアの状況

　アジアの中でも、ASEAN は近年比

較的高い経済成長を維持し、今後もそ

の潜在力は大きい。一方で、加盟国を

個別にみると経済発展段階、一人当た

り国民所得等の観点からも非常に多様

である。電化率にも大きな格差があり、

依然 ASEAN 人口の 30% 弱には電気が
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届いていない。この点については、地

域の政治的安定確保や経済発展の基盤

を整備する観点からも、まずこのよう

なエネルギー貧困を解消し経済格差を

縮小させ、安定的な経済成長を維持す

ることが重要である。同時に、今後見

込まれる経済成長を支えるため、産業

化、都市化の過程で、エネルギーの総

量を確保することを基本としつつも、

地球環境の維持等の観点からも十分な

配慮が必要となってきている。

　将来の ASEAN のエネルギーミック

スについては、域内に化石燃料、とり

わけ石炭と天然ガスが豊富であるもの

の、エネルギー需要の増加に伴い域内

のエネルギーバランスは全体として

ネットで輸入に転ずる。また、化石燃

料消費の割合は引き続き高く、2030

年においてもほぼ現在のエネルギーバ

ランスと変わらず、化石燃料が一次エ

ネルギー需要全体の 75％以上を占め

る。

 ▍日本のエネルギーを巡る現状

　短期的には、福島原子力発電所事故

後の原子力発電所の運転停止により、

特に夏場の需要期における電力供給が

不足し、日本は化石燃料輸入の増加等

から東京電力管内の電気料金の見直し

も行われている。これを需要側、とく

に日本の経済・産業からエネルギーを

見ると、エネルギー安定供給の対価と

して、従来諸外国に比べて割高な電気

料金を負担してきた経緯があったが、

それがさらに高くなるということだ。

現在需要供給の両面から我が国のエネ

ルギーは非常に厳しい「綱渡り」的な

状況にある。また、財政赤字が拡大す

る中、2011 年度は前年度比約 5 兆円

エネルギー輸入が増加して約 21 兆円

となり、その分経常収支黒字幅も前年

度 17 兆円から 8 兆円に減少した。こ

のような事態が継続し、あるいは悪化

するようなことがあれば、通貨円や我

が国経済への信認が損なわれ、エネル

ギーを越えた複合危機を招く危険すら

ある。

　過去 20 年間の部門別のエネルギー

消費を見ると、産業部門のエネルギー

消費は大きく減少する一方で、増えて

いるのは業務部門と家庭部門である。

したがって、政策として家庭部門と業

務部門に対して節電を促すのは合理的

である。一方で、産業界への影響につ

いては、第一次石油ショック時に見ら

れたように、エネルギー不足は産業構

造の変化を促す効果がありうる。もっ

ともより現実的には、エネルギー価格

が一定限度を超えて高くなると、供給

の不確実性とも相まって、すでに限界

まで省エネを進めている日本企業の中

には、国外に出ていくという経営判断

を行うものも出てくる可能性がある。

　産業全体のエネルギー消費の約 3

分の 2 を占める化学と鉄鋼産業は、

ともに日本の成長を支える有力な輸出

産業であり、日本の GDP と雇用に大

きな貢献をしている。また、両産業は

製品と技術ともに優れ、とくに技術的

には自動車をはじめとする多くの産業

に基礎的素材を提供することで世界中

の多様な産業を支え主導している。す

なわち、化学と鉄鋼は日本にとっての

戦略産業であり日本の産業構造の中心

的存在であって、日本はこのような重

要な産業を失うわけにはいかない。こ

れらのエネルギー多消費型産業が成功

を維持するために必要な安価で安定し

たエネルギーをいかに供給するかが最

大の課題である。

エネルギー需給環境がもたらす政策的

インプリケーション

 ▍グローバルな傾向

　このようなエネルギー需給を巡る新

しい環境は、政策的にはエネルギー安

全保障に対する世界各国の関心を増大

させている。その関心の対象も、従来

IEA による 90 日の石油備蓄とこの戦

略備蓄の放出といった石油を中心とし

たものから、他の化石燃料も含めて電

力等二次エネルギーに重点が移行しつ

つある。また、エネルギー需要家の環

境やコスト意識や安心安全に対する意

識の高まりに伴ってエネルギーの地産

地消等にも関心が強くなっている。技

術的にも、スマートグリッドに代表さ

れるように ICT の発達や活用等で電力

需給の双方向性が大きく高まりつつあ

り、エネルギー安定供給の単位がロー

カライズする方向にある。一方、国境

を越えたエネルギーインフラの整備や

EC（？）がエネルギー政策に対して

大きな役割を果たすようになるにつれ

て、エネルギー安全保障もエネルギー

インフラ網をベースに国際的に考えら

れる方向にもある。さらには、そもそ

もエネルギー政策が需要サイド、例え

ば交通、自動車、電気機器等の個別産

業や主要製品、都市計画やビル・家屋

の省エネルギー等など多くの分野を包

含しつつあることなど、エネルギー安

全保障の概念そのものについても見直

しが必要となってきている。

 ▍アジア

　ASEAN とそれに隣接する中国とイ

ンドを加えたアジアが今後の世界のエ

ネルギー需要の中心となることで、ア

ジア地域がエネルギーやその政策につ

いて、域内の情報交換、協力の必要性

が増大している。とくに域内に多くの

多様性を抱える ASEAN としては、情

報の一層の発信が求められる。また、

経済成長のダイナミズムを各国で維

持・共有するための「新しいモデル」

も必要であり、そのために ASEAN( 東

南アジア諸国連合 ) や ERIA（東アジア・

ASEAN 経済研究センター）、EAS（東

アジア首脳会議）、APEC（アジア太平

洋経済協力）などの地域の国際機関、

協議体等が果たすべき役割は大きい。

発信コンテンツ / 政策提言
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このためにアジアにおいてエネルギー

問題に対応するための何らかの枠組

み（フレームワーク）が必要なのでは

ないかという問題意識がある。このよ

うな「枠組み」については、アジア版

IEA（国際エネルギー機関）の新設を

示唆するものから、むしろ ASEAN や

APEC など既存の組織や機関の有効活

用の方が現実的であるとの意見もあっ

た。また、必ずしも効率的でない政府

間交渉に頼るのではなく、産業界や大

学等の研究機関など様々なレベルで意

思疎通することも重要である。

　また、ASEAN をはじめアジアにお

いて、情報交換や協力関係を築いてい

く基礎として、ハード面のみならず、

制度、技術、統計等の整備やそのため

の人材育成等のソフト面の対応が重要

である。一方、ハード面について言え

ば、ICT の発達等により、より現実的

な選択肢としてエネルギーの分散化・

ローカライゼーションも重要な視点と

して登場しており、ASEAN 大のクロ

スボーダーのネットワークの重要性の

みを強調すべきではない。このため

ASEAN をはじめアジアにおいて、内

外における情報交換や協力関係の構築

のためにも、エネルギー関連インフラ

等ハード面の環境整備が求められるだ

けでなく、制度、技術、統計や人材育

成等のソフト面での充実が急務となっ

ている。日本はこの面で貢献の余地が

大きい。

　アジアからの視点として、省エネ、

環境等の技術面やソフトインフラの整

備、また、これらに必要な人材育成の

ために、日本がアジア地域に対して協

力と貢献を拡大することへの必要性と

期待がある。また、アジアにおける原

子力安全維持向上・運転管理やそのた

めの人材育成のあり方等に関して日本

がその経験や教訓を世界と共有し、貢

献を行うことに対しても同様の期待が

ある。一方で、このようなアジアの現

実が日本のエネルギー政策に与える影

響も無視できない。これは、アジアで

化石燃料消費が急速に拡大する中、我

が国のエネルギー安全保障を検討する

観点から、また、温暖化問題を引き続

き技術等でリードしていくためにも、

原子力を含むエネルギー源の多様化と

日本国内に現場と技術を維持していく

ことがますます重要な要素になるから

である。

 ▍日本

　電力需給についてみると、現在緊急

避難的に化石燃料による多くの火力発

電所が稼働しているが、これらの施設

に過重な負担がかかり、故障等の計画

外停止の可能性が常にあることを忘れ

てはならない。また、未曽有の東日本

大震災の経験を踏まえれば、原子力等

発電分野に限らず、従来必ずしも十分

に予測されなかったようなリスクにも

しっかり向き合い、理解し認識して準

備を行うべきである。例えば自然災害

に対する脆弱性を再点検することとと

もに、イランを中心にした地政学的緊

張が継続していることなど国際環境の

変化が我が国のエネルギー需給に一層

の脆弱性をもたらしていることなどを

しっかり認識し、直ちに今からその準

備を開始すべきである。この準備に

は、制度改革や政策手法の見直し、さ

らには技術開発など幅広い分野での対

応を含む。もっとも、このようなエネ

ルギー需給を巡る内外の厳しい状況に

対し、原子力発電の再稼働の見通しが

立っていない現状においては、短期的

に有効な政策的オプションは限られて

いる。当面の課題として、輸出産業を

中心にすでに大幅な円高で打撃を受け

ている産業も多いことから、価格を含

めたエネルギー供給の不安定性により

大きな影響を受けるエネルギー多消費

産業である基礎素材をはじめとする産

業に対し、産業政策上の対応をするか

どうかについては議論がなされるべき

であろう。しかしより重要なことは、

先述のように、現在および将来のリス

クをしっかりと認識し見据え、評価し、

これに対して直ちに今からその備えを

行っていくことだ。

　一方で、中長期的にはさまざまな政

策オプションが検討されうる。まず、

日本として戦略的に重要な産業はしっ

かり維持されなければならない。この

ような産業が国内で活動を継続し成功

を維持するためには、出来るだけ安価

で量的に安定したエネルギー供給が不

可欠である。短期的には「綱渡り」状

況が続くとしても、少なくともこのよ

うな将来に向けた我が国の経済構造や

産業構造のあり方、社会のあり方等を

見据え、明確にイメージした上で、そ

れを支える将来のエネルギー需給の姿

を明らかにする必要がある。いずれに

せよ、そのための中長期を見据えた政

策を今から企画立案し、実施していか

なければならない。

　また、原子力への依存を低減すると

すれば、当面は化石燃料の消費と輸入

を増やすことで対応せざるを得ないに

せよ、中長期的には、安定供給、CO2

削減及び自給率向上の観点から、再

生可能エネルギーと省エネルギーの 2

つが一層重要になる。再生可能エネル

ギーについては、日本においても固定

価格買い取り制度がスタートし、電源

としての再生可能エネルギーの拡大に

環境が整いつつあるところである。し

かしながら、再生可能エネルギーにこ

れまでの原子力を代替するような大き

な役割が果たせるようにするためには

これだけでは必ずしも十分ではない。

例えば、ドイツでは供給量が変動する

などの特性を有する再生可能エネル

ギーを安定的に導入拡大するため、地

域内地域間で再生可能エネルギーの特

性や電力需要等に応じた電力グリッド

の整備を最重要視して進めようとして
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いる。我が国に当てはめれば、その第

一歩は国内電力会社間の連係を強化す

ることであろう。同時に、後述するよ

うに電力需要のピークをシフトさせ柔

軟な電力需要構造を実現するためにも

グリッドのスマート化や蓄エネルギー

に関する技術開発も重要である。この

ような再生可能エネルギーの大幅導入

を前提にした将来のエネルギー需給構

造を検討するうえでは、それに応じた

インフラの整備と電力制度改革を伴う

ことは言うまでもない。

　中長期的課題のもう一方の柱である

省エネルギーについては、業務分野や

家庭部門ではエネルギー消費は増加傾

向にあるものの、産業部門では、継続

した努力やエネルギー政策の成功例と

される政府のトップランナー方式等に

よりすでに大きな成果が上がってお

り、日本の最も得意とする分野である

とされる。だからこそ、現下の電力供

給力不足に伴う節電要請は、相当程度

効率的な我が国産業の活動に大きな影

響をおよぼすものでもある。省エネル

ギーはもともと息の長い継続した努力

が求められるものである。このような

当面の問題に加え、これまでに提示さ

れてきた政府のデータ等を見ると、中

長期的にもやや過重とも思われる負担

を省エネルギー目標が担うことが予定

されていることも事実であり、現実の

投資計画の検証など実行可能性を検討

することがおろそかになっているとも

思われる。

　技術と技術開発の果たす役割、また

は技術力を中核とし情報を収集活用す

る力を有し、グローバルに活躍する意

思と能力を持ったエネルギー企業を育

成していくことは中長期的には重要で

ある。とくに、出力に変動の大きい再

生可能エネルギー導入の潜在力を十分

に発揮するためには、蓄エネルギーは

不可欠であり、エネルギーの地産地消

や地域におけるエネルギーの安定供給

を考えれば、電力グリッドのインテリ

ジェント化、スマートグリッドは必要

不可欠な技術である。

　原子力に関しては、まず世界に対し

て福島第一原子力発電所事故の情報や

教訓を国際社会としっかり共有すべき

である。そのためにも、エビデンス・

ベースで透明性の高い、比較可能な形

の科学的知見に基づいた議論を行わ

なければならない。原子力は、従来 3

つの E、すなわち、エネルギー安全保

障の確保、地球環境問題への貢献及び

経済性の確保のいずれにも貢献してき

た。グローバルな比較でみると、従来

原子力に依存しエネルギーの自給率が

低い国であるほど、原子力からの撤退

はこの 3 つの E のいずれの観点から

も厳しい状況に直面することを意味す

る。

　このようなエネルギー政策上の議論

に加え、エネルギー政策を越えて国家

の外交や安全保障上の観点から、原子

力技術を維持すること、技術の現場を

国内に持っておくことの重要性も考慮

されなければならないだろう。すなわ

ち、アジアのエネルギー需要が今後急

増し、その中心になる中国、インド、

ASEAN のうち何カ国かは原子力発電

を今後も継続する。そうした状況があ

る中で、国内の原子力市場を小さく

し、これまで蓄積した技術力の維持を

困難にしてしまうことは、国家安全保

障上や外交政策上もむしろ問題ではな

いか。また、今後廃炉や放射性廃棄物

の処分等に非常に長い年月を要するの

に、その技術的基礎を国内に維持せず

外国の技術に頼らざるを得なくなると

いうことではないか、という問題意識

に基づくものである。これらと並んで、

原子力発電についても、小型でいわば

コモディティ化された原子炉が開発さ

れているが、これは核不拡散上も有意

義であるとの意見もある。

　政策プロセスマネジメントの観点か

らも興味深い指摘があった。エネル

ギー政策の議論の開始から「エネル

ギー・環境会議」による選択肢の提

示に至る過程で、2030 年というター

ゲットが設定されたが、これは必ずし

もエネルギーインフラ等とのライフサ

イクルと一致していないため、結果と

して意思決定を延期していることに

なっているのではないか、また、もと

もとエネルギーミックス全体を再検討

しているとはいえ、現在選択肢として

示されているものは電力構成比率であ

り、特に原子力発電の構成比をどの程

度にするのかが問題となっていること

から、本来一次エネルギー全体を対象

として検討されるべきところが、結果

として問題の焦点が狭くなっているの

ではないかなどの問題提起である。

※この中間報告は、本年からスタートし、こ

れまで３回開催したエネルギー政策ラウン

ドテーブルにおける議論をベースに、エネ

ルギーの現状と展望及び世界、特に大きく変

化するアジアの中で我が国のエネルギー政

策に関する考え方の大きな方向性を取りまと

めたものである。このラウンドテーブルの問

題意識は、当センターが行っている東アジア

ASEAN 経済研究センターのエネルギー効率

化ロードマッププロジェクトと共通の部分も

あり、成果は共有されている。



 32 

政策研究 

エネルギー効率化	
ロードマップ

2012 年 7月

責任者 ：坂田.一郎.教授

佐々木.一.特任研究員

山口.健介.公共政策大学院特任研究員

　政策ビジョン研究センターでは、

東アジア ASEAN 経済研究センター

(ERIA、本部ジャカルタ ) より、エネ

ルギー効率化ロードマップ・プロジェ

ク ト（Energy Efficiency Roadmap 

Formation Project）の依頼を受けて、

2010 年 11 月より、エネルギー高度

化に向けたロードマップ作成の調査・

研究活動を進めてきた。本年度は、当

プロジェクトの第 2 期として調査・

研究活動の継続の実施をし、最終報告

をまとめた。その概要は以下の通りで

ある。

　エネルギーの効率化は先進国のみな

らず、発展途上国にとっても重要な課

題の一つであり、近年では東南アジア

においてもホットトピックの一つとし

て認識されている。代表的な国のひ

とつとしてラオスが上げられる。ラ

オスは大メコン地域（Great Mekong 

Sub region）に属する国の一つであり、

2008 年時点の人口は 632 万人程度

とされているが、継続的に急増の一途

をたどっている。一般的に、エネル

ギー需要の増加は、人口の増加に比例

することから、ラオスにおいてもエネ

ルギーの効率化は大きな課題の一つと

されている。

　本プロジェクトの目的は、ラオスの

発展に資するべく、エネルギー技術の

経済的および社会的影響を考慮したエ

ネルギー高度化のロードマップを提案

することである。とくに本プロジェク

トでは、エネルギー需要側の効率化で

はなく、エネルギー供給側の効率化に

焦点を当てることにした。これは、ラ

オスのような発展途上国においては、

需要側よりも供給側の効率化のほうが

比較的制御が容易であるためである。

　我々はまず、文献調査とフィールド

調査を通じて、ラオスの社会 • 経済状

況の把握を行なった。次にこの結果を

受けて、今後のラオスの国家政策、経

済社会状況、技術能力、を元に、3 つ

の将来シナリオを提案した。これらは

それぞれ、貧困削減、産業育成、外貨

獲得に焦点をあてたシナリオである。

　次に、これら 3 つのシナリオに対し、

政策と技術の両面から経済・社会的影

響を考慮し、ラオスにおける実現可能

な観点でのエネルギー技術ロードマッ

プの提示を行なった。具体的な技術と

して、貧困削減を目的としたシナリオ

では農村電化を中心とした再生可能エ

ネルギー技術の導入、産業育成を目的

としたシナリオでは、高効率火力発電

に関する技術と、エネルギーマネジメ

ントの技術。そして、外貨獲得を目的

としたシナリオでは ASEAN グリッド

を視野に入れた長距離送配電における

効率化技術である。

　これらシナリオは独立に考えること

ができるものではなく、相乗効果やト

レードオフが存在する。したがって、

このようなシナリオ相互の影響と優先

順位を考慮した上で、ラオスのエネル

ギー全体戦略に関して考察を行った。

　本プロジェクトの最終的な結論とし

ては、ラオスにとって将来的に必要と

なる以下の 10 の提言を行なった。

1.Install  small-scale distributed 

energy systems swiftly according to 

need.  

必要に応じ、小規模な分散電源システ

ムの導入を迅速に行うこと。

2.Link rural electrification to rural 

development. 

農村電化は、農村開発にヒモづけたと

関連づけた形で実施すること。

3.Complement exist ing energy 

systems with thermal power. 

火力発電を補完するエネルギーシステ

ム

4.Strengthen the power governance 

in transmission and distribution 

systems. 

送配電の強化

5.Improve the capacity of estimating 

demand in the power market. 

電力市場における需要予測の能力向上

6.Integrate water management into 

the hydropower development plan.  

水力発電計画と治水管理の統合的なマ

ネジメント

7.Internalize environmental / social 

external cost into the major hydro 

plans. 

水力発電計画において生じる環境およ

び社会コストの検討

8.Determine electr ic ity  pr ic ing 

policy according to urban-rural 

relationships. 

農村都市感の価格調整メカニズムの策

定

9 . D e v e l o p  d i v e r s e  m e t h o d s  o f 

funding for the EDL Generation. 

ラオス電力局による発電に対し、多角

的なファンディングの仕組みの確立

10. Strategically manage foreign 

investments in a comprehensive 

plan. 

諸外国投資に関わる包括的な戦略立案

　また、東アジア首脳会合の枠組み

のもと 2011 年 8 月 24 日に、ビエン
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チャンで開催された第 1 回エネルギー

効率化会議に招待を受け、本プロジェ

クトの活動成果の中間報告を行なっ

た。本会議は、政策担当者、学者、エ

ネルギーや経済開発の専門家、民間企

業が領域を超えて集まり、東アジアの

エネルギー効率化の問題について、政

策への理解を深め、各国の知識や経験

を共有し、将来の可能性を議論する機

会を提供することを目的としたもので

ある。同会議には、ERIA、アジア開発

銀行、国際エネルギー機関等の国際機

関、アジア十数カ国から 200 名以上が

出席し、本センターからは、坂田一郎、

城山英明両プロジェクト代表、吉澤剛

特任講師、佐々木一特任研究員、山口

健介特任研究員の 5 名が参加した。

　また、同会議の第 2 回として 2012

年 7 月 31 日から 8 月 1 日にプノン

ペンにて第 2 回エネルギー効率化会

議が開催された。第 1 回と同様、東

アジア各国から 200 名のエネルギー

政策関係者が集い、エネルギー効率に

関するベストプラクティスを共有する

ことを目的としたものである。

　基調講演として、我が国からは木原

晋一経済産業省国際エネルギー戦略室

室長が、日本がかつて経験したオイル

ショックや、昨年の福島原発事故に触

れ、今や日本のみならずアジア各国は

これからの継続的な経済発展のために

エネルギー効率化に大きな挑戦をしな

ければならないと主張した。

　本学は、同会議の第 3 セッション

を担当し、ラオスにおけるロードマッ

ププロビットについての最終報告と問

題提起を、坂田一郎教授より行なった。

　 本 学 は 第 3 セ ッ シ ョ ン Energy 

Efficiency and the future Energy Mix 

in ASEAN のモデレートを行なった。

こ の セ ッ シ ョ ン は、 主 に ラ オ ス と

ミャンマーにおけるエネルギー効率に

フォーカスを当てたセッションである。

まず、本学教授坂田より、ラオスにお

けるエネルギーロードマッププロジェ

クトの報告と政策提言を行った。それ

を受けて、ラオス国エネルギー鉱物省

よりラオスにおけるエネルギー政策と

電力開発と、エネルギー効率化につい

ての議論と提案がなされ、タイ電力局

EGAT より、タイから見たラオスの発

電についての視点が示唆された。最後

に、ミャンマー電力省から、ミャンマー

の農村電化について現状と課題につい

て議論が提示された。以上の視点を元

に包括的に議論し、今後の方向性につ

いても示唆がなされた。この成果は、

東アジアエネルギー大使会合に報告さ

れる予定である。

　本プロジェクトの今後は、ラオスと

ともに、その隣国でもあり近年国際的

存在感を増している、ミャンマーへの

エネルギー調査・研究にも着手してい

くことを視野に入れている。こちらに

ついては芳川特任教授が、ERIA の協

力を仰ぎつつ同国のコンタクトパーソ

ンを探っているところである。

発信コンテンツ / 政策提言

本プロジェクトのアプローチ概要
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高齢社会における医療の
最適化とは何か

在宅医療のリソース配分のための 多

職種連携モデル

2012 年 8月

在宅医療に関する課題研究会での論点要旨

責任者 ：秋山.昌範.教授

 ▍医療介護連携

　医学の急速な進歩により、従来不治

とされた疾病が治癒可能になり、複数

の疾患を抱える高齢者が増えている。

それに伴って医療費も増加し続け、抑

制策として在宅医療や在宅介護に対す

る需要が高まっている。そのためには

医療と介護が連携しなければならない

が、医療保険、健康保険、介護保険と

財源が分かれていることが象徴するよ

うに、全体を包括する枠組みがなく、

制度上の壁がある。

　そこで、本研究会では高齢社会の医

療改革に向けた政策提言を行うことを

目的として、事例紹介と討論を行うこ

とにより、今後の在宅医療に求められ

る仕組みについて検討し、制度上の課

題を明らかにする。産学の協働により

幅広い立場の専門家が参画し、複数の

立場から多角的な議論を行うことで、

包括的かつ学際的な検討を試みる。

 ▍訪問服薬指導における経済的課題

　在宅医療においては病院と違って服

薬管理が難しく、薬剤師による訪問服

薬指導が必要である。在宅医療への薬

剤師の介入にあたり、規定通りに在宅

訪問服薬指導を行うためには、保険制

度や薬剤在庫、人件費などの経済的な

課題が障壁となる。具体的には、薬剤

師が医師の指示に従って訪問服薬指導

を行っても、それが緊急時である場合

は、保険点数の算定がされないため、

緊急時の訪問に対しては加算されな

い。薬剤師が１週間に１度の訪問を行

う場合、月に５回訪問する事もあるが、

制度上は４回が限度であるため、結果

として１回分はサービス訪問になる。

院外処方箋で使用できる注射薬が制限

されている等、保険制度上の課題が多

い。平均的な在宅訪問件数は６～８件

／日であり、訪問服薬指導の間に他の

業務ができない等、人件費や人材マネ

ジメントが課題となっている。その他、

点滴、麻薬、薬価差益、ジェネリック

デッドストックなど、薬の在庫が課題

となっており、適切な在庫管理が必要

である。在宅医療において薬剤師が規

程通りに服薬指導を行うためには、現

行の保険制度では様々な問題がある。

 ▍在宅看取りにおける課題

　年間死者数が 100 万人を超える高

齢社会において、核家族、単身、生涯

独身など血縁関係の少ない人の孤独死

が増加するなど、看取りは重要な社会

的課題である。次の６つの課題が挙げ

られる。

1） 在宅での看取りにおいては、患者

本人の希望と、医療者やケース

ワーカーなどの意向が異なるこ

とが多い。コミュニケーション

ギャップが生まれやすいため関係

者間の合意形成が必要である。

2） 在宅死における法的問題として、

医師法第 20 条の解釈が、在宅医

療に関わる医療従事者の間で問題

となっている。医師の診察後 24

時間以上経過して、医師が立ち会

わずに患者が亡くなった場合、医

師は死亡診断書を書くことがで

きないと考えられているため、警

察に届け出て死体検案を行ってい

る。その結果、在宅医療において

検死件数が増加している。在宅で

看取る場合でも、医師による死亡

判断は必要であり、在宅での看取

りは現実として難しい。また、医

師や訪問看護師にとって、終末期

患者の急変に伴う負担が大きいこ

とが課題である。

3） 在宅看取りが行える要件は、在宅

ケアに適した住環境、潤沢な資

金、献身的にケアを行える人材の

確保だが、これら要件を揃えるに

は、コスト面が課題となる。富裕

層だけではなく、低所得層でも実

現可能な仕組みを検討する必要が

ある。

4） 成年後見人制度によって、財産に

関する後見が行える仕組みが整い

つつあるが、延命措置などの意思

決定の代理判断を行うための、「生

命の後見制度」について検討する

必要がある。

5） 介護保険制度上、訪問看護師の居

宅での滞在時間は制限されてお

り、長時間の滞在ができない。民

間の介護サービス有料メニューが

充実すれば、患者にとって選択肢

が増える。

6） 新たな雇用創出として、ターミナ

ルケアやグリーフケアを含めた看

取りをコーディネートするアドバ

イザーのような機能を職種として

検討する余地がある。

 ▍リソース配分の最適化のための多

職種連携モデルとは

　昨今の我が国の社会保障と医療改革

において、医療の効率化が求められて

いるが、在宅医療に関わるすべての職

種が居宅に訪問するとコスト負担が大

きい。必ずしもすべての専門職が居宅

へ訪問する必要はなく、患者の居宅へ

訪問するグループ（デリバリー機能）

と訪問しないグループ（後方支援）に

分けて効率化すべきである。患者の状

態や職務内容に応じて、各専門職の職

域の見直しを行い、適正な役割分担に

ついて検討する必要がある。毎日訪問

しデリバリー機能を果たすのは介護専

門職で、医療専門職は基本的に遠隔で
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後方支援を行う。そのためには、医療

専門職が居宅へ訪問する判断基準を考

えていく必要があるだろう。具体的に

は、介護士や訪問看護師が居宅に訪問

して記録や情報収集を行い、医師、薬

剤師、管理栄養士などの専門職は訪問

せずに遠隔でアセスメントや指示を行

う。そのためには、対象となる患者や

各職種の職域に関して議論し、単一の

制度の改正のみで実現可能かどうか、

検討する必要がある。

　例えば、管理栄養士が在宅医療に後

方支援として介入する場合、管理栄養

士の代わりに居宅で栄養指導を行う役

割を、介護士や訪問看護師が担うこと

が求められる。現状では医療介護従事

者の栄養に関して十分な知識が無いた

め、栄養指導の有用性に関する客観的

なエビデンスとなる情報提供を行い、

周知していくことが求められる。食事

指導を標準化し、介護士や訪問介護士

に対して教育を行う制度やプログラム

などについての検討が必要である。

　遠隔で連携を行う場合は、医療サー

ビスの質の低下を招く可能性がある

ため、ICT 等の技術を用いてそれをサ

ポートする仕組みが必要である。また、

在宅従事者の貢献度を正確に評価する

ことも難しい。従来の指標以外に、遠

隔での支援や貢献を把握し、チームで

の連携に対する費用負担割合も考慮す

る必要がある。

 ▍遠隔での情報共有とプライバシー

保護

　在宅医療は複数の事業者が関与する

ため、事業者間の連携が不可欠である。

情報共有を円滑にする在宅医療に対応

した包括的なシステムが有用である。

遠隔での情報連携において障壁となる

のが、個人情報保護法だ。例えば、患

者のプライバシー保護を目的として、

薬剤師は病名を告知されていない。患

者の病名を知らない薬剤師が、適切な

判断を行うことは実際には難しい。

　介護士が記録する患者の食事や排泄

などの情報（画像や音声データを含む）

は、第三者による利用・提供が行われ

る。複数の事業者による遠隔での情報

共有を行う際、個人情報をどのように

流通させるか配慮する必要があるが、

過度なプライバシー保護が、実務上の

障壁になっている。そこで、情報の利

用目的や利用者などクラスター毎に構

造化し、ニーズや優先度に応じた情報

共有を行うことが重要である。プライ

バシー情報を保護しながら情報の利活

用を進展させるためには、ユースケー

スごとに検討を行い、プライバシーイ

ンパクトを考慮した細かいルール作り

が必要である。

※この中間報告は、政策ビジョン研究セン

ターで実施している「在宅医療に関する課題

研究会」における主な論点をまとめたもので

ある。本研究会では、産学の協働により幅広

い立場の専門家が参画し、現場からの意見を

集約し、課題抽出を行い、政策担当者へ繋げ

ることを目的として いる。

発信コンテンツ / 政策提言
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海洋基本計画の見直しに
向けた提言

2012 年 8月

責任者 ：城山.英明.教授

　海洋基本法は、地球の広範な部分を

占める海洋が人類をはじめとする生物

の生命を維持する上で不可欠な要素で

あるとともに、海に囲まれた我が国に

おいて、国際的協調の下に、海洋の平

和的かつ積極的な開発及び利用と海洋

環境の保全との調和を図る新たな海洋

立国を実現することが重要であること

を指摘した上で、海洋に関し、基本理

念、国等の責務、海洋基本計画の策定

を含む施策の基本となる事項、総合海

洋政策本部の設置等について定めた海

洋に関する基本法であり、2007 年 7

月に施行された。

　海洋基本計画は、政府が海洋に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図

るために定める海洋に関する基本的な

計画であり、現行のものは、2008 年

3 月に閣議決定された最初のものであ

る。同計画は、海洋に関する情勢の変

化を勘案し、及び海洋に関する施策の

効果に関する評価を踏まえ、おおむね

5 年ごとに見直しを行い、必要な変更

を加えるものとされている。このため、

政府は、遅くとも 2012 年度中に新た

な海洋基本計画を閣議決定することを

目指している。

　以上を踏まえ、海洋基本計画の見直

しに向けた提言を取りまとめた。その

骨子は、次のとおりである。

１．海洋空間ガバナンスの強化　

－ 日本の管轄海域全体に関するガバ

ナンスの確立 －

( 総論 )

海洋基本計画策定後の最初の 5 年間

の経験と実績を踏まえ、日本の海洋空

間ガバナンスについて、海洋に関する

施策や海洋の管理を、より一層、総合

的、計画的、一体的に推進することが

できるものへと強化を図るべきである。

(1) 総合的で、科学的知見を反映し、

関係者の合意を重視する、地域ごとの

海洋空間計画の枠組みの導入

　日本の海洋ガバナンスには、国の海

洋政策との整合性を確保しつつ、その

時々の新たな科学的知見、地域の関係

者の意思等を取り込んで進化していく

メカニズムを組み込んだ、海洋空間計

画の枠組みを導入すべきである。

(2) 問題意識を共有する沿岸地域関係

者が連携した取組計画を政府が支援す

る仕組みの早急な構築

　より総合性の高い海洋空間計画の枠

組み（１．(1) 参照）の構築を次のステッ

プとして念頭に置きつつ、まず、各地

の幅広い沿岸域関係者が、課題設定、

ガバナンス等が適切な総合的な取組計

画を作成する際には、それを技術面・

財政面・行政手続面などで柔軟に手助

けする仕組みを早急に構築すべきであ

る。

(3) 森林、河川、海岸、沿岸海域の密

接なつながりを考慮した専門性と総合

性を兼ね備えた沿岸域管理の検討

　森林、河川、海岸、沿岸海域の密接

なつながりを考慮して、専門性と総合

性を兼ね備えた沿岸域管理を行うこと

は、必要不可欠である。専門性と総合

性を確保するには、既に存在した 14

の環境関係の個別法の専門性を尊重し

つつ、政策の総合性を確保できるよう

にしたかつてのスウェーデンのやり方

は、参考になりうる。

(4) 洋上風力発電等の海洋再生可能エ

ネルギーの開発と普及の推進に向けた

関係者の合意形成への支援や制度的な

対応

　東日本大震災及び東京電力福島第一

原子力発電所事故の発生を踏まえ、温

室効果ガスの排出削減、国産エネル

ギーの確保等の観点から、海洋再生可

能エネルギーの利用を促進させるべき

である。

　洋上風力発電を含む海洋再生可能エ

ネルギーの利用促進のためには、海域

利用に関する関係者の合意形成が不可

欠であることから、合意形成に向けた

関係者の努力を支援すべきであり、あ

わせて、調整に向けた制度的な対応も

検討すべきである。

(5) 日本の海洋調査の全体像を議論す

る場の設定と、長期にわたって継続し

てデータを取って時間的な変動を見る

海洋調査の意義を踏まえた対応

　今後、より総合性の高い海洋空間ガ

バナンスを目指していくのであれば、

海洋に関する科学的知見等を提供する

海洋調査についても、幅広い専門家が

参加して、日本の海洋調査の全体像に

ついて議論する場を設けるべきである。

また、長期にわたって継続的にデータ

を取り続け、時間的な変動を見ること

に意義がある海洋調査は、その意義を

レビューされることなく廃止されてし

まうケースが見られるが、そのような

調査の廃止を検討するときは、専門家

の意見を聴取するプロセスを経るよう

にすべきである。

(6) 海域区分の確立

海洋調査の進捗により、どの範囲の海

域がどのような特徴があり、どのよう

な管理をするのが適当かについて、よ

り一層明らかになってくれば、海域の

区分を確立するとともに、それぞれの

海域についてより総合的かつ一体的な

管理を行う仕組みを構築していくべき

である。
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(7) 海底熱水鉱床の開発と生態系の保

全が対立する場合に対処する仕組みの

検討

　海底熱水鉱床の開発は、引き続き、

それに伴って環境への影響が生ずる可

能性を認識して所要の技術開発等を進

めるべきであるが、今後、鉱業権の設

定後に、海洋生態系の保全の必要性が

明らかになり、開発を継続するか立ち

止まるかを問われうることを課題とし

て認識し、それに対処する仕組みを検

討するべきである。

２．海洋科学技術のガバナンスの強化

( 総論 )

積極的に対応を行っていくべき政策課

題は、最新の状況を踏まえた検討によ

り見定めるべきである。また、個々の

政策課題に対応する研究開発は、その

分野の性質、世界的な潮流等を踏まえ

て、戦略的に進められるべきである。

現時点においては、海洋再生可能エネ

ルギーや海洋生物に関連する研究開発

も、重要な政策課題対応型研究開発に

含まれると見るべきである。

今後に向けては、新たな政策課題を見

定め、個々の政策課題に対応する研究

開発を進め、様々な産業分野での海洋

利用を促進するイノベーションに結び

つけていくために、海洋科学技術の知

識基盤を構築・活用すべきである。

(1) 将来の海洋産業を支える共通的・

基盤的な科学技術の同定とその戦略的

な研究開発

　将来の海洋産業につながるものと

して期待される海洋再生可能エネル

ギー、海底石油・ガス等の海洋資源に

ついて、その開発を可能にするという

政策課題に対応するため、発送電、精

錬、精製等の陸上では既に確立された

科学技術を海洋で行うための共通的・

基盤的な科学技術を新たに確立し、そ

れらを有効に組み合わせて利用してい

けるようにすることが必要である。

　将来の海洋産業を支える共通的・基

盤的な科学技術は、既に研究開発が始

まったもの以外にも存在すると考えら

れるので、産学官が連携して、それを

同定し、戦略的な研究開発を行うべき

である。

(2) 世界的にニーズが高く、かつ、日

本が優位性を持ちうる海洋科学技術に

ついて、研究開発と国際標準化を連携

させて推進

　国、大学、民間を含む海洋科学技術

ガバナンスの関係者は、連携して、世

界的にニーズが高く、日本が優位性を

持ちうる科学技術を正しく見定め、戦

略的にその研究開発に取り組んで、そ

の成果の国際標準化を図る、という良

い循環を作り出すべきである。

(3) 海洋調査研究産業の創出に向けて、

海底熱水鉱床等に関して必要な海洋調

査の一部を民間企業が継続的に担うこ

とができる環境の整備

　海洋産業の創出が見込める分野とし

て、海底熱水鉱床に関する広域探査が

ある。創出を図るためには、日本の管

轄海域の広さや資源量に見合った研究

開発・調査活動を細く長く継続すると

ともに、広域探査に必要な船舶の確保

等の環境整備を行うべきである。

(4) 関係する府省、民間団体等が連携し

て取り組むのが適当な具体的な課題例

①放射線モニタリングについて、改定

総合モニタリング計画の着実な推進

と、品物の安全性に関して生産者が信

頼性の高い説明をすることを可能にす

る環境の整備等への留意

　改定された総合モニタリング計画

は、調査の対象や視点の明確化、各機

関の連携強化、わかりやすい情報公開

とリスクコミュニケーションを謳って

いる点で、大幅に改善したところであ

るが、改定計画によりモニタリングを

継続的に実施するに当たっては、品物

の安全性に関して生産者が信頼性の高

い説明をすることを可能にする環境の

整備、人間や環境への放射性物質の影

響の防止対策の必要性、空域・陸域・

海域を横断した全体像の把握の有用性

といった点にも留意すべきである。

②海洋生物が陸地をつくる自然のメカ

ニズムの解明とそれによる国土保全に

向けた国際協力の推進

　離島の保全を図るため、サンゴ礫や

有孔虫砂が陸地をつくるメカニズムを

解明し、自然の力により離島を再生す

ることを可能にする方法を開発すると

ともに、それをサンゴ礁の島々から構

成されている国の国土保全や台風や高

潮等による被害の防止のために活用し

て、国際貢献すべきである。

３．国際的な海洋ガバナンスへの
対応と安全保障
( 総論 )

海洋の安全が持つ非常に広い意味を踏

まえ、また、安全に関する問題と他の

問題との関係にも留意して、我が国が

とるべき立場を戦略的に決定していく

ことが不可欠であり、それを基盤とし

て国際的な海洋ガバナンスへの対応を

図っていくべきである。 

  

(1) 海洋をめぐる安全保障問題の多様

化・複雑化、警察上の問題との境界の

不分明化等を踏まえた、中央・現場両

レベルでの関係組織間の情報共有の強

化

　海洋をめぐる安全保障上の問題は多

様化・複雑化し、警察上の問題にも変

化が起きているため、安全保障上の問

題と警察上の問題の境界が不分明にな
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りつつある。このことに対処するた

め、中央・現場のいずれのレベルにお

いても、海洋の安全保障と警察を担う

組織の連携の強化を図っていくべきで

ある。また、自衛隊と海上保安庁との

間において、ニアリアルタイムの情報

共有システムを整備すべきである。

(2) ペルシャ湾・アデン湾から日本近

海に至るシーレーンにおける船舶の航

行の自由と安全の確保対策の強化

①海賊問題への国際協力の下での総合

的な対処

　我が国のシーレーンを航行する船舶

の安全を確保するため、ソマリア沖や

東南アジア海域で多発する海賊事案へ

の対処に取り組むことが必要であり、

国際協力の下で、海上保安庁は関係国

の海上での法執行能力の向上、海上自

衛隊は各国の派遣部隊との連携といっ

た取組を進めるとともに、海賊の温床

となっているソマリアの安定化に向け

た支援も行うべきである。

②南シナ海における船舶の航行の自由

と安全の確保に向けた多国間協力の推進

　我が国のシーレーンが通っている南

シナ海の周辺国の間で緊張が高まって

いるが、その海域における船舶の航行

の自由や安全を確保することが必要で

あり、南シナ海の利用国という立場を

共有する諸国と連携して、多国間枠組

みを通じて、南シナ海の周辺国の間に

おける緊張の平和的な解決を求めてい

くべきである。

(3) 北極海ガバナンスへの科学的観測・

研究の成果の活用と潜在的利用国間の

連携

　これまで行われ又は今後さらに総合

性を高めて行われる科学的観測・研究

の成果は、北極海のガバナンスのイン

プットとして適切に活用していくべき

である。また、北極海のガバナンスの

問題に対処するに当たって、マラッカ・

シンガポール海峡における経験も踏ま

え、北極海航路の潜在的利用国間で連

携を図るべきである。

(4) 魚類資源の国際的な保存管理を合

理的かつ効果的にするための大消費

国・大漁獲国としてのイニシアティブ

の発揮

　魚類資源の国際的な保存管理を合理

的かつ効果的なものにするために、そ

れに様々な形で関わっている関係主体

が魚類資源の長期的な持続可能性を確

保するという価値観を共有できるよう、

地道に取組を進めていくべきである。

　当面、漁業者に魚類資源の保存管理

に取り組むインセンティブを与える、消

費者の魚類資源の保存管理に関する

知識と関心を深めるといった観点から、

取組を進めることを検討すべきである。

(5) 発展途上国等への医療の提供とい

う平時の国際貢献を本務とし、大規模災

害への対応にも役立つ病院船の整備等

　平時において、十分な医療が提供さ

れていない発展途上国等へ赴いて医療

を提供するという国際協力を本務とす

る病院船を整備すべきである。

４．海洋政策推進組織の在り方

(1) 総合海洋政策本部、参与会議の在

り方

①総合海洋政策本部による具体的行動

の推進等

　総合海洋政策本部は、横断的な海洋

政策を推進していけるよう、関係主体

に対して当面の目標を示し、具体的な

行動の実施を促すことができる措置を

講ずるべきである。また、中長期的な

海洋政策に関するシンクタンク機能を

強化する観点から、総合海洋政策本部

の事務局の在り方について再検討すべ

きである。

②参与会議の機能強化

　総合海洋政策本部の機能強化を支援

するため、継続的に有識者による海洋

に関する重要な政策や事項に関する調

査審議や調査審議に基づく活動が可能

となるように、宇宙政策分野における

宇宙政策委員会に関する議論等も参考

に、参与会議とその支援機能を強化す

べきである。

(2) 宇宙分野との連携

　海洋と宇宙は、国土の外側に広がり、

基本法を有する等の共通点があり、ガ

バナンスの在り方も似ており、研究開

発と利用の間の距離を埋めていくとい

う共通の課題を抱えるが、海洋分野と

宇宙分野の連携という視点を立てて、

具体的な課題へのアプローチを図るべ

きである。

５．日本の海洋を支える総合力を有す

る人材の育成（海洋教育）

(1) 学習指導要領への海洋教育の位置

づけ

　海洋教育の進展を踏まえ、次回の学

習指導要領の改訂に当たっては、海洋

教育をより一層積極的に位置付けるこ

とを検討する旨を海洋基本計画に盛り

込むべきである。

具体的には、次のような位置付けのし

かたが考えられる。

①道徳教育により育成を目指す日本人

像の一つとして、「海洋や宇宙の持続

的な開発と利用に貢献する日本人」を

掲げる

　海洋基本法の海洋教育に関する規定
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と宇宙基本法の宇宙開発利用教育に関

する規定を踏まえ、教育課程編成の一

般方針において、未来を拓く主体性の

ある日本人が貢献すべき具体的な事項

として、「国際社会の平和と発展」、「環

境の保全」と並んで、「海洋や宇宙の

持続的な開発と利用」を掲げるという

位置付けのしかたが考えられる。

②総合的な学習の時間における学習活

動の課題の例として、「海洋」を掲げる

　総合的な学習の時間に関する記述の

中で示されている横断的・総合的な課

題の例として、国際理解、情報、環境、

福祉・健康と並んで、海洋を掲げると

いう位置付けのしかたが考えられる。

(2) 沿岸域の管理を担える人材の育成

　沿岸域管理を適切に行うため、複雑

に相互に作用しながら沿岸域の状態に

影響を与える様々な要素を俯瞰して専

門知識をもとに対応できる人材を育成

するため、系統的な教育を実践すると

ともに、地方自治体等への配置を支援

すべきである。

(3) 海洋に関する幅広い知識と深い専

門知識を有し国際ルール作りにも対応

できる人材の育成と、そうした人材が

活躍できる環境の整備

　海洋基本法の施行後に始まった海洋

に関する幅広い知識と能力を有する人

材を育成する学際教育が一層洗練さ

れ、従前からの専門教育とあいまって、

海洋に関する国際ルール作りに参画で

きる人材を社会に送り出し続けるとと

もに、そのような人材がその知識と能

力をさらに伸ばし、実務で活かすこと

ができる場に立っていけるような社会

的な環境が整備されていくことが必要

であり、それに向けて大学等の教育機

関と官公庁や民間企業等の実務機関と

が一層連携を深めていくべきである。

※本提言は、別の部局横断的組織である東京

大学海洋アライアンスと連携して、幅広い領

域にわたる日本最大級の海洋に関する研究者

集団の知的リソースを領域横断的に統合した

提言にすることを目指して作成された。
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成年後見制度の現状と　
今後のあるべき方向性

2012 年 7月

市民後見研究実証プロジェクト

責任者 ：森田.朗.特任教授

宮内.康二.特任助教

飯間.敏弘.特任研究員

成年後見制度と市民後見研究実証プロ

ジェクトの展開状況

 ▍成年後見制度の経緯と現状

　成年後見制度とは、認知症や精神・

知的障がいなどの理由で判断能力が不

十分な人達に対して、その財産管理や

契約等の法律行為の代理、身上監護の

実施、権利擁護、消費者被害等からの

保護などによって、そうした人々の経

済的社会的生活を維持・向上するよう

に支援する制度のことをいう。本制度

は、2000 年度に介護保険制度ととも

に、高齢者等を支える「車の両輪」と

してスタートした。しかしその制度利

用実績は介護保険に比べてこれまで非

常に低調だった。その主な要因としては、

制度についての認知度の低さ、手続の

煩雑さや費用負担の問題、家庭裁判所

が関与するため敷居が高いこと、後見

人等のなり手不足などが挙げられる。

　だがこのような状況にあっても、本制

度は、発足から12 年以上経過した現

在に至るまで法律の改正等がほとんど

行われず、制度の構造は基本的に発足

時のままである。今後ますます日本の

高齢化が進展し、認知症高齢者等の数

も大幅に増加していくことが予想される

なか、高齢社会を支えるための主要な

制度の一つである成年後見制度につい

て、制度をめぐる諸問題の解決やその

運用等の一層の改善などを、今まで以

上に進めていくことが求められている。

 ▍市民後見研究実証プロジェクトの

発足とその活動

　このような状況の中、「市民後見研

究実証プロジェクト」は、2011 年度

に東京大学政策ビジョン研究センター

の新たなユニットとして設置された。

本プロジェクトは、それまで東京大学

大学院医学系研究科において進められ

てきた成年後見人養成・支援活動を継

承・発展させたものである。その主

要な活動の一つが、2008 年度から開

始された市民後見人養成講座（文科省

委託事業）だ。2010 年度までにのべ

1400 人の受講生を集め、うち約 920

人の修了生を後見人候補者として送り

出してきた。またこの養成講座の他に

も、成年後見に関する講演会やセミ

ナー、後見制度に関する調査研究、地

域における後見活動支援、後見事案の

個別相談対応などを展開してきた。

　このような実績を受けて、2011 年

度においては主に次のような活動が行

われた。

　第一に、第 4 期目となる市民後見

人養成講座を東京、北海道、埼玉にお

いて開催し、全国 25 都道府県から約

700 人の受講生を募り、うち 600 人

の修了生を新たな後見の担い手として

送り出した。

　第二に、親族後見人支援事業（厚労

省補助事業）を行い、各地域で活動す

る親族後見人に対し、実務上のアドバ

イスや問題解決のための指導など、さ

まざまな支援活動を展開した。

　第三に、「後見・信託事業に関する

検討」調査（経産省委託事業）を行い、

成年後見のパイロット事業を立ち上

げ、後見制度の啓発活動を展開すると

ともに、後見利用支援・受任等の業務

を行うことを通じて、社会事業化にあ

たっての運営・制度上の課題の抽出や

後見事業モデルの構築などを行った。

第四に、「成年後見の実務的・理論的

体系化に関する研究」（厚労省補助事

業）を行い、後見実務の実態を客観的

に明らかにし、適切な後見のあり方を

実務的かつ理論的に検討・分析するこ

とを通じて、今後目指すべき後見の方

向性を提示した。

　上記の他にも、第一回市民後見全国

大会の開催、厚労省市民後見推進モデ

ル事業に対する支援活動、後見に関す

る講演会やセミナーなどの開催、各地

域における後見活動に対する支援な

ど、多様な活動を行った。

　さらに、以上のような活動を受けて、

2012 年度においては主に次のような

活動が行われる。①平成 24 年度市民

後見人養成講座、②「医療・介護周辺

サービス産業創出調査事業」（経産省

委託事業）、③「成年後見の実務的・

理論的体系化に関する研究」（厚労省

補助事業）、④「地域における親族後

見支援事業の試み」（厚労省補助事業）、

⑤平成 24 年度厚労省市民後見推進事

業への支援活動、⑥一般社団法人後見

人サポート機構の創設と事業の支援、

などである。

後見実務の現状とその改善策

これまで本プロジェクトは後見に関す

るさまざまな活動を展開してきたが、

これらの活動を通じて、制度をめぐる

さまざまな問題点も見えてきた。以下

では、後見実務の実情や問題点、さら

に本制度をより良くしていくための方

向性などについて述べる。

 ▍判断能力が不十分な人との間の契

約慣行の是正

　一般に、判断能力が不十分な人やそ

の家族等は、さまざまな取引の場面で、

契約の相手方から後見制度の利用を求

められる場合が多い。それは主に、事

理弁識能力が十分でない人との間で契

約を交わすこと（また本人の代わりに

家族などと契約を結ぶこと）によって

生じうるリスクを回避する目的でなさ

れるものである。

　一般に契約締結時において、判断能

力が不十分な人に代わって契約を結ぼ
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うとしている者（典型的には本人の家

族）に対し、法定代理権を有している

か否かを確認することは、比較的容易

なことのはずである。その確認を怠り、

相手が実は無権代理人であった場合、

それによってさまざまなリスク（未払

い金回収の困難化等）が発生すること

になる。

　この点につき、医療・介護等事業者

は、本人の判断能力が不十分であるこ

とを承知しながら、本人やその家族等

との間で、（多くの場合、本来は無効

な契約であろうことを認識しつつ）契

約を結んでしまうケースが多いようで

ある。その背景には、主務官庁等から

の指導、医療・介護分野における契約

慣行、面倒なことを回避して利益追

求を図ろうとする経営姿勢、などの事

情があるようだ。だが介護・福祉分野

の契約化が進むなか、利用者保護だけ

でなく事業者保護をも図る必要性が高

まっていることから、現在の運用や慣

行を抜本的に見直すべき時期に来てい

るといえよう。

 ▍後見の社会化促進と利便性の向上

　一般に後見は、介護同様、高齢者問

題であり、かつ家族・親族問題でもあ

る場合が多い。また後見人（特に親族

後見人）は介護者兼後見人であるケー

スが多いことから、従来の介護疲れに

加えて、新たに「後見疲れ」が今後社

会問題化していく可能性が高い。

　このため、かつて介護がそうであっ

たように、後見を家族だけに任せてお

くのではなく、後見に係る人材や費用

などを社会全体で分かち合うような仕

組み作りを進めていくことが、今後一

層重要となってくるだろう。例えば、

後見保険等の社会保険制度の創設や、

民間による後見関連保険やサービスの

提供、また後見プランの策定や後見

マネジメント等の実施、後見人等に対

する社会経済的支援の拡充、レスパイ

ト・ケアならぬレスパイト・後見の充

実、後見の第三者評価の導入などにつ

いて、検討が行われるべきであろう。

　とはいえ、24 時間 365 日といわれ

る介護に比べ、後見における代理権等

の権限行使の頻度はそれほど高いわけ

ではない。それゆえ、必要以上に大が

かりな制度設計を行うのではなく、む

しろ後見の守備範囲を従来よりも限定

していくという方向性も、一方で考慮

されておくべきであろう。

　現状においては、代理権等を行使す

る必要も特にないのに、後見人等がつ

いている事例が散見される。だが、そ

のようなケースの場合、本人（やその

家族等）は、「後見人は後見報酬に見

合うだけの働きをしていない」といっ

た不満を持っていることが多い。この

ような実情を鑑みると、後見は、重要

な法律行為（不動産処分や遺産相続な

ど）が必要とされる場面ごとに特別代

理人を選任するといった「スポット後

見」を積極的に活用するとともに、日

常的な財産管理等は他の諸施策（日常

生活自立支援事業の拡充等）によって

対応するといった方向性も考慮される

べきと思われる。

 ▍適切な時期における制度利用と本

人意志の尊重

　一般に後見制度が利用される際、本

人の判断能力がかなり衰えてしまって

から制度を利用する例が多くみられ

る。このように、本人の病状が後見類

型相当に至るまで制度が利用されない

（換言すれば、症状が軽いうちに補助

や保佐類型で制度が利用されることが

少ない）背景には、本人の「まだ自分

でできる」という意識や、親族等の「親

の財産を管理することは控えたい」と

いった意識があるものと考えられる。

いずれにせよ、これでは、本人の意志

を尊重した後見を行うことは難しく、

むしろ推定相続人や契約の相手方の利

益を図る後見になってしまう可能性が

高い。このような事態を避けるために

は、例えば後見類型においては、原則、

後見監督人を付すようにしたり、また

家庭裁判所に提出する事務報告を現行

よりも頻繁に（例えば半年ごとに）行

うようにするなどの方策を、新たに導

入することが考えられよう。これによ

り、後見制度の適切な時期における利

用や、本人の意向をより反映した制度

利用などが促進されるものと期待され

る。

 ▍本人の事理弁識能力の判定におけ

る合理性・経済性の向上

　本人の事理弁識能力の判定は、医師

による診断書、医師その他の者による

鑑定、のいずれかもしくは両方を参考

とし、家裁が類型をもってこれを定め

ることになっている。だが、鑑定に関

する運用をみると、民事訴訟法上の鑑

定（宣誓を要する鑑定）のような厳密

なものでなく、一専門家による意見聴

取として行われているのが実態といえ

よう。加えて、①鑑定をする者が申立

人等によって用意されるケースが多

い、②診断書や鑑定の費用が事案に

よってまちまちである、③鑑定書の作

成を拒む医療従事者が少なからずい

る、などといった問題状況も生じてい

る。さらに、診断書作成や鑑定実施に

より審理時間がのび、また費用がかさ

むことで、本人がその分大きな負担を

負うことになってしまう。

　これらの事情に鑑み、現行の改善策

として、例えば、医師等が関与する要

介護認定や障害認定の手続きの中に要

後見アセスメントを盛り込み、これを

現行の診断や鑑定の代替手段として認

める、などといった方策の導入が考え

られる。一般に、要介護や障害等の認

定のアセスメントは、後見に係る診断

や鑑定に比して、より時間をかけて精

緻に行われており、科学的にも実際的

発信コンテンツ / 政策提言
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にもより有用と考えることができる。

またコスト面を考えれば、要介護認定

や障害認定とは別に、後見のための診

断や鑑定をあらためて自己負担で受け

なければならない現状は、二度手間で

二重の費用負担が生じているといえ

る。よって、この事理弁識能力の判定

にかかるコストについては、福祉等の

契約化にともなう社会的経費として、

公的な財源や人材を充てることも必要

ではないだろうか。もしくは、本人の

行為能力を制限せずに、本人の意思を

補完するような仕組みの構築を試みる

ことも一案である。そしてこれらの施

策が実現されれば、後見事案の大幅な

増加等により事務処理能力が限界に達

しつつある家庭裁判所に代わって、後

見監督事務等の一部を他の機関に移す

ことも容易となり、今後の制度運用の

円滑化にもつながると考える。

 ▍身上監護の一層の充実

　被後見人は、精神疾患のみならず、

複数の疾病や障がいをもっていること

が多いゆえ、後見人は、本人の健康状

態を理解し、必要かつ十分な医療・介

護等の提供について自分なりの見解を

持ち、もって本人の身上監護の充実に

努めることが求められている。

　この点につき、例えば本人の居住状

況についてみると、本人の住居ではな

く、介護施設や病院等に本人が居住し

ている例が圧倒的に多い。「後見制度

は、何らかの問題のある人を施設に入

れるための形式要件を整えるためも

の」といった認識を持つ医療・福祉関

係者も少なからずみられるところであ

るが、このような認識は、「住み慣れ

た家や地域で過ごす」といった一般に

支持される人々の思いとは相容れない

ものであろう。とはいえ、親族の介護

力、地域の医療・介護資源の充実度、

本人の支払い能力などの理由により、

本人の意に沿ったベストな居住環境で

はなく、やむなくセカンドベストの選

択になってしまうことも少なくないだ

ろう。後見人はそれらの諸条件の中で、

本人にとって最適な居住環境を選択す

ることが求められているのである。

　また本人との面会についていうと、

その実施要件がいまだ明確にされてい

ないこともあり、面会の適切な頻度や

内容等に関しては、現在、意見が分か

れているところである。

　この点につき、後見する側における

面会の必要性としては、後見業務にお

ける本人の意思の確認や、本人（さら

にはその家族等）との相談・報告など

といった点が挙げられよう。他方、後

見される側の要望としては、必ずしも

後見業務に関するものではなく、主に、

より主観的・心理的欲求に基づくもの

と推測される。この点、保佐や補助類

型であれば、本人の要望に基づく面会

の実施を心がけ、また後見類型であれ

ば、本人の意志がある程度推認可能と

なるまで面会等を行うよう努めること

が望ましいといえる。

 ▍後見業務の広汎性・一般性と親族

後見支援の必要性

　一般に後見は、その業務の範囲が非

常に幅広く、財産管理、身上監護、法

的対応など実にさまざまな業務を行う

ことが求められる。

　この点につき、本プロジェクトによ

る調査研究（「成年後見の理論的・実

務的体系化に関する研究」）によると、

紛争性が高いなどの理由で法律的対応

を要する事案における法的対応業務の

実施率について、親族後見人と専門職

後見人との間に特段の差は見られな

かった。このことは、「紛争性の高い

事案は専門職後見人へ」という一般論

が、必ずしも支持されない可能性を示

唆している。

　同様に、身上監護業務についてみる

と、福祉系の専門職がそれ以外の後見

人に比して、手続き上の効率性や本人

の心身に及ぼす効果の観点から優位で

ある、といった見解が示されることが

あるが、この見解を裏付けるような根

拠は、必ずしも研究からは見出されな

かった。

　以上のことから、後見人が属する職

種や業態（法律職や福祉職等）が醸し

出すイメージではなく、後見業務にお

いて実質的にどのような優位性がどの

程度みとめられるのかということを、

各業態間（専門職や親族や法人等）の

比較分析や後見業務に対する第三者評

価等を通じて、明らかにしていく必要

があると考える。

　また後見業務に関して、親族以外の

後見人の場合は、自身の所属団体や業

界（特に専門職における各職能団体）

において研修や情報獲得の機会が得ら

れることから、後見業務の実施も比較

的容易と考えられるが、対して親族後

見人の場合は、そのような研修等の機

会にも恵まれず、専門的知識も十分で

ないまま、ある意味孤独に後見業務を

行っているのが実態である。このよう

な状況に置かれている親族後見人に対

しては、後見業務に関する助言や問題

解決のための手助けなど、社会的支援

の整備を今後進めていくことが必要と

思われる。

 ▍本人の保有資産の多寡にとらわれ

ない適切な財産管理

　「成年後見はお金持ちの財産を守る

制度」というイメージが依然一般的か

もしれないが、本プロジェクトの研究

によると、実際には平均的な資産状況

の人が後見制度を利用しているケース

が多いということが明らかになってい

る。

　また資産同様、収支についてみても、

その取扱金額において一般の高齢者世

帯と被後見人の世帯との間に特段の差

はみとめられないという研究結果が得
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られており、成年後見は必ずしもお金

持ちのための制度とはいえないことが

確認されている。

　いずれにせよこの財産管理において

重要となるのは、本人の資産や収入の

多寡に応じて、悪質商法対策や本人の

希望に添った消費活動などを行い、本

人の財産や収支等を適切に管理するこ

とを通じて、本人の社会的・経済的尊

厳が保障されるように努めることであ

る。

 ▍後見報酬の適正化

　後見報酬に関して、その報酬付与の

状況についてみると、第三者後見人の

ほぼすべて、また親族後見人の 2 割

以上が報酬を受けていることが、本プ

ロジェクトの研究から明らかになって

いる。また、報酬を受け取っていない

親族後見人のうちの 2 割強が、制度

上報酬を受け取れるということをそも

そも知らされていなかったことも、研

究から分かっている。このような制度

の不知を避けるため、家庭裁判所等は

後見人（特に親族後見人）に対し、報

酬についての説明をある程度詳しく行

うべきであろう。

　また本プロジェクトの研究により、

①第三者後見人は親族後見人よりも約

1.5 倍も高い報酬を受け取っている、

② 1 ヵ月あたりの報酬の最低額と最

高額の間には、約 160 倍以上もの大

きな格差が生じている、③後見報酬は、

財産管理、なかでも本人の金融資産の

多寡（ならびにそれを増加させる特別

な業務の有無）によってその多くの部

分が決まっており、一方で身上監護に

ついては、その実施状況が報酬額に反

映されることはほとんどない、といっ

たことが明らかになっている。

　このように報酬額が非合理的に決定

されている現状をみるに、民法 862

条の「相当な報酬」がどのような基準

や仕組みで実際に運用されているのか

（またどのような基準や仕組みに基づ

いて運用されるべきなのか）について、

今後より具体的な議論を行っていく必

要があるだろう。

後見の現状把握の重要性と改善策提示

の必要性

　先に述べたように、後見制度は大き

な制度改正もないまま発足から 12 年

が経過しており、現在の制度やその運

用のあり方についてさまざまな問題点

が指摘されているところである。それ

ゆえ、これらの問題点を今一度すべて

洗い出した上で、一層の改善を図るた

めの方策を広く議論すべき時期に来て

いるといえる。

　とはいえ、改善策を議論するために

は、その前提として後見の実態が客観

的に正しく把握されていなければなら

ない。だが残念ながら、現状はそのよ

うな状況にはない。後見の実務に関す

る情報がこれまでほとんど公表されて

こなかったことにより、後見実務の内

実がいまだ十分明らかにされていない

のである。その背景には、後見実務に

関する情報には多くの個人情報が含ま

れているために、それを公開すること

が難しいという事情がある。しかし、

例えば集計データのような形で、個人

情報を秘匿しつつ必要とされる情報を

公開することは十分可能である。した

がって、後見実務に関する情報を蓄積

している機関（家庭裁判所や職能団体、

NPO 法人など）は、必要とされる情

報を可能な限り公表するよう努めるべ

きと考える。そのことによって、公開

データに基づく後見実務の現状把握が

可能となり、現状を踏まえた形での今

後の方向性の議論や適切な改善策の提

示などが実現されるようになるだろ

う。

　本プロジェクトとしても、引き続き

後見実務の現状把握に資するような調

査分析を行い、今後の後見のあり方に

関する議論に参画しながら、現行の後

見制度が少しでも良い方向へ進むよ

う、これまで以上にさまざまな活動を

展開していく予定である。
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複合リスクガバナンス

2012 年 7月

複合リスク ・ ガバナンスと公共政策ユニット

責任者 ：谷口.武俊.教授

三國谷.勝範.教授

松尾.真紀子.特任研究員

　現代社会は「リスク社会」と特徴づ

けられる。地球環境問題、世界的な金

融混乱や東日本大震災の対応において

も明らかとなったように、リスク間の

関係性は複雑・多様化しており、「複

合化」の様相を呈するようになってい

る。こうした「複合リスク」への対応

において、意思決定者は不確実な状況

下での難しい判断を求められる局面が

増えている。

　「複合リスク」をめぐる意思決定は、

ある特定のリスクへの対応が別のリス

クを増大させるというリスクトレード

オフの問題の可能性や、想定外の異分

野のリスクに伝搬するという可能性を

常に伴う。このため、「複合リスク」

への対応は、リスクの全体像を俯瞰的

に把握したうえで、それに対処するバ

ランスの良い選択肢を選定し、実行す

ることが求められる。

　社会における「リスク」とは、組織

や制度が定義づけをし、文脈化するも

のだ。したがって「複合リスク」への

対応においては、それを取り巻くガバ

ナンスの制度設計の在り方が重要とな

る。しかし、現在のガバナンスは、セ

クショナリズム等からくる狭い視野で

の対応に終始し、結果としてシステム

全体のガバナンスが有効に機能してい

ない。

　こうした問題への危機感から、海外

や国際レベルでは、「複合リスク」の

可視化や、そのガバナンスの検討を目

的とする様々な取り組みが展開されて

いる。たとえば、世界経済フォーラ

ム (World Economic Forum) では、毎

年 400 名以上のグローバルな分野で

活躍する多様な専門家へのアンケート

結果を基に今後注目すべきリスクを特

定して、『グローバル・リスク（Global 

Risks）』という報告書を作成し、「複

合リスク」を可視化する試みをしてい

る。

　また、経済協力開発機構（OECD）

の国際フューチャース・プロジェクト

(International Futures Programme) で

は、Future Global Shock というプロ

ジェクトを立ち上げ、将来的なグロー

バルな衝撃に対するレジリエンス（強

靭性・衝撃からの回復力）を高めるた

めの検討を行った。

　スイスをベースとする国際リスク・

ガバナンス・カウンシル（International 

Risk Governance Council, IRGC） は、

特にシステミックな影響を持つような

新興リスクのガバナンス不全への対応

を主要な関心として、多様なアクター

を巻き込んでそうしたリスクへの対応

の検討やリスク・ガバナンスの概念の

構築を行っている。欧州では、現在欧

州委員会の FP7 の研究枠組みの中で、

iNTeg-Risk というプロジェクトが動い

ており、新興リスクに対応するための

早期の対応を実現するための統合的な

管理に向けて 58 組織、400 名以上の

研究者が参加して議論を行っている。

翻って日本の状況を見るに、そもそも

そうした観点からの議論も具体的事例

の蓄積も乏しく、横断的なイシューに

関するフォーラムが存在しないのが現

状である。本ユニットは、今後 3 年

間で、こうした課題に対応するガバナ

ンスのあり方を検討することを目的と

して設置された。「複合リスク」を俯

瞰的に構造化し、それを可視化し、社

会的意思決定に関する議論の喚起に役

立てる。また、そうした意思決定のメ

カニズム、制度設計の在り方について

の検討を行う。

具体的には、これまでのリスク・ガバ

ナンスにかかわる議論の整理と分析を

行う。並行して、東日本大震災後の日

本における複合リスクにかかわるテー

マとして、原子力、金融、食品安全等

を取り上げ、事例研究を実施する。ま

た、そうした具体的な事例からの教訓

の導出を行うことで、多様なリスク間

の相互連関について検討を行う。さら

に、クロスカッティングなテーマ設定

により、様々な分野の専門家や実務家

の経験の横断的共有を可能とする議論

の場を形成する。最終的には、複合リ

スク・ガバナンスに関する社会的意思

決定とマネジメントの在り方について

問題提起と提言を行うことを目的とす

る。

責任者：城山英明（政策ビジョン研究

センター長、法学政治学研究科・公共

政策大学院教授）

ユニット構成メンバー：谷口 武俊教

授（政策ビジョン研究センター）、三

國谷 勝範教授（政策ビジョン研究セ

ンター）、岸本 充生特任教授（公共政

策大学院）、松尾 真紀子特任研究員（政

策ビジョン研究センター／公共政策大

学院）、三浦 瑠麗特任研究員（政策ビ

ジョン研究センター）
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福島第一原子力発電所における汚染
水の放出措置をめぐる国際法　

2011 年 4月 12 日

Pari.PI.11.No.01

東京大学海洋アライアンス.海洋政策学ユニット

東京大学公共政策大学院.海洋政策教育研究ユニット.特任講師.

西本健太郎

 ▍要旨

　福島第一原子力発電所からの汚染水の放出措置をめぐっ

ては、国際法上の問題がある可能性が報じられてきたが、国

際的な海洋法秩序の枠組みをなす国連海洋法条約には、今

回の事態に直接対応するような規定は用意されていない。

　今回の汚染水の放出措置をめぐる報道等においては、ロン

ドン海洋投棄条約の名前が登場しているが、同条約にいう「投

棄」とは船舶等から廃棄物を海洋へ処分することと定義され

ており、陸上から汚染水の放出を行った今回の事態は同条

約の適用範囲外である。

    海洋汚染に関する国際法においては、汚染の発生源ごと

に異なった規制がなされているが、船舶の活動による汚染や

海洋投棄の場合と比べて、陸上からの海洋汚染については

詳しい具体的な国際法上の規制が未発達のままである。

今回の措置が国際法に従ったものであるかどうかは、汚染水

の放出措置がこれまでに説明されている通りに、他国に対す

る環境損害を発生させるレベルのものではないのであるとす

れば、国連海洋法条約上の海洋環境を保護・保全する一般

的な義務との整合性によって評価される。整合的なものであ

るとの立場が説得力を持つためには、今回の措置が福島第

一原子力発電所における事態の推移に照らして、「利用する

ことができる実行可能な最善の手段」であったことが国際社

会に対して十分に示される必要がある。

診療データの利活用における問題点と
将来展望

2011 年 6月 22 日

　Pari.PI.11.No.2

政策ビジョン研究センター教授　秋山.昌範

 ▍要旨

　超高齢化を迎えたわが国において、増大する医療費や崩

壊しつつある医療提供体制への不安が増大している。医療

の効率化には大幅な制度変更が必要になるが、仕組みを変

える際には「正しい情報」が大きな力を持つ。正しい情報

に基づいたデータを見せることにより、初めて合意形成が

可能となる。この過程で、国民から医療提供側に求めるも

のは、「見える化」による「信頼維持・回復」である。

医療従事者と患者の信頼関係を阻害している大きな要因

は、情報の偏在性である。

　医療機関側に偏っている診療情報の重心を、患者と医療

機関との中心に持って行くことを、医療機関が目指すべき

であるが、その際、情報の正確性が担保されていることが

重要である。

　IT は正確な記録作りに有用である。入力の自動化を図

り、診療に関わる指示だけでなく、指示受け、実施を含む

すべての医療行為の経過や実績が正確に記録されるシステ

ムが望ましい。さらに、医療費の値上げ等、将来の見直し

を見据え、再評価 ( 自己評価、客観評価 ) が可能な記録が

行えなければならない。そのために、医師が行った診療行

為に関わる記録を、自己および第三者が追跡、検証できる

機能が必要になる。診療に関わる行為を発生順に参照、出

力できる、すなわち医療のプロセスがわかるように時系列

表示ができなければならない。また、全数を記録収集し、

データのサンプリングの偏りをなくせば相互不信の解消に

つながるだろう。

　診療情報を分析する上で、個人情報保護が重要である。

個人情報はプライパシー保護の対象であり、本人の意図し

ない形での情報流通は防止する必要がある。しかし、個人

情報を全く流通させないと、誤解やミスも生じやすい。一

方で、個人情報を上手に活用すれば、その集団の進歩と発

展に寄与できる。わが国は個人情報の保護に力点が置かれ

すぎるために、利活用に制限が多いが、合意形成のために

は、政府のみでなく、大学や民間の研究者にもそのデータ

を用いた解析を可能にする仕組みが必要である。個人情報

を十分利活用できる仕組みをつくることで、「個人情報を

大切にする仕組み」から「個人を大切にする仕組み」につ

ながっていくだろう。

現在の世界は急速な経済情勢の悪化にみられるよう

に、多数の深刻な課題に直面しており、それらにタイ

ミングを失することなく取り組むことが必要です。　

そこで当センターでは、その時々において社会のホッ

トテーマとなっている政策課題について、各研究ユ

ニットや研究者から出された政策レスポンスを Policy 

Issues として発信しています。
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アメリカ合衆国の災害関連法制から		
考える	

2011 年 8月 19 日

　Pari.PI.10.No.03

政策ビジョン研究センター特任助教　佐藤.智晶

 ▍要旨

　本ペーパーは、アメリカ合衆国における災害関連法制の改

革から、今後のわが国における災害対策のあり方について再

考するものである。これまで何度となくさまざまな大災害か

らの復興を経験したわが国でさえ、今回の震災の影響は未

だに計りしえず、復興への道のりは険しいと考えられている。

震災の影響は、被災地域の人々の生活はもちろんのこと、わ

が国の経済、財政、産業等に深刻なダメージを及ぼすだろう。

　わが国では、復興について議論を深めていく一方で、同時

に未曾有の災害や緊急事態を想定し、それに備える必要が

ある。台風、地震、津波、原発事故、そしてテロなど、災

害や緊急事態が生じる可能性は、救済や復興に関する議論

をしている最中も、また、実際に復興に向けて事業が開始

した後も、程度の問題はともかく消えることはない。そして、

次の災害や緊急事態に向けて防災はもちろんのこと、より迅

速かつ実効的な対応を模索してゆくことが急務となる。

　例えば、アメリカでは、2005 年 8 月末にメキシコ湾沿岸

に上陸したハリケーン・カトリーナによって、ニュー・オーリ

ンズ市を中心とする米国南部が多大な被害を受けた。960

億ドルにも及ぶ損害額、およそ1300 人に上る死者を出した

ハリケーン・カトリーナは、アメリカ合衆国における緊急事

態体制の不備を明らかにする契機となり、その改革が一定の

成果を上げているとの評価がある。このように災害や緊急事

態対応は、数々の経験を経て、そのたびごとに問題点を洗い

出し、絶えず改善してゆくより他ない。わが国にとってより効

果的な災害や緊急事態対応のあり方を議論する際に、アメリ

カ合衆国の知見も一助となるだろう。

　そこで本ペーパーでは、災害や緊急事態を経験し、その反

省を踏まえて災害関連法制を改革しているアメリカ合衆国の

取り組みについて紹介する。まず、緊急事態対応のための法

制度の概要を説明し、その後で改革の方向性と残されてい

る課題を示す。最後に結びにかえて、未曾有の災害や緊急

事態は、その度ごとにわが国における災害対策法制や具体

的な対応を見直し、改善につなげてゆく好機であることを再

確認する。

医療分野におけるバリュー・ベイスド・
プライシングとその可能性

2011 年 10 月 11 日

　Pari.PI.11.No.4

政策ビジョン研究センター特任助教　佐藤.智晶

 ▍要旨

　我が国では医療イノベーション実現のために、診療報酬・

薬価などにおいて費用対効果の観点を導入することや、イ

ノベーション成果を適切に評価することが、大きな課題と

なっている。他方、海外でも医薬品に関して、最も有効か

つ革新的で、しかも必要とされる新薬により高い薬価をつ

けようという試みが今まさに進められようとしている。そ

れが、バリュー・ベイスド・プライシング（Value Based 

Pricing, VBP）という制度である。本ページでは、特に英

国における議論を紹介した後、我が国における論点、現時

点における問題、そして今後の可能性について、特に特定

保険医療材料価格の補正加算の仕組みを例にして述べる。

　バリュー・ベイスド・プライシングは、その核心として

診療報酬、薬価、特定保険材料価格などで、おのおのの医

療行為、製品、技術のイノベーションを適切に評価するこ

とを基礎にしている。現在、我が国でもバリュー・ベイス

ド・プライシングに向けた動きがある。薬価や医療材料価

格について、医療経済学的な観点が考慮されようとしてい

るのである。たとえば、革新的な製品の価格算定に際し、

イノベーションの評価とともに費用対効果の観点を導入す

ることや、導入する場合の考え方について検討してはどう

か、という見解が出されはじめた。

　医療機器を含む医療技術についていえば、バリュー・ベ

イスド・プライシングについての議論ははじまったばかり

である。医薬品については英国で議論が先行しているもの

の、医療イノベーションを推進しようとする我が国では、

短期的には現行制度のもとで、中長期的には諸外国の制度

に照らして、何らかのバリュー・ベイスド・プライシング

を検討してゆくことになるだろう。その際には、医薬品と

医療機器との間の違いのように、個別の医療関連製品の特

性に鑑みることはもちろんのこと、そもそも何を医療上の

価値とするのか、イノベーションの計り方やそこで用いら

れるエビデンスとはどんなものか、そしてどうやってイノ

ベーションの促進にインセンティヴをつけてゆくのかを議

論することが避けられない。医療の質を高めつつ医療費の

増大を抑えるような、より費用対効果の高い医療を実現す

る診療報酬・薬価制度を模索するために、今後さまざまな

試行錯誤が期待される。
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東日本大震災は日本を変えたのか	

2012 年 3月 12 日

　Pari.PI.12.No.05

政策ビジョン研究センター特任研究員　三浦瑠麗

ジャーマン ・ マーシャル財団トランスアトランティック ・ フェロー

ジョシュア ・ W ・ ウォーカー

 ▍要旨

　東日本大震災（3.11）は、第二次世界大戦後の日本が直

面した最も大きな危機であるといってよいだろう。日本社会

や個々人は連帯し、互いに助け合い、困難に対して果敢に立

ち向かっている。しかし翻って政治の世界を見てみれば、東

日本大震災に対する直後の対応も、また長期的な復興戦略

の策定さえ遅れており、定かではない。

　こうした 3.11 後の日本の特徴は、失われた 20 年と呼ば

れたバブル崩壊後の長い停滞の果てに起きたこのような大惨

事を経てなお、日本のシステムが変化していないことを意味

する。このような危機を経験しながら、政府は自国の抱える

構造的な問題に真摯に取り組めていない。日本は多くの分

野で国際競争力を失って久しく、他方の国民は、じり貧の国

内経済、政治的リーダーシップの欠如と次 と々起きる政権交

代を忍耐強く甘受している。ここでの問題は、日本が果たし

て変われるのか、少なくとも現在の日本に変化の兆候はある

のかということである。

　日本は世界第三位の経済大国であり、高い言論の自由が

保障された古くからの民主主義国であるが、その国内はあま

りグローバル化されておらず、英語話者にとっては情報も少

なく、閉鎖性を指摘されている。外からは全くのブラックボッ

クスといえるほどに奇妙な国として映っているとさえいえよう。

確かに、日本は良くも悪くも特異な国かもしれない。少なく

ともそのような印象を持たれているといってよい。だが、ひと

たび日本の抱える表層的な印象の奥に潜む根源的な問題を

概念化してみれば、何も日本に限った問題とはいえない。日

本の長期的な停滞と政治の不決断、安定的な社会の裏で蓄

積していく危機から目を背けさせる欺瞞の構造は、多くの先

進工業国の将来を予期させるものかもしれないのである。

　3.11 から一年を迎えた今、日本の長期的な復興について、

客観的、国際的な視点に基づいたいったんの評価が求めら

れている。日米の筆者二人は多くのキーマンの政治家、諸外

国の外交官等の方々にインタビューを行い、また公開情報の

分析を行うことで、日本を内外から観察した。

　本稿は、日本を襲った大災害が日本をいかに変え、また

変えなかったのか、そして世界に対するインプリケーション

はいかなるものかについてのレポートである。

震災から 1年――日本の政治と将来

2012 年 3月 14 日

　Pari.PI.12.No.6

東京大学大学院法学政治学研究科　公共政策大学院　教授

政策ビジョン研究センター　シニアフェロー （学術顧問） 森田　朗

 ▍要旨

　まもなく東日本大震災から 1 年が経つ。わが国の歴史

上未曾有の災害は、わが国の社会に計り知れない大きな衝

撃を与えた。震災直後、あまりに大きな変化に遭遇した被

災者はいうまでもなく、日本社会全体がショックを受け、

早急に以前の状態への復興を期待した。

　しかし、現実はどうか。復興は遅々として進まず、原発

事故もまだ安心できる状態にはほど遠い。

　さらに、ヨーロッパの財政危機に端を発する円高は、日

本の製造業、輸出関連産業を直撃し、それらの産業の海外

脱出は、わが国の経済的な活力を著しく低下させつつあ

る。加えて、これからますます進む高齢化は、社会保障負

担を激増させる。それに対して、財政的な備えは充分どこ

ろか、今議論されている消費税率の引き上げが行われたと

しても、財政の立て直しにはまだまだ足りない。

　わが国は、このように、今、かつては想像もできなかっ

たようなさまざまな困難に直面している。なぜこうなった

のか。どのようにしたら、この状態から脱出することがで

きるのか。多くの国民は、脱出の道筋が見えないがゆえに、

わが国の将来に不安を抱きつつある。この稿では、こうし

た疑問について、筆者の専門とする政治学、行政学の観点

から考察してみたい。 

　3 月 11 日の災害は、それがなくても衰退へ向かいつつ

あるという不安を抱いていたわが国を、さらに一歩危機の

方向へと押しやったといえよう。不安定な国際経済の影響

もあり、わが国の状況は、たとえていえば「自覚症状なき

重病人」に等しい。まだ自覚症状がないために見かけも本

人の意識も元気ではあるが、節制をしようとはしていない。

　では、どうすればよいのか。妙案はない。今筆者がいえ

ることは、まず、不安から逃れようとして根拠のない主張

にすがったり、絶望的になるべきではなく、また、まだわ

が国は底力がある、大丈夫だと強がるべきでもない、とい

うことである。必要なことは、現状を客観的に把握して、

その中で最善の可能性を追求し、それを実現することであ

ろう。それには、従来の発想を捨て、新たな視点から冷静

に現実を見ることが大切である。
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Woking Paper

アジアの奇跡と新成長モデルの時代

2012 年 7月 23 日

　Pari.WP.12.No.06

政策ビジョン研究センター教授　坂田一郎

政策ビジョン研究センター特任研究員　佐々木一

 ▍要旨

　近年、アジア諸国の経済発展のパターンに大きな構造変

化がみられる。本稿では、その構造変化を明らかにするため、

太陽電池に関する約４万本の論文データと計量書誌学の手

法を用いて科学技術に関するキャッチアップの実態について

分析した。その結果、アジア諸国によるキャッチアップが急

速に進んでいること、中国、台湾等は、太陽電池の中でもフ

ロンティア領域（有機、色素増感太陽電池）において、成熟

領域（シリコン、化合物）以上に大きな論文シェアを持って

いること、フロンティア領域ではまだ国際的な提携関係が未

成熟な状況にあること、アジアの中でも国により戦略が大き

く異なっていることが明らかになった。

　開発経済学においては、「雁行型発展形態論」が著名であ

るが、アジアの先行国間においては、既に雁行形態は過去

のものとなりつつあり、「並走型成長モデル」が出現しつつあ

る。新型太陽電池に代表される次世代の先端技術製品にお

いては、「並走」は、生産プロセスだけでなく、製品開発の

基盤となる科学技術にまで及ぶ可能性が高い。研究開発と

初期の生産は日本で行い、その後にアジアに量産工程を展

開するというモデルは必ずしも妥当しなくなる。我が国には、

こうした構造変化を前提とした成長戦略や技術経営戦略が求

められる。また、国際競争上は、科学技術研究のフェーズか

らアジア主要国とより水平な協力を指向し、欧米に先んじて

アジアの活力を取り込む体制を作ることが重要である。

　情報量の爆発的増加と変化の加速に伴って、既存の手法

による状況の把握は困難になりつつある。本稿のような議論

を含め、政策や技術経営戦略の立案をする上で、情報・ウ

エブ工学を高度活用して、大量の情報をもとに客観的に世界

の状況（国や機関の競争優位性、競争や協調の構図、技術

間の優位劣位の関係の変化、研究の萌芽など）を把握する

ことが不可欠になってくるものと考えられる。

大学評価及び評価活動の現状と課題

2012 年 7月 24 日

　Pari.WP.12.No.7

政策ビジョン研究センター客員研究員 （シニア ・ リサーチャー）

文部科学省国立教育政策研究所 ・所長　徳永.保

 ▍要旨

　１　評価は、本来、価値評価を本旨とするものであるが、

価値評価という認識が希薄になっている性能評価・段階到

達評価もあり、さらに価値評価という要素に欠ける目標達

成状況や要件充足状況の確認評価もある。

２　日本の大学評価制度による活動、認証評価と国立大学

法人評価は、価値評価的な要素に欠け、その本質は一定期

間経過後の必要な要件の充足状況や目標の達成状況の確認

である。そのことは国立大学法人評価制度による教育研究

の現況分析においても同様で、一部を除いて自己評価とそ

の結果の妥当性及び当該目標設定の妥当性を確認するもの

となっている。その一方で、実質的に価値評価あるいは性

能評価・段階到達評価を行っている活動もある。

３　海外では、大学に関する主要な評価活動、英・タイム

ズ紙の世界大学ランキングなどが上記の評価分類中の価値

評価、性能評価・段階到達評価に該当し、確認評価である

アクレディテーションと明確に区別されており、日本と状

況が異なる。

４　しかし、国内外を通じて、大学教育に関する評価要素

の多くは、評判など関係者による主観的な評価あるいは教

育条件整備状況に関する評価から構成され、大学の教育と

教育活動に関する評価の難しさが改めて確認された。

５　今後、大学の教育及び教育活動について、多様な主体、

方法による多元的な評価体制を確保し、国立大学の存在理

由に関連する固有の評価指標、あるいは利害関係者の視点、

特に雇用者の視点からの評価指標を導入することが望まれ

る。その上で、大学卒業者に期待される資質能力の設定、

その育成に関わる教育評価指標の導入、当該評価指標に基

づく大学教育の改善、それらの結果を踏まえた資質能力の

再設定と評価指標の改善というサイクルを通じて、大学教

育の社会的効用を可視化し、理論化することが可能になる

と期待される。
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8 月 22 日．
[10] 秋山昌範．「IT による合意形成～医療関係者間の齟齬、医師と

患者の間のギャップを解消する～」．医療とニューメディアを考え
る会　第２８３回例会－情報コンテンツを探る－．2011 年 8 月
30 日

[11] 秋山昌範．「データに基づく合意形成～価値観の多様化と MOT
～」．研 究・技 術計画学会 国際問題分 科 会．東 京都．8 月．
2011 年

[12] 秋山昌範．「医療のパフォーマンス向上をめざす情報化～最新の
ICT を活用した診療データ解析を中心に～」．NTT － GLOCOM
研究会．2011 年 9 月13 日．

[13] 秋山昌範．「ICT による合意形成支援は可能か？ワークショップ 
電子行政の推進と課題」. 日本計画行政学会全国大会．東京都．
2011 年 9 月． 

[14] 秋山昌範．「IT による合意形成～医療関係者間の齟齬、医師と
患者の間のギャップを解消する～」．医薬品医療機器総合機構　
講演会．2011 年 10 月11 日．

[15] 秋山昌範．「国民ＩＤ制度についての考え方～先進的な医療情報
の利活用の実例～」．情報労連・自治体議員団　全国研究集会．
2011 年 10 月 31 日．

[16] 秋山昌範．「ヒヤリ・ハット情報を活かそう！ナラティブデータの
活用方法と意義」．第７回医療安全管理者ネットワーク会議．東
京都．11 月．2011．

[17] 秋山昌範．教育講演「厚生労働省研究班による医療事故・ヒヤ
リハット情報の利活用と WHO プロジェクト」．第６回医療の質・
安全学会学術集会．東京都．11 月．2011．

[18] 秋山昌範．「医療情報システムは医療安全、質の向上に寄与して
いるか？」．第６回医療の質・安全学会学術集会シンポジウム３．
東京都．11 月．2011．

[19] 秋山昌範．「情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の
利活用」．第 31 回医療情報学連合大会ワークショップ５．鹿児
島県．11 月．2011．

[20] 秋山昌範．共同企画７ デジタル・フォレンジック研究会　「社会
保障・税番号制度と医療情報保護法案の動向と医療情報の利活
用」．第 31 回医療情報学連合大会．鹿児島県．11 月．2011．

[21] 秋山昌範．「超高齢社会の社会保障の仕組みを支える情報化
政策と ICT ～都市部の高齢化と世代間対立の解消に向けて～」．
これからの高齢社会をつくる　特別講演会．名古屋工業大学．
2011 年 11 月 29 日

[22] 秋山昌範．「在宅高齢者向けの地域包括ケアにおける安全・安
心とＩＣＴ利活用」．新社会システム総合研究所．2011 年 12 月
01 日

[23] 秋山昌範．「超高齢社会を迎えた社会保障の仕組みと情報化政
策～在宅における医療福祉連携など～」．熊本市医師会．2011
年 12 月10 日．

[24] 秋山昌範．「大震災からの復興と成長に向けたＩＣＴの役割～超
高齢社会における医療介護福祉連携～」．PHP 総研　第 4 回国
家経営勉強会．2011 年 12 月12 日．

[25] 秋山昌範．「実務適用が広まったデジタル・フォレンジック」. 第
８回デジタル・フォレンジック・コミュニティ2011 ．東京都．12 月．
2011 年

[26] 秋山昌範．「大震災からの復興と成長に向けたＩＣＴの役割～超
高齢社会における医・職・住～」．第 1 回 ICT 新産業創出会議　
みずほコーポレート銀行．2011 年 12 月19 日．

[27] 秋山昌範．「番号制度下における医療情報の活用と保護に関す
る制度的検討」. デジタル・フォレンジック研究会医療分科会（第
８期　第２回）．東京都．1 月．2012 年

[28] 秋山昌範．「IT を用いた最新の分析法～がんと不整脈など複数
の致死的疾患を持つ患者に対する臨床研究を可能にする～」．北
海道ウィークポイント研究会．2012 年 1 月14 日

[29] 秋山昌範．「IT を用いた最新の分析～複数の致死的疾患患者の
マネジメント～」．経済産業省．2012 年 1 月17 日

[30] 秋山昌範．「個人情報保護法制における医療分野個別法の 在り
方について　医療における個人情報保護と情報利活用」特定非
営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会 平成 23 年度第２
回「医療」分科会．2012 年 1 月 31 日

[31] 秋山昌範．「サスティナブルな次世代社会情報メカニズム特別講
演　超高齢社会のための ICT 技術とその応用」. 情報処理学会　
第 74 回全国大会．愛知県．3 月．2012 年

[32] 秋山昌範．「情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の
利活用に関する研究」．平成 23 年度厚生労働科学研究　地域医
療基盤開発推進研究事業　第３回班会議．2012 年 3 月 8 日

[33] 秋山昌範．「在宅地域医療連携」平成２３年度厚生労働科学研
究　地域医療基盤開発推進研究事業　病院内の連携構築に係る
病院管理マネジメントに関する研究　班会議．2012 年 3 月12 日

[34] 秋山昌範．「在宅医療ケアのための ICT とセキュリティ」．平成
２３年度厚生労働科学研究　地域医療基盤開発推進研究事業　
病院情報システム端末からの安全なインターネット直接接続に関
する研究　班会議．2012 年 3 月14 日

[35] 秋山昌範．「新居浜市における在宅医療介護連携」．ユビキタス
健康医療技術推進事業協議会．2012 年 3 月 26 日

[36] Akiyama M, A bar code administrative system not only 
prevents the medication errors but also improves the patient 
safety by the data analysis. EPS Montreal Modern Medical 
Forum 2011. Montreal, Quebec, Canada. September 8, 2011.

[37] Akiyama M, Risk Management and Measuring Productivity 
at Point of Care, A Medical Information System as ERP for 
hospital management, Information Technology in Healthcare-- 
for US-Japan Health Serv ices, Center for Strategic & 
International Studies, Washington D.C., USA. July 14, 2011.

[38] Masanori Akiyama．“NFC in Japan: National Project of 
Telehealth in Home Healthcare at Ministry of Internal 
Affairs and Communications” ．Keynote Speech．NFC In 
Smartphones Transforms Healthcare．The MIT Enterprise 
Forum Auto-ID SIG and NFC Cluster．MIT EG&G Education 
Center．February 6, 2012

[39] Masanori Akiyama．“Living in A Super-Aged Society: 
Lessons Learnt from Japan National Project of Telehealth 
in Home Healthcare at Ministry of Internal Affairs and 
Communications”. National Taiwan University. March 19, 2012

[40] Masanori Akiyama．”NFC (Near Field Communication) in 
Japan: National Project of Telehealth in Home Healthcare at 
Ministry of Internal Affairs and Communications”．学術交流
講演 Green Innovation．大連東軟信息学院 . 2012 年 3 月 27 日

[41] 岡野まさ子 , 「日本の航空輸送のこれまでと今後」，国産飛行機
初飛行 100 年記念講演会（2011 年 12 月13 日）

[42] 岡野まさ子，「航空政策の現状と最近の動向」，航空関連ビジネ
スセミナー（2012 年 2 月 8 日）



 54 

研究業績リスト

[43] 小林徹 , 日本弁理士会関東支部・日本公認会計士協会東京会「新
興国の知的財産取引について」（2012/02/06）

[44] 小林徹 , 高知県地域産業人材育成事業（目指せ！　弥太郎商人
塾）「知的財産管理研修 農林水産分野からの新製品・サービス
開始時の知的財産管理」（2011/12/19）

[45] I. Sakata, "Regional cluster policy for generating and 
absorbing innovation"  APEC Conference on Innovation and 
Trade, Singapore (April 4-5), invited

[46] I. Sakata, "Development and growth policy in Japan: an 
experience of regional development policy" Workshop on 
Program for Economic Development, jointly organized by 
Ministry of National Planning and Economic Development, 
the Republic of the Union of Myanmar and JICA in Nay Pyi 
Taw and Yangon, Myanmar (February 28 and March 2, 2012)
(invited Keynote speech )

[47] I .  Sa kata ,  "K nowledge s t r uc tur ing for  technolog y 
management" International Conference on the Occasion of 
the 150th Anniversary of Cooperation between Germany and 
Japan, organized by VHB (German Academic Association for 
Business Research), Bonn, Germany (22-24 November, 2011), 
invited

[48] I. Sakata, "Energy, environment policy and business model- 
toward more dense collaboration" APEC Conference on 
Innovation, Trade and Technology, San Francisco, USA (19-20 
September, 2011), invited

[49] 坂田一郎 ,「東日本大震災と日本社会の新生」化学工学会第 43
回秋季大会（名古屋、2011 年 9 月15 日、招待講演）

[50] 佐藤智晶「米国における医療機器の部材等に関する 製造物責
任の考え方」MEDTEC Japan（2011 年 6 月 30 日）

[51] 佐藤智晶「医療機器に関するイノヴェーションの推進について」
日英共同医療安全ワークショップ（2011 年 10 月 26 日）（キング
スカレッジロンドン）

[52] 城山英明 「福島第一発電所事故における 3 つの問題点」災害と
法：複合災害から私たちは何を学ぶことができるか？、2012 年 3
月 7 日 明治大学（東京都）

[53] Hideaki Shiroyama, "Failures of Nuclear Safety Regulations 
and Issues for Complex Risk Governance", The Disasters of 
11th March 2011 - One year on, 2012 年 3 月 23 日 イギリス、
オクスフォード大学

[54] 鈴木真二，「大規模災害における航空宇宙技術の役割と課題」，
フォーラム「大規模災害における航空宇宙技術の役割と課題」

（2011 年 9 月 27 日）
[55] 鈴木真二，「航空安全再考 ~ 東日本大震災・福島原発事故から

学ぶこと」，第 49 回飛行機シンポジウム（2011 年 10 月 26 日－
28 日）

[56] 鈴木真二 「航空機製造におけるサプライチェーンマネジメントと 
技術イノベーション」総括講演，東京国際航空産業展 2011（2011
年 10 月 26 日 -28 日）

[57] 鈴木真二，「福島原発事故から学ぶこと～航空機の安全性，環
境性を再考する」GTSJ ガスタービンセミナー（第 40 回）(2012
年 1 月19 日 )

[58] 鈴木真二，「航空機開発の変遷と航空安全」，航空関連ビジネ
スセミナー（2012 年 2 月 8 日）

[59] 鈴 木 真 二，「Aeronautical Research at the University of 

Tokyo」，第２回国際産学連携フォーラム「テクノロジー・シンセシス」
（2012 年 2 月 21 日 )

[60] 鈴木真二，「東日本大震災を踏まえた航空安全への取り組み」，
第２４回航空安全シンポジウム（2012 年 2 月 24 日）

[61] 鈴木真二，「東日本大震災から航空安全を考える」，航空・鉄道
安全セミナー，航空・鉄道の安全性に関する近年の話題（2012
年 3 月 7 日）

[62] K.Hihara, "Analysis on Global Climate Change Mitigation 
Negotiation Dynamics", Low Carbon Earth Summit (LCES) 
2011, Dalian, China, 2011/10/22

[63] 松尾真紀子「社会と技術の関係を考える－フードナノテクのガバ
ナンス上の課題から」第 11 回国際ナノテクノロジー総合展・技術
会議（2012 年 2 月16 日），東京ビッグサイト

[64] 松尾真紀子「食品安全制度の現在と課題－制度の国際比較分
析から」講演会「食品リスク評価の国際動向」主催： ILSI Japan

（特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構）食品安全研究会 
食品リスク研究部会 2011 年 7 月14 日（木）サントリーホールディ
ングス（株）カトラリーハウス３Ｆ

[65] 武藤芳照、「転ばぬ先の杖と知恵　- 高齢者の転倒・骨折・寝た
きりを防ぐために -」    大阪府豊中市医師会 　 豊中市医師会在宅
医療講演会 、 千里阪急ホテル 、 2011 年 4 月 9 日

[66] 武藤芳照、「健やかに老いる　- からだを動かし、心を動かす-」    
医療法人社団岡崎医院　三次市 　 市民公開講座 、 三次コミュニ
ティーセンター 、 2011 年 5 月14 日

[67] 武藤芳照、「転倒予防を目指して」    転倒予防医学研究会 　 転
倒予防指導者養成講座 、 熊本機能病院 、 2011 年 6 月 21 日

[68] 武藤芳照、「からだを育む　- 運動器と運動を大切に -」    北海
道高等学校養護教諭研究会 　 第 26 回研究協議会 、 札幌北高
校 、 2011 年 7 月 25 日

[69] 武藤芳照、「大学生・高校生スポーツに伴う外傷・障害の予防」    
日本整形外科スポーツ医学会 　 第 11 会大学生・高校生のため
のスポーツ医学セミナー 、 ニューウエルシティ宮崎 、 2011 年 8
月 27 日

[70] 武藤芳照、「高齢者の転倒・骨折予防」    静岡県富士宮市 　 
富士宮市介護予防普及啓発講演会 、 富士宮市市民文化会館 、 
2011 年 9 月 9 日

[71] 武藤芳照、「シンポジウム　座長」    第 37 回日本整形外科スポー
ツ医学会 　 シンポジウム　スポーツ障害予防と現場復帰への道 
、 福岡国際会議場 、 2011 年 9 月 23 日

[72] 武藤芳照、「転ばぬ先の杖と知恵　- 高齢者の転倒・骨折・寝た
きりを防ぐために -」    長野県臨床整形外科医会、財団法人骨粗
鬆財団、エーザイ、運動器の 10 年日本協会他 　 骨ケアフェスタ
2011　松本 、 長野県松本文化会館 、 2011 年 10 月 8 日

[73] 武藤芳照、「転倒予防を目指して」    転倒予防医学研究会 　 転倒予
防指導者養成講座 、 東大附属中等教育学校 、 2011 年 11 月 26 日

[74] 武藤芳照、「お年寄りの転倒・骨折を防ぐ　Ⅰ・Ⅱ」    福岡県大
刀洗町　 　 大刀洗町市民公開講座　転ばない健康法Ⅱ 、 大刀
洗町ドリームセンター 、 2011 年 12 月10 日

[75] 武藤芳照、「地域での取り組み　みんなで討論、総括　座長」    
岩手県盛岡市　転倒予防研究会　二戸市医師会 　 岩手　転倒
予防フォーラム 、 岩手県民会館　中ホール 、  2012 年 2 月 5 日

[76] 武藤芳照、「健やかで心豊かで実りある日々のために　- 高齢者
の転倒・骨折・寝たきりを防ぐためにー」    福岡県　健康リハビリ
テーション内田病院 　 市民公開講座 、 健康リハビリテーション
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内田病院 、 2012 年 3 月 20 日
[77] 武藤芳照、「健やかなからだを育む　- 中野区の健康づくり・ス

ポーツ推進に向けて-」    中野区（健康福祉部） 　 健康づくり・ス
ポーツ推進モデル事業　基調講演 、 中部すこやか福祉センター
併設施設 、 2012 年 3 月 25 日

 ▍著書

[1] 秋山昌範 , 第３章 看護管理を支援する情報技術 ; 医療事故を防
ぐための情報技術 , 看護管理学習テキスト第２版第５巻「看護情
報管理論」( 監修 ) 井部俊子 , 中西睦子，日本看護協会出版会 
pp127-138, 2011.

[2] 松島克守、梶川裕矢、坂田一郎ほか「知の構造化の技法と応用」（俯
瞰工学研究所、2012 年）

[3] 佐藤智晶『アメリカ製造物責任法』（弘文堂・2011）
[4] Hideaki Shiroyama, “Technology governance”, in Hiroshi 

Komiyama, Kazuhiro Takeuchi, Hideaki Shiroyama and 
Takeshi Mino, eds., Sustainability Science: A Multidisciplinary 
Approach, United Nations University Press, pp145-157

[5] 城山英明 「環境問題と政治」、苅部直・宇野重規・中本義彦編『政
治学をつかむ』所収 , 有斐閣 2011, pp275-283

[6] H. Nakamura, Y. Kajikawa, and S. Suzuki, “Innovation for 
Sustainability in Aviation: World Challenges and Visions" 
in Technological, Managerial and Organizational Core 
Competencies: Dynamic Innovat ion and Susta inable 
Advantage, Eds. F.S. Nobre, D.S. Walker, R.J. Harris, IGI Global, 
USA, 2011.

[7] Makiko Matsuo, Matsuda, H. and Shiroyama, H., “Global 
Governance,” in Sustainability Science: A multidisciplinary 
approach Vol .1 ed ited by Komiyama . H et  a l . ,  UNU 
Publications, 2011．pp.220 － 245

[8] 武藤芳照、水の摂取・利用が健康障害の予防及び健康増進効果
に及ぼす影響について　平成 20 年度～22 年度総合研究報告書、
厚生労働省科学研究費補助着健康安全・危機管理対策総合研究
事業、2011/5/1

[9] 武藤芳照、水の摂取・利用が健康障害の予防及び健康増進効果
に及ぼす影響について、平成 22 年度総括研究報告書 平成 22
年度厚生労働科学研究費補助金 ( 健康安全・危機管理対策総合
研究事業 ) 、2011/5/1

[10] 武藤芳照、鹿倉二郎、小林寛和　監修、新スポーツトレーナー
マニュアル、南江堂、2011/8/1

[11] 武藤芳照、鈴木みずえ、共編、認知症者の転倒予防とリスク
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第一回	市民後見全国大会

「身上監護の充実、補助・保佐の促進、法人後見の推奨」

に向けて

 ▍開催趣旨

　成年後見制度は、制度施行 10 年を迎えた昨年度、各方

面でその認知度や利用実績の低迷についての反省がなさ

れ、産官学民を挙げて成年後見制度の推進策が具体化しつ

つある現況です。このような中、市民による市民のための

成年後見、すなわち市民後見が注目を浴びています。当セ

ンターでは今年度から市民後見研究実証プロジェクトを開

設し、さらに深く広く、市民後見に関する教育研究活動を

展開すると同時に、市民後見の目線を通じて見えてくる医

療、介護、住宅、雇用、金融、その他における課題の解決

策を探究しています。今回はそのキックオフとして、市民

後見の教育研究の啓発・推進を目的とするイベントを開催

いたします。 

日時：平成 23 年 7 月 2 日（土）13：00 ～ 16：30

場所：東京大学本郷キャンパス　安田講堂

主催：政策ビジョン研究センター

「社会と大学の接点と展開」

東京大学理事（副学長）清水　孝雄

 「政策ビジョン研究センターにおける市民後見の位置づけ」

 政策ビジョン研究センターセンター長　城山 英明

「市民後見に関する今までの取り組み」

大学院医学系研究科老年社会科学分野　教授甲斐 一郎

「市民後見研究実証プロジェクトの事業内容」

大学院法学政治学研究科教授・政策ビジョン研究センター

学術顧問　森田 朗

「市民後見研究実証プロジェクトに関する質疑応答」

政策ビジョン研究センター　特任助教　宮内 康二 

市民後見活動事例報告

 ▍開催報告

　市民後見人養成講座は、これまでのべ約 1400 人が受講

し、そのうちおよそ 1000 人が修了した。当講座の受講生

による受任実績は約 200 件であり、今後さらに増加して

いくことが予想される。市民後見に対する関心が高まりつ

つあるとはいえ、まだ十分に社会に浸透しているとは言い

難い。大会冒頭で医学系研究科の甲斐一郎教授は、「これ

までは研修主体のプロジェクトであったが、今後は市民後

見の普及等に関する研究を進めていくことが期待される」

と述べた。

　日本の高齢化問題を主要な研究対象の１つとしている政

策ビジョン研究センターでは、高齢化の有効な対応策にな

りうる市民後見に関する研究・研修等をさらに強化する方

針だ。初代センター長で法学政治学研究科の森田朗教授は、

「プロジェクトの推進にあたっては、前向きに考え、総合

的に俯瞰し、現実主義的に実行していくことが肝要だ」と

している。

全国からの事例報告

　後半は北海道から鹿児島まで、市民後見活動を行ってい

るおよそ 20 団体／個人の事例発表があった。「行政、入

所施設、地域包括支援センター、専門相談員などの協力を

得て、定期的にケース会議を重ねている」「既に後見実務

を経験した会員が勉強会の指導にあたり、新任後見人のサ

ポートを行っている」など、地域や複数の協力者による推

進体制が組まれている事例がある一方、「当初家裁は法人

後見に難色を示していたが、法人として保険に加入し、そ

れなりの実績も積んだ後には認めてくれるようになった」

など、法人後見での受任のハードルの高さも指摘された。

財産管理については「透明化を図るため、担当者 1 人で

は被後見人のお金を引き出せないように複数の管理者を置

く仕組みにしている」「被後見人の親が身上監護と財産管

理を担い、法人は補完的な身上監護のみを行う。その後、

親による財産管理が難しくなった際に、法人が財産管理を

引き継ぐ」といった工夫が見られた。これまで後見実務で

は財産管理が偏重されてきたが、今後は身上監護を重視し

ていく必要があるとの声もあった。

　市民後見全国大会が開かれたことは、日本の市民後見に

とって画期的。成年後見 4 法の制定時、まったくの第三

者である市民が後見人になる事態は想定されていなかっ

た。しかし、その 2，3 年後に、成年後見の社会化として

市民後見が注目されるようになった。かつて法務省で成年

後見 4 法制定の責任者だった弁護士の小池信行氏は、こ

う語っている。「親族後見人の比率の減少、本人の身上監

護をより重視する傾向、本人の意志決定の尊重やノーマラ

イゼーションといった理念の浸透、大学による市民後見人

養成などの、近年の状況変化の中で、これまで以上に市民

後見の重要性は増していくであろう」
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開催事業・センター主催

国際会議			 	 	 	 	
東日本大震災後の東アジアを考える

▍▍開催趣旨

　東日本大震災後の Disaster Relief について、また震災が

東アジアに与える影響について、元国連次席大使・北岡伸

一教授の基調講演をはじめとし、外交実務の第一線で活躍

しておられる実務家を含めた登壇者を設けて議論いたしま

す。ご案内いたしておりますシンポジウムは、東京大学、

米プリンストン大学、北京大学、高麗大学、シンガポール

国立大学の五校が提携して行っております、五大学国際会

議の一環として、行われます。東日本大震災後の東アジア

の国際協力のあり方、大震災が与えた影響についてこのゲ

ストの皆様とともに考えていただけないでしょうか。

日時：平成 23 年 12 月 10 日（土）15:00-17:00 

場所：国際文化会館 ( 東京都港区六本木 5-11-16)

主催：政策ビジョン研究センター

ご挨拶 田中明彦・東京大学副学長（当時）

　　　　城山英明・政策ビジョン研究センターセンター長

司会：　藤原帰一氏　法学政治学研究科教授

基調講演　北岡伸一氏　法学政治学研究科教授（当時）・

  　　　元国連次席大使

報告　四方敬之氏　内閣副広報官

　　　松村五郎氏　防衛省陸上幕僚監部人事部長・陸将補

　　　末松義規氏　内閣総理大臣補佐官・衆議院議員（当時）

　　　東祥三氏　安全保障常任委員会委員長（当時）・衆議院議員

討論　Prof. Gilbert Rozman　米プリンストン大学教授

▍▍開催報告

　東日本大震災後の Disaster Relief について、また震災が

東アジアに与える影響について、第一線で活躍しておられ

る実務家、政治家の皆様にご登壇いただき、それぞれに異

なる重要な観点から論じていただいた。

　北岡伸一本学教授の基調講演では、東日本大震災で多方

面から寄せられた国際的支援に謝意を表すとともに、日本

政府の取組で明らかになった主な課題は、情報を国民に積

極的に伝え、政府への信頼を確保することと、IAEA など

に対しより効果的な協力体制を築くなど、よりよい国際協

力に向けて努力することの二点であるとした。

　続いて行われたパネルディスカッションでは、まず四方

敬之氏から、内閣官房国際広報室の室長として、3.11 お

よびその後の広報に携わった経験が語られた。最も困難な

課題は、一貫性のある広報、政府として統一され矛盾のな

い情報の提供と、そうした情報をいかにスピード感を持っ

て伝えるかという試みの両立にあったという。同氏は、ア

ジアにおいて、津波被害の経験とそこにおける学びを共有

することが急務であり、また大災害などの危機においては

政府の対応や情報の透明性が極めて重要であるとした。

　続いて防衛省陸上幕僚監部人事部長の松村五郎陸将補

が、国際防衛協力を行うことは、各国の軍の相互理解を進

展させ、透明性を高め、危機の際にプラスに作用し、対テロ

対策などの協力に発展させうると語った。自衛隊の災害対処

における役割については、救援・復興支援活動をいつ民間

主体の活動に引き継ぐかという、通常への復帰のタイミング

が大きな問題であるとの認識を示した。最後に、二国間防

衛協力と多国間防衛協力を同時に実行することが必要で、多

国間協力の進展は地域の安全保障に資すると結論付けた。

　東日本大震災復興対策担当の総理補佐官を務める末松衆

議院議員は、今般の大震災と原発事故による被害と対応策

がいかに甚大かつ長期的な影響を持つものであるかを語っ

た。原発に関しては津波対策、サイバーテロ対策等、安全

対策を再検討・強化することが必要であり、その対策の合

理性は今回の原発災害を受けて変化を迫られているとし

た。また、政府の信頼回復という問題に関しては、日本の

メディアの報道の在り方にも責任の一端があるとした。

　最後に衆議院の安全保障常任委員会の委員長を務める東

祥三衆議院議員から、東日本大震災を受けた日本の長期的

な戦略全般についての報告があった。東氏は、東アジアに

対して日本のなしうる最も大きな貢献は日本の再興に他なら

ないとし、TPP への参加をはじめとする日本の開国や日米同

盟を核とした安全保障政策を通じ、中国が台頭しつつあるア

ジアにおいて、最も古いアジアの民主主義国である日本が安

定をもたらす主要な柱となることが肝要であるとした。

　四氏の報告に続き、コメンテーターのギルバート・ロス

マン米国プリンストン大学教授は、日本が必ず復興すると

信じているとし、国際協力は進展し、地域の安全保障に資

する結果ともなっているとした。また、日本の復興のため

には TPP への参加や国際社会への積極的なコミットメン

トを通じて前進していくことが肝要であるとした。

　質疑応答では、米国の寛大な支援への評価や、ODA 予

算の増額を目指すべきだなどのコメントが提出された。大

震災の経験を受け今後の日中関係は全体としてはどのよう

に進展していくのかという疑問も上がった。さらに、日本

の経験から今後どのように各国が原発の安全対策に取り組

むべきかの示唆を導き出そうとするやり取りが活発に交わ

された。
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共同事実確認方式による原子力発電
所の地震リスク分析の可能性

▍▍開催趣旨

　多様な科学的情報を許容しつつ、それらをいかに整理し

て共有し、国民による社会的意思決定へとつなげられるか

が、東日本大震災以降、われわれに与えられたチャレンジ

といえるだろう。　米国では、科学的情報の対立による混

乱を収拾し、整理する手法として、共同事実確認（Joint 

Fact-Finding）が用いられた事例がある。　日本でも、共

同事実確認方式により、背後の想定まで含めて国民が納得

できる形で整理し、共有することで、原子力発電の今後に

関する意思決定を、より多くの国民が納得できる、より科

学的根拠に基づいたものとすることができるのではないだ

ろうか。　本シンポジウムでは、米国の先行事例地震リス

クに関する共同事実確認の可能性と課題について模索した

い。

日時：2011 年 12 月 16 日（金）9:30 ～ 12:00

場所：本郷キャンパス　工学部 2 号館 213 号講義室

主催：政策ビジョン研究センター 

開会挨拶

　城山英明　政策ビジョン研究センター　センター長

基調講演

　原子力の政策決定プロセス ～米国の 2 事例から学ぶ～

　アリソン・マクファーレン　ジョージメイソン大学 

　准教授（環境科学・政策）

　米国のエネルギー意思決定におけるステークホルダー関

　与の改善に向けた共同事実確認手法活用事例

　ジョナサン・ラーブ　ラーブ・アソシエーツ社代表

講演

　日本における共同事実確認の利用 ～必要性と可能性～

　松浦正浩　東京大学公共政策大学院　特任准教授

　地震・津波リスク評価と耐震設計の論点 

　～専門家ヒアリング中間報告～

　土屋智子　政策ビジョン研究センター　客員研究員

パネルディスカッション・質疑応答

▍▍開催報告

　 当日は、96 名のみなさまにご参加いただき、原子力

発電所の地震リスクに対し、共同事実確認（Joint Fact-

Finding）方式を利用する可能性について、海外の事例と経

験を踏まえた議論をすすめた。

　共同事実確認（Joint Fact-Finding）とは、多様な、時に

は結論が対立する科学的情報を吟味し、背後にある前提条

件、モデル、感度分析等を含めて公開した上で、関係者が

ある程度納得できる科学的情報と、現在の科学の限界を整

理することで、社会的意思決定をできるだけ科学的情報に

基づくものとする取組みだ。科学的情報の対立による混乱

を収拾し、整理する手法の一つである。

　米国でも、原子力政策については、さまざまな議論が

あり、推進派と反対派が二極化しているなかで、原子力

にかかわる有効な政策を形成することは困難な状況にあ

る。そのような状況下にある米国での 2 事例をアリソン・

マクファーレン准教授よりご紹介いただいた。キーストー

ンセンターによる原子力 JFF（Nuclear Power Joint Fact-

Finding）は、原子力の懐疑派と推進派を集めて、原子力利

用の経済性、気候変動への貢献、保安と安全保障、放射性

廃棄物と再処理、核拡散への影響についてとりまとめた報

告を作成した事例である。ジョナサン・ラーブ博士からは、

U.S. Experience in Using Joint Fact Finding to Improve 

Stakeholder Engagement in Energy　Decision-making（米

国のエネルギー意思決定におけるステークホルダー関与の

改善に向けた共同事実確認手法活用事例）として、共同事

実確認や関連する手法を通じて、ステークホルダーや市民

をより意味ある形で政策や立地問題に巻き込むことで、エ

ネルギーに関連する意思決定の有用性と正統性を同時に高

める可能性についてお話いただいた。ラーブ博士からの事

例紹介のポイントとしては、第一のケープウインド洋上風

力発電事例のようなステークホルダーによる事実確認のプ

ロセスも有用であるが、今後は、第二、第三の事例のよう

に、ステークホルダーに限定せず、より広い公衆の関与を、

共同事実確認のプロセスの一部に位置づける必要性がより

高まるだろうという点にあった。
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Energy	Policy	Roundtable	2012			
第 1 回　新しい時代のエネルギー政
策構築に向けて

 ▍開催趣旨

　エネルギーをめぐる地政学的な変化や非在来型燃料の開

発がエネルギー市場や政策に与えつつある影響、中国をは

じめとする新興国におけるエネルギー需要の急増、化石燃

料を中心とする一次エネルギーから電力へのシフト、国境

を越えたネットワーク構築の重要性の高まりなど、今、グ

ローバルなエネルギーを囲む環境は新たな段階に入りつつ

あるようにも見えます。福島における原発事故を受け、世

界の中の日本のエネルギー政策はどうあるべきか。このラ

ウンドテーブルでは、アジア大洋州や欧州等からのエネル

ギー政策研究者やエネルギー政策責任者など、世界各地の

エネルギー分野の専門家を講師として招聘して連続セミ

ナーを開催します。

日時：2012 年 2 月 21 日（火）14:00 ～ 15:45

場所：伊藤謝恩ホール

主催：政策ビジョン研究センター

開会挨拶

　城山 英明　政策ビジョン研究センター長

講演 「世界エネルギー展望とアジアの役割」

　Dr. Fatih Birol　国際エネルギー機関（International 　

　Energy Agency :IEA）首席エコノミスト、

　World Energy Outlook(WEO) 責任者

パネルディスカッション

　田中 伸男　日本エネルギー経済研究所 特別顧問、

 　　前 IEA 事務局長

　森田 朗　前政策ビジョン研究センター長、

　 　大学院法学政治学研究科 教授

　中谷 和弘　大学院法学政治学研究科 法曹養成　

 　　専攻公法系講座 教授

　佐藤 光三　大学院工学系研究科 

 　エネルギー・資源フロンティアセンター 教授

質疑応答

司会

　芳川恒志　政策ビジョン研究センター併任　

 　　公共政策学連携研究部　特任教授

 ▍開催報告

　このラウンドテーブルは、いわば「外からの視点」を提

供することを目指している。エネルギー分野で世界の議論

をリードしている講師を海外から招聘し、講演してもらう。

さらにわが国のエネルギーやその関連分野における第一人

者が加わって議論を深めるのが狙いである。2 － 3 カ月に

1 回、年 5 回程度開催する計画である。

　第 1 回には、できるだけ大きくグローバルなエネルギー

の構図を提示しうる講師やパネリストの方々にお願いし

た。様々な現状認識や多岐にわたる課題などを多く提示し

てもらいたかったからである。

　当日は期待通り様々な論点が提示された。

(1) エネルギ―を巡るグローバルな環境は、前例をみない

ほど不確実性を増している。地政学的な変化に懸念材料が

みられる中、原油の生産・輸出は多様性が乏しくなり、高

価格が継続する見通しとなっている。一方で、非在来型ガ

スの開発が急速に進んでいる。需要面では、中国をはじめ

とする新興国のエネルギー需要が急増し、世界全体の需要

を引っ張っている。

(2) 政策的にはエネルギー安全保障に対する関心が高まっ

ている。また、一次エネルギーから電力へのシフト、国境

を越えたネットワーク構築の重要性の高まりなど、エネル

ギー安全保障の概念自体にも見直しが必要となってきてい

る。国際的なガバナンスの観点からは、国際エネルギー機

関 (IEA) の有効性や、新たな国際的枠組みに関する議論が

始まりつつある。(3) 原子力は、従来 3 つの E、すなわち、

エネルギー安全保障の確保、地球環境問題への貢献及び経

済性の確保のいずれにも大きく貢献してきたが、フクシマ

後一部の国において見直しが行われている。原子力からの

撤退は、従来原子力に依存しエネルギーの自給率が低い国

であるほど、厳しい状況に直面することを意味する。

(4) エネルギー安全保障の確保や将来の環境制約等を考慮

すると、中長期的観点からは、省エネやクリーンコール、

CCS 等の低炭素関係、資源開発等の技術開発が重要である。

(5) 将来は中国、インド、ASEAN を中心とするアジア地域

のエネルギー政策やエネルギー情勢が、そのまま他の世界

のエネルギー情勢や３つの E に直接的影響を与える。

(6) 我が国は、福島の経験と教訓を踏まえた新しい安全基

準を策定するとともに、世界に対して福島原子力発電所事

故の情報や教訓を国際社会としっかり共有する必要があ

る。次に国際的トレンドを十分踏まえ、新しい時代の安定

した柔軟なエネルギー政策を早急に確立すべきであり、比

較可能な形で、透明性のある科学的知見に基づいた政策議

論を行うべきである。
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Energy	Policy	Roundtable	2012			
第 2 回　新しい時代のエネルギー政
策構築に向けて

 ▍開催趣旨

　東日本大震災における原発事故とその後の電力不足は、

私たちにエネルギー問題を突きつけた。エネルギーは国境

を越えた大きなチェーンにつながれている。エネルギー

問題を考えるには、グローバルな視点が欠かせない。第

1 回エネルギー政策ラウンドテーブルでは、エネルギーの

現状について世界を視野に入れた多角的分析がなされた。

第 2 回は、シンガポール国立大学エネルギー研究所の SK 

Chou 所長を迎えて、世界のエネルギー需要を牽引してい

るアジアのエネルギー事情と展望について議論を深めてい

く。

日時：2012 年 4 月 20 日（火）10:00 ～ 12:20

場所：伊藤謝恩ホール

主催：政策ビジョン研究センター

講演 「アジアのエネルギー事情と展望」

　Prof. CHOU Siaw Kiang　

　シンガポール国立大学エネルギー研究所所長

パネルディスカッション

　田中 伸男　日本エネルギー経済研究所 特別顧問、

　前 IEA 事務局長

　澤 昭裕　21 世紀政策研究所研究主幹

　木村 福成　慶応大学経済学部教授、ERIA チーフエコノミスト

　東條 吉朗　新エネルギー・産業技術総合開発機構　　

　　　　　　（NEDO） 総務企画部長

　城山 英明　大学院法学政治学研究科 教授、政策ビジョ

　　　　　　ン研究センター長、公共政策大学院副院長

　茂木 源人　大学院工学系研究科 准教授

 ▍開催報告

　第 1 回のラウンドテーブルでは、今後 25 年間で世界の

一次エネルギー需要は約 4 割増加するが、そのうちの 3

分の 2 はアジアが占めると予測されるとの指摘があった。

今回は、そのアジアの中でも、中国とインドという 2 大

新興経済成長国に挟まれ、日本とも歴史的・経済的に非常

に緊密な関係を有する ASEAN（東南アジア諸国連合）を

取り上げた。シンガポール国立大学教授でエネルギー研究

所 Chou Siaw Kiang 所長より、ASEAN のエネルギーの現

状と展望、さらに直面する課題等について、いわば「内側

から見た ASEAN の全体像」についてお話しいただき、日

本の有識者の方々と議論していただいた。

　Chou 教授の現実に即した網羅的な基調講演に対して、

パネリストからは多くの非常に興味深い議論や意見が提示

され、活発な議論が行われた。議論は多岐にわたるもので

あったが、大括りに整理すると次のとおりである。

　1. アジアが今後、世界のエネルギー政策の中心となり、

その変化や動きが世界に直接的な影響を与えるという認識

が共有された。アジアにおいて、エネルギー問題に対応す

る何らかの枠組みが必要との意見があった。また、こうし

た枠組み構築には政府間交渉のみに頼るのではなく、産業

界や大学等の研究機関など様々なレベルで意思疎通するこ

と、ハード面のみならず制度、技術、統計等の整備や人材

育成等のソフト面の対応が重要であることが確認された。

　2. 日本からアジアに対して省エネ、環境、原子力等の

技術や人材育成等ソフト面での協力と貢献を拡大すること

の必要性と期待が表明された。アジアで化石燃料を中心に

エネルギー消費が急速に拡大する状況を踏まえると、我が

国がエネルギー安全保障および温暖化対策技術等でリード

していくためにも、原子力を含むエネルギー源の多様化と、

日本国内に多様なエネルギーの現場と技術を維持していく

ことが重要になるとの意見が示された。

　3. 多様性を内包し、政治的にも微妙なかじ取りが求め

られる ASEAN やアジアが世界の他の地域と調和しつつ引

き続き経済成長を維持していくために、エネルギーも含め

た広い観点からの大きな中長期的戦略が必要との認識が示

された。
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Energy	Policy	Roundtable	2012			
第 3回　外から見た日本のエネルギー
政策

 ▍開催趣旨

　東日本大震災における福島第一原子力発電所事故とその

後の電力不足は、私たちにエネルギー問題を改めて突き

つけることとなった。エネルギーは国境を越えた大きな 

チェーンにつながれている。エネルギー問題を考えるには、

グローバルな視点が欠かせない。「エネルギー政策ラウン

ドテーブル」は、国際社会の視点から、さらに業際・学際

的観点も踏まえて、アジアと我が国のエネルギー政策を議

論する場である。同時に、世界の第一線で活躍する専門家

である講師と本学の専門家を中心としたパネリストとが討

議し、情報交換を行うと共に、世界のエネルギー分野の研

究者・実務家と我が国の関係者がグローバルなネットワー

クをつくる機会となることも期待している。

　第 3 回は、日本のエネルギー及びエネルギー政策に焦

点を当て、カリフォルニア大学サンディエゴ校から Ulrike 

Schaede 先生をお迎えし、米国から見た日本のエネルギー

政策についてお話しいただく予定である。Schaede 先生は

米国における日本の経済や産業・ビジネス研究の第一人者

であり、日本の経済や産業全体の観点から、望ましいエネ

ルギー産業や政策のあり方等についても触れていただく予

定である。パネルディスカッションでは、日本の将来のエ

ネルギーミックスや産業体制、それを見据えた政策の基本

的方向について議論を行う。 

日時：2012 年 7 月 12 日（木）13:30-16:00 

場所：伊藤謝恩ホール

主催：政策ビジョン研究センター

共催：公共政策大学院

講演 「米国から見た日本のエネルギー政策」

　Prof. Ulrike Schaede　カリフォルニア大学サンディエゴ

　校国際関係・太平洋研究大学院 (IR/PS)

パネルディスカッション

　田中 伸男　日本エネルギー経済研究所 特別顧問、前 IEA 事務局長

　Dr. Roland Kircher　Head of Cluster Marketing Electronics, 

 Energy & Environment at Siemens Corporate Technology 

　城山 英明　大学院法学政治学研究科 教授、政策ビジョ

　　　　　　ン研究センター長、公共政策大学院副院長

　谷口 武俊　政策ビジョン研究センター 教授

 ▍開催報告

　日本の産業界はもともと諸外国に比べて割高な電気料金

を負担してきた。福島原子力発電所事故以降電力価格が上

昇し供給にも不安定性があるが、これが続けば国外に出て

いくという判断を行う企業も出てきうる。将来に向けた日

本の経済構造や産業構造のあり方等を見据えた上で、それ

を支える将来のエネルギー需給の姿を明らかにしなければ

ならない。

　短期的には、エネルギー需給は非常に厳しい「綱渡り」

的な状況にある。財政赤字が拡大する中燃料輸入が増加し

経常収支の黒字幅も減少したが、このような事態が継続し

悪化すれば、日本経済や円への信認が損なわれ、結果とし

て複合危機を招く危険すら否定できないとの危機感も表明

された。また、東日本大震災の経験を踏まえれば、原子力

に限らずあらゆるリスクにしっかり向き合い準備を行うべ

きである。自然災害に対する脆弱性、地政学的緊張など国

際環境の変化等に対し今から直ちにその準備を開始すべき

である。この準備には、制度改革や政策手法の見直し、技

術開発など幅広い分野での対応を含む。

　原子力への依存を低減させるとすれば、中長期的には、

再生可能エネルギーと省エネルギーの 2 つが重要になる。

前者については、固定価格買い取り制度がスタートし、電

源としての拡大には環境が整いつつある。しかし、原子力

を代替するような役割を果たすためには、電力会社間の連

係の強化、需要家のエネルギー市場への一層の参加を促す

ような電力グリッドのスマート化や蓄エネルギーに関する

技術開発、相応のインフラの整備と電力制度改革等が必要

である。もう一方の省エネについては、電力供給力不足に

伴う節電要請は、既に相当程度効率的な日本の産業活動に

大きな影響を及ぼす。現在やや過重とも思われる負担を省

エネに担わせてことも事実であり、現実の投資計画を検証

するなど実行可能性の検討をしっかり確認すべきとの指摘

もあった。

　技術の果たす役割、グローバルに活躍できるエネルギー

企業の育成も重要であるとの指摘もあった。水素等を活用

した蓄エネルギー、スマートグリッドや CCS( 二酸化炭素

貯留 ) の重要性が強調された。企業が技術力を持って世界

を舞台に活動するためには、グローバルな情報収集と活用

の能力も重要であり、国内において制度改革等による環境

整備も重要との指摘もあった。また、原子力について、国

家の外交や安全保障上の観点から、原子力技術を維持する

こと、技術の現場を国内に持っておくことの重要性が指摘

された。
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国際ワークショップ　	 	 	 	
医療イノベーションにおけるハーモナイ
ゼーションの展望

▍▍開催趣旨

　医療機器の国際標準化推進機関（GHTF）の設立委員で

ある Michael Gropp 氏の来日に合わせて、医療イノベー

ションを推進するという視点からグローバル・ハーモナイ

ゼーションについて議論し、我が国にとって多くの示唆を

得るために開催します。そもそもイノベーションとハーモ

ナイゼーションはどのような関係にあるのか、何のために

ハーモナイゼーションするのか、そこでは何が問題になる

のか、わが国で取り組むべき課題は何かについてより明ら

かにできるようなワークショップになればと思っておりま

す。

日時：2012 年 4 月 13 日（金）10:00-12:00

場所：伊藤謝恩ホール

主催：政策ビジョン研究センター

共催：公共政策大学院

開会挨拶　樋口範雄　大学院法学政治学研究科　教授

基調講演 「医療機器分野における規制のハーモナイゼー

ションの展開」　Mr. Michael Gropp (GHTF)

パネルディスカッション

モデレーター

　林良造　東京大学公共政策大学院　客員教授

パネリスト（50 音順）

　大西昭郎　公共政策大学院　客員教授

　城山英明　政策ビジョン研究センター　センター長

 　　公共政策大学院副院長　教授

　松本洋一郎　東京大学理事・副学長、内閣官房医療イノ

　ベーション推進室長、東京大学大学院工学系研究科教授

　三村まり子　ノバルティスファーマ・ホールディングス

　　　ジャパン　取締役法務・知的財産統括部長、弁護士

　山本晴子　国立循環器病研究センター

　　　　研究開発基盤センター先進医療・治験推進部部長

 ▍開催報告

　今回、基調講演をお願いしたマイケル・グロップ氏

（Global Harmonization Task Force, GHTF 設立委員）によ

れば、医療分野における規制のハーモナイゼーションとは、

各国でさまざまに異なる薬事などの法的規制あるいはガイ

ドライン等に対し、共通の基準と規制手段を設定、認証、

そして導入することです。これは、知的な資源のプールと

シェアをめざしており、研究開発投資や満たされていない

臨床上および公衆衛生上のニーズを解消するイノベーショ

ンを促進するものでもあります。

　このようなイノベーションは、先進国だけでなく、発展

途上の国々の医療上のニーズを持続的に満たしてゆくため

に重要です。医療分野では、より安全で有効な質の高い技

術を臨床現場に届けるために、世界各国でさまざまな規制

がおこなわれていますが、経済統合や自由な通商が進めば、

技術的な面での規制のハーモナイゼーションが必要になり

ます。同時に、規制者が増えれば、規制者の協力や情報の

交換が生じます。

　グロップ氏は、マーケットの拡大に応じて追加的にかか

る法令遵守のためのコストをできる限り小さくすることで

イノベーションを促進できれば、満たされていない臨床上

および公衆衛生上のニーズの解消にもつながるし、持続的

な社会の発展をもたらすことにもなるのではないか、と問

いかけました。　

　パネルディスカッションでは、林良造客員教授（公共政

策大学院）をモデレータとして、松本洋一郎教授（理事・

副学長、内閣官房医療イノベーション推進室長）をはじめ

とする専門家が議論しました。そこでは、規制のハーモナ

イゼーションに加えて、特許や保険制度も、医療イノベー

ションを進める上で極めて重要であることが確認されまし

た。主な話題には、医療技術ごとの違い、とりわけ医薬品

と医療機器の違いに応じたイノベーション推進のあり方、

薬事のみならず、知財、保険償還まで含めたハーモナイゼ

ーションの議論の必要性、自発的な規制の収斂の一例やそ

の難しさ、ハーモナイゼーションの前提となる規制の透明

性、医療技術に関する情報提供やリスクコミュニケーショ

ン、研究開発投資の促進などが含まれています。城山英明

教授（政策ビジョン研究センター長）は、規制のハーモナ

イゼーションが進みやすい領域、ハーモナイゼーション推

進の枠組みが幾つもあることの弊害、安全性のレベルを下

げることなく規制コストを下げる手法、医療技術の消費が

拡大する発展途上国から規制上の費用を負担してもらう可

能性などについて、発言しました。

　今回の国際ワークショップでは、規制のハーモナイゼー

ションについて、研究開発投資を通じて、より優れた医療

技術をより多くの人々に届けて、満たされていない医療上

のニーズを解消するというイノベーションを促進するもの

であることを確認しました。　
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第2回国際ワークショップ　		 	
医療機器分野における医療イノベーショ
ンの実現に向けて－前提と展望

▍▍開催趣旨

　医療イノベーションの推進において、2012 年 6 月 6 日

にまとめられた「医療イノベーション 5 ヵ年戦略」をは

じめとして、我が国でも医療機器の特性を踏まえた制度改

正・運用改善の方向性が打ち出されるようになりました。

医療機器については、医薬品と比べてもその種類が多岐に

わたり、比較的短いサイクルで製品に改良・改善が加えら

れることや、リスクやベネフィットが医療提供者の手技と

相まって生じることが理解されつつあります。我が国だけ

でなく欧米でも、医療機器規制を構築するまでには基礎的

な議論が積み重ねられた末、米国では 1976 年に、欧州で

は 1990 年代に医療機器規制が新たに生み出されました。

欧州でも、市場統合から 5 年の年月をかけて、より危険

性の高い製品から医療機器規制の統一化が進められまし

た。今回の国際ワークショップでは、欧米の歴史的経緯に

習い、医療機器の研究開発、使用、改良に携わる専門家の

方々を交えて、医療機器分野で医療イノベーションを推進

するための前提となる基礎的な議論の場を設けることにし

ました。医療関連製品において医療機器の特性とは何か、

どのような形で臨床現場に導入し、使ってもらうことが医

療イノベーションの推進に繋がるのかを改めて検討したい

と考えています。 

日時：2012 年 7 月 25 日（水）13:00-16:00

場所：伊藤謝恩ホール

主催：政策ビジョン研究センター

共催：公共政策大学院

開会挨拶　林 良造　東京大学公共政策大学院　客員教授 

基調講演 「医療機器分野における医療イノベーションのた

めの基礎的な議論に向けて」　中野 壮陛　財団法人医療機

器センター附属医療機器産業研究所　主任研究員

パネルディスカッション

モデレーター

　佐藤 智晶　政策ビジョン研究センター　特任助教

パネリスト（50 音順）

　浅野武夫　内閣官房医療イノベーション推進室 企画官

　片倉健男　国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部先端医

　療開発特区（スーパー特区対応部門） 特任研究員　

　佐久間一郎　東京大学大学院工学系研究科教授、独立行

政法人医薬品医療機器総合機構 副審査センター長

　中野壮陛　財団法人医療機器センター附属

　　　　　　医療機器産業研究所　主任研究員

　三村まり子　ノバルティスファーマ・ホールディングス

　　　ジャパン 取締役法務・知的財産統括部長、弁護士

　山本晴子　国立循環器病研究センター

　　　研究開発基盤センター先進医療・治験推進部部長

 ▍開催報告

　第 2 回医療イノベーションワークショップは、医療機

器の特性を踏まえた規制とはいったいどのようなものなの

かという、シンプルな問いから企画された。医薬品と医療

機器が医療関連製品として違うことは分かる。しかし、医

療機器のための規制が医薬品と異なるとしたら、それは具

体的にどのようなものだろうか。

　医療機器は、医薬品とは決定的に異なる製品である。ま

ず、医療機器は医薬品とは違い、原則として医師の手技を

介さずして効果を発揮することができない。また、医薬品

よりも種類が極めて多く、部材から構成されるが、比較的

短いプロダクトサイクルで部材や設計が改良される。こ

のため、より使いやすく、有用な製品へと絶え間なく改善

されていく特性がある。一方、医薬品には代替的な設計が

存在しないため、化学物質を特定し、その用量に応じた変

化を臨床試験で調べる以外に安全性や有効性を知る術はな

い。このため、市販前にはいかなる製品でも一律に臨床試

験が義務づけられている。こうした規制は医療機器にも馴

染むのか、馴染まないとすればどのような規制がありうる

のかについて、われわれは侃々諤々の議論をした。

　政府は「医療イノベーション 5 ヵ年戦略」で、医療機

器の特性を踏まえた規制のあり方を検討することを決定し

た。具体的には、医療機器の審査の迅速化・合理化を図る

ため、薬事法について医療機器の特性を踏まえた制度改正

を行う。わが国において医療機器の特性を踏まえて薬事法

の改正を行う方向性が打ち出されたことは、画期的なことだ。

　米国では、1970 年にまとめられた「Cooper Committee 

Report」に基づいて、1976 年に医療機器規制のための法

律が連邦議会で可決成立した。欧州では、1985 年に市場

統合の方向性が決定され、1990 年代になってようやく医

療機器規制のための 3 つの指令が、欧州委員会で段階的

にまとめられた。日本も欧米と同様に、医療機器の現実に

即した規制創造への道を間違いなく進んでいる。
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開催事業・センター主催

　当センターでは現代社会が直面している政策課題について議
論する PARI 政策研究会を、設立当初より開催しています。参
加メンバーは学内の教職員、大学院生、学外の関係者、客員研
究員等ですが、ウェブサイト上で議事要旨の報告も行っていま
す。各回のテーマおよび講演者は下記のとおりです。2011 年
度は 9 回開催しました。

PARI 政策研究会

第 26 回 : 秋山先生を囲んだ研究会 医療安全の部

講師：秋山 昌範　政策ビジョン研究センター 教授

場所：政策ビジョン研究センター会議室

日時：2011 年 5 月 25 日（水）18:10-20:40

第 27 回 : スマートレギュレーションの課題と展望 

～規制の社会経済影響分析～

講師：松尾 真紀子 公共政策大学院・特任研究員 

政策ビジョン研究センター・協力教員 

岸本 充生 産業技術総合研究所 安全科学研究部

門研究グループ長

場所：政策ビジョン研究センター会議室

日時：2011 年 5 月 26 日（木）10：00-12：00

第 28 回 : レアアースの確保戦略について、欧州経済の現状と

新たな動きについて

講師：福田一徳　大学院農学生命科学研究科特任

二宮悦郎　財務省 財務総合政策研究所主任研究官

場所：政策ビジョン研究センター会議室

日時：2011 年 6 月 3 日（木）18:30-20:00

議事レポート URL：http://pari.u-tokyo.ac.jp/

event/policy_discussion/pari_rep110603.html

第 29 回 : イノベーションを促進させる組織・制度のあり方

講師：柳川 範之　大学院経済学研究科 准教授

場所：医学部教育研究棟　第１、第２セミナー室

日時：2011 年 6 月 7 日（火）14:00-16:00

主催：政策ビジョン研究センター

　　　イノベーション政策研究センター

第 30 回 : 環境未来都市および高齢化の観点から  

システム輸出について

講師：平竹 雅人　内閣官房国家戦略室　

　　　　　　　　総理補佐政策企画調査官 

鶴田 浩久　国土交通省 大臣官房人事課企画官

場所：政策ビジョン研究センター会議室

日時：2011 年 6 月10 日（金）18:30-20:00

議事レポート URL：http://pari.u-tokyo.ac.jp/

event/policy_discussion/pari_rep110610.html

第 31 回 : 秋山先生を囲んだ研究会 在宅医療の部 イントロ編

講師：秋山 昌範　政策ビジョン研究センター 教授 

日時：2011 年 6 月 24 日（金） 9:00-11:00

場所：本郷キャンパス 医学部教育研究棟 ２F 第 1

セミナー室

議事レポート URL：http://pari.u-tokyo.ac.jp/

event/policy_discussion/pari_rep110624.html

第 32 回 : 秋山教授を囲んでの研究会 在宅医療の部実践編

講師：秋山 昌範　政策ビジョン研究センター 教授 

日時：2011 年 7 月1日（金）18：00-20：30

場所：東京大学 本郷キャンパス 医学部教育研究棟 

２F 第 1 セミナー室

議事レポート URL：http://pari.u-tokyo.ac.jp/

event/policy_discussion/pari_rep110701.html

第 33 回 : Yves Tiberghien 氏 ( イヴ・ティベルギアン氏 ) に

よる PARI 政策研究会

講師：Yves Tiberghien 氏 ( イヴ・ティベルギアン氏 )

　Ph.D. Stanford University

日時：2011 年 7 月12 日（火） 13:30-15:30　

場所：本郷キャンパス 第 2 本部棟 6 階 610 

共催：公共政策大学院・公共的コミュニケーション

の可視化プロジェクト（日本学術振興会・人社異分

野融合事業） 

関連ＵＲＬ：http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/index.

html

第 34 回 : 福祉工学の夢

講師：伊福部 達　高齢社会総合研究機構 教授

日時：2011 年 7 月15 日（金）16:00-18:00

場所：政策ビジョン研究センター会議室

議事レポート URL：http://pari.u-tokyo.ac.jp/

event/policy_discussion/pari_rep110715.html
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開催事業・共催イベント等

震災後の科学技術と科学技術外交

東日本大震災ならびにスマトラ沖地震の教訓
を踏まえて

日時：2011 年 6 月 27 日（月） 18:00-20:00
場所： 工学部 9 号館 119 号室
主催：イノベーション政策研究センター
共催：政策ビジョン研究センター

Jonathan B. Wiener（ジョナサン・B・ウィー
ナー）教授 講演会

日時：7 月11 日（月）9:30 ～ 11:30
場所：医学部総合中央館（図書館）３階会議室
共催：（独）産業技術総合研究所安全科学研究部門
　　　政策ビジョン研究センター

　

医療イノベーションと医療に関わる諸制度を
考える

日時：2011 年 10 月13 日 ( 木 ) 13 時 00 分～ 18 時 30 分
場所： 本郷キャンパス　法文 1 号館 2 階 25 番教室
主催：公共政策大学院
共催：政策ビジョン研究センター／ワシントン大学

シンポジウム.

日本のエネルギー戦略を考える
日時：2011 年 12 月1 日（木） 14:00 －17:40
場所：弥生キャンパス フードサイエンス棟 中島董一郎記念ホール
主催：工学系研究科総合研究機構イノベーション政策研究センター
共催：政策ビジョン研究センター、NEDO

番号制度下における医療情報の活用と保護に
関する制度的検討

日時：2012 年 1 月 31 日（火）13:00 ～ 18:00
場所：シスコシステムズ合同会社 25 階会議室
主催：デジタル・フォレンジック研究会
※このイベントは、当センター「地域医療情報研究実証プロジェ
クト」の関連活動です。

第七回.仮想政府セミナー

米国政府エンタープライズアーキテクチャ
再考 

日時：2012 年 2 月 24 日（金） 13:30-16:45
場所：情報学環・福武ホール
主催：公共政策大学院 社団法人 行政情報システム研究所
共催：政策ビジョン研究センター

国際シンポジウム

アジアにおける海上交通のガバナンス 
日時：2012 年 2 月 27 日（月） 13:30-17:00
場所：国際文化会館 講堂
主催：公共政策大学院 海洋政策教育・研究ユニット

科学技術イノベーション政策プロセスの  
改革と人材育成

日時：2012 年 3 月1 日（木）、3 月 2 日（金）
場所：3 月1 日　伊藤国際学術研究センター  
　   　3 月 2 日　経済学研究科学術交流棟（小島ホール）
主催：公共政策大学院
共催：政策ビジョン研究センター

第1回国際シンポジウム　

共同事実確認の可能性：    
政策形成における科学的情報の役割

日時：2012 年 3 月 6 日（火）　9:30-12:15 
場所：山上会館　 大会議室
共催 ：東京大学政策ビジョン研究センター

東京大学 TPP シンポジウム

日時 ：2012 年 3 月 29 日（木）
主催 ：東京大学公共政策大学院
共催 ：東京大学政策ビジョン研究センター

医療分科会

医療情報の利活用及び保護と   
デジタル・フォレンジック

日時：2012 年 4 月 20 日（火）14:00 ～ 18:00  
場所：伊藤謝恩ホール
主催：特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会（IDF）、
　　 政策ビジョン研究センター
　

宇宙政策とガバナンス　ワークショップ　 

日時：2012 年 7 月 25 日（水）13:30-16:30 
場所：本郷キャンパス 山上会館　2 階・大会議室
主催：公共政策大学院 科学技術と公共政策研究ユニット　　
　　　(SciTePP)　「宇宙開発と公共政策」研究プロジェクト
共催：政策ビジョン研究センター
協力：（独）宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
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メディア情報

新聞記事

 ▍ 日本経済新聞
新しい日本へ  科学技術を再生の力に（城山英明教授）　2011/6/28

経済教室
原子力規制組織　残された課題 （城山英明教授）
自治体の関与、規定明確に　2012/5/15

IT 駆使し「埋没知」活用を （坂田一郎教授）
分野超える知識結集　－高齢化など課題解決の鍵－　2012/5/4

転機の中国経済　持続可能な成長にかじ （田中修 客員研究員）
社会の安定維持 優先－地方政府・住宅価格に懸念－　2012/4/24

電力市場制度改革の視点　地域独占の見直しが急務 （奥村裕一特
任教授）電気の特殊性薄れる　－公平な競争、発送電分離で－　
2011/12/21

医療を考える　産業化促す制度改革急げ（林良造教授）
価格の透明性不可欠　－審査・承認を国際水準に－　2011/12/13

原子力安全の体制見直せ（城山英明教授）
統合や独立性強化を－立地自治体の役割明確に－　2011/05/20

まちの再生、被災地主導で（大西隆教授）
会社設立し住民雇用－高台移転へ合意形成カギ－　2011/05/11

震災とネットの役割 ウェブ情報、分析力高めよ（松尾豊准教授）
国の意思決定も左右 - 言語の壁、日本は対応遅れ　2011/05/05

 ▍ 日刊工業新聞
シルバーニューディール　内需拡大のカギ
高齢者視点で市場活性化　2012/5/21　

地域・企業ネット再構築　
「つながり」の視点で復興を　2011/06/20

「中小支援システム　取引先検索 容易に」
東大政策ビジョン研／ 1 万社を網羅　2011/04/06

 ▍ 朝日新聞
時事小言（藤原帰一教授）

領土領海 - 主権譲らず挑発もせず　2012/8/21

尖閣問題への向き合い方―「安全通航」軸に連携　2012/7/17

政治の暴力化 - 混乱に向かうアラブの春　2012/6/19

行き詰まる政党政治 - 超党派の政策領域を望む　2012/5/15

大学の役割 - 「まだ見えぬもの」を考える　2012/4/17

アフガンの米兵銃乱射 - 戦争が生んだ醜い暴力　2012/3/27

ムバラク後のエジプト - 民主化の実現　第二幕次第　2012/2/21

破綻国家 拡大の危機 - 緒方氏の営為が教えたもの　2012/1/24

TPP 議論 - 国内ばかりを語るのは　2011/12/20

主役の交代 - 中国台頭、経済と軍事と　2011/11/21

ウォール・ストリート占拠 - 組織不在の 21 世紀革命　2011/10/18

戦争に踏み切るとき - 見つからない綺麗な答え　2011/9/20

新たな核廃絶構想 - 核に頼らぬ安定 探る時　2011/8/16

大国の条件とは何か - 世界に関心持ち続けてこそ　2011/7/20

首相退陣と民主主義 - 緊急の課題を見誤るな　2011/6/21

原発と核兵器 - 危険直視し具体策へ道を 　2011/5/17

災厄と評論 - 霧の中で選択肢探る　2011/4/19

まず安全基準から議論を　2011/6/16　（城山英明教授）

東大特任准教授が分析「助け合う力、引き出して」（松浦正浩特任
准教授）　2011/4/10　

テレビ・雑誌・機関誌等

 ▍ NHK
市民後見実証プロジェクト　第一回 市民後見全国大会　紹介

「市民後見人」の活動を紹介　2011/7/2

NHK ラジオ（ラジオ第一放送） 18:30-18:45
在宅医療促進の鍵（秋山昌範教授） 　2012/6/19　

超高齢化時代の医療（秋山昌範教授） 　2012/3/7

霞ヶ関文化人類学からみた官僚論（城山英明教授）　2012/2/8

 ▍ ＰＨＰ総研
〔検証〕社会保障と税の一体改革（秋山昌範教授）番組出演（討論）
USTREAM 配信．2012/3/8

 ▍ 共同通信
武 藤 芳 照 教 授 コ ラ ム　 ス ポ ー ツ と 健 康　NO.820 ～ NO.869 、  
2011/4 ～2012/3...

 ▍ FNN ニュース
新居浜医療生協の取り組み（秋山昌範教授）　2012/4/17

 ▍ The Japan Times
METI faces reform in energy policy revamp　( 坂田一朗教授）
2011/8/29

Nuke regulatory reform easier said than done　（城山英明教授）
2011/6/21

 ▍ Voice of America
Nationalism Fuels Japan-China Island Dispute　( 藤原帰一教授）
2011/8/22

 ▍ 47NEWS
市民後見実証プロジェクト　第一回 市民後見全国大会　紹介

「市民後見人の普及目指し全国大会　NPO など取り組み報告」
2011/7/2　

 ▍ 時事ドットコム
東大で「市民後見全国大会」　2011/6/30　

 ▍ 日経 BP　ガバメントテクノロジー
21 世紀型の福祉国家に向け発送を転換すべき（森田朗教授）
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ウェブサイトからの発信

　コラム   
　

http://pari.u-tokyo.ac.jp/media/magazine.html 　

行き詰まる政党政治　2012/7/10

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

規制のハーモナイゼーションを通じた医療イノベーション
の可能性　2012/7/5

政策ビジョン研究センター特任助教　佐藤智晶

大学の役割　2012/6/12

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

ワーキングマザー倍増計画　2012/5/29

政策ビジョン研究センター特任研究員　三浦瑠麗

アフガンの米兵銃乱射　2012/5/18

ムバラク後のエジプト　2012/4/18

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

第 1 回エネルギー政策ラウンドテーブル 　2012/3/19

政策ビジョン研究委センター特任教授　芳川恒志

科学技術イノベーション政策形成プロセスとその担い手 
2012/2/24

政策ビジョン研究センター長　城山英明

オバマ政権の「オープンガバメント　2012/2/13

公共政策大学院 特任教授　奥村裕一

破綻国家 拡大の危機　2012/2/9

戦争に踏み切るとき 2012/1/17
TPP 議論　2012/1/5

主役の交代　2011/12/21

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

新しい時代のエネルギー政策構築に向けて　2011/12/14

政策ビジョン研究委センター特任教授　芳川恒志

新たな核廃絶構想　2011/11/21

ウォール・ストリート占拠　2011/11/1

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

原子力安全規制改革の方向性と今後の具体化における課
題　2011/10/25

政策ビジョン研究センター長　城山英明

日本人の意思決定パターンは変わったか？　2011/10/17

政策ビジョン研究センタｰ 客員研究員　田中 修

被災地の現状と復興の道筋　2011/9/5

法治主義と非常時体制　2011/8/5

政策ビジョン研究センタｰ 学術顧問　森田朗

大国の条件とは何か　2011/7/25

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

政策決定への科学的助言制度の再設計　2011/6/30

科学技術振興機構　社会技術研究開発センタｰ長　有本建男

首相退陣と民主主義　2011/6/28

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

震災復興は厳しい現状を分析し、重点的・集約的・効率
的実行を　2011/6/16

政策ビジョン研究センター学術顧問　森田朗
政策ビジョン研究センター特任研究員　飯間敏弘

エネルギーシステムを考える～復旧から復興へ～
2011/6/15

工学系研究科総合研究機構　イノベーション政策研究センター
特任講師　梶川裕矢

持続可能なヘルスケアのかたち　2011/6/6

博報堂 ディレクター　水口哲 

東日本大震災からの復興における「ネットワーク」の重要
性　2011/6/2

政策ビジョン研究センター教授　坂田一郎 

原発と核兵器　2011/5/19

災厄と評論　2011/4/25

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

広報と危機管理　2011/4/19

政策ビジョン研究センター客員研究員　藤田正美

福島第一原発 4 つの「なぜ」 　2011/4/4
公共政策大学院 特任教授　諸葛宗男

大震災復興プランは、発想を転換しゼロベースで大胆に
２０11/4/1
政策ビジョン研究センター学術顧問　森田朗

※肩書は掲載当時のものを反映しています。

　政策ビジョン研究センターウェブサイトのコラム欄では、
現代社会の課題について、各分野の専門家の目から見たユ
ニークなコメントを掲載しています。
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ウェブサイトからの発信

   学内広報　 

　

http://pari.u-tokyo.ac.jp/column/index.html 　

Policy + alt vol.34　2012 年 7月号

在宅医療研究会　多職種連携の課題を解決
医療安全をめぐる対話

Policy + alt vol.33　2012 年 6月

意匠法と著作権法　狭間にある死の谷 
仮想世界と法を考える研究会　成果を電子書籍で発信

Policy + alt vol.32　2012 年 5月

医療イノベーションとハーモナイゼーション
アジアのエネルギー　その課題と展望

Policy + alt vol.31　2012 年 4月

日本は変わったのか 変わっていないのか
東日本大震災 1 年　見えない復興の道筋　消えない国民の不安

Policy + alt vol.30　2012 年 3月

グローバル視点でベースとなる議論を
ミャンマーで講演　経済・社会改革で協力要請

Policy + alt vol.29　2012 年 2月　

国際的視点で検証する日本のエネルギー政策
現代国家の課題と行政学の使命

Policy + alt vol.28　2012 年 1月

3.11 後の国際支援と災害からの教訓
震災復興支援に関する広報協力　化学工学会から感謝状

Policy + alt vol.27　2011年 12月

原子力安全規制改革：法目的の再定義と独立性確保を
日英医療安全ワークショップ
制度と現場の相互作用で医療の安全を高める

Policy + alt vol.26　2011年 11月

新しい医療技術を臨床現場に届けるために
バリュー・ベイスド・プライシング
医療上の価値を評価する仕組み

Policy + alt vol.25　2011年 10月

APEC イノベーション・投資・技術会合
I T 化の効果をいかに早く引き出すか
坂田教授講演概要　よりオープンな共同の枠組みを

Policy + alt vol.24　2011年 9月

アジア首脳会合枠組み　第 1 回エネルギー効率化会議
ロードマップを踏まえた政策形成を」

Policy + alt vol.23　2011年 8月

第 1 回市民後見全国大会
市民が支えあう社会システムを目指して

Policy + alt vol.22　2011年 7月

震災復興におけるネットワークの重要性
技術の社会影響評価とマネジメント

Policy + alt vol.21　2011年 6月

被災の違いを踏まえた地域新生を
震災復興政策支援サイト

Policy + alt vol.20　2011年 5月

テクノロジーアセスメント、市民後見、地域医療情報
より実証的な俯瞰研究を目指して
健康・医療政策関連　戦略ワークショップ

Policy + alt vol.19　2011年 4月

東日本大震災・復興への提言
ゼロベース発想に転換を
20 年先見据えた社会を
震災発生時に必要な医療・介護ポータルサイト

   

　政策ビジョン研究センターでは 2009 年 9 月より、学内
広報上に、連載記事 Policy + alt を毎月一回掲載し、ウェブ
サイトにも同内容のPDFを公開しています。Policy + altでは、
当センターが最も重要視しているトピックスを中心に、その
ときどきのホットニュースを、当センターの取り組みの様子、
活動状況などと共にご紹介しています。2011 年度は下記の
タイトルで作成しました。 　　　　　  （担当：山野 泰子）
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センター規則

内規

平成２０年７月８日　総長裁定 

（趣旨）
第１条　この内規は、政策ビジョン研究センター（以下「センター」
という。）の組織及び運営について定めるものとする。

（目的）
第２条　センターは、東京大学の有する高度で多様な知性を結集
して、未来社会や国際社会へ貢献しうる政策提言を行い、新たな
選択肢を社会に提示することにより、広く社会に貢献することを目
的とする。

（業務）
第３条　センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲
げる業務を行う。

（１）諸分野における政策に関する研究及びその企画・調整
（２）国内外の大学・政府機関・企業等との連携
（３）政策提言のための情報発信・フォーラム等の開催
（４）政策に関し高い能力をもった人材の育成
（５）その他前条の目的達成のために必要な業務
（組織等）
第４条　センターに、特任教員、特任専門員等を置くことができる。
２　常勤の教職員に、センターの教職員を兼ねさせることができる。
３　前２項の教員の選考は、東京大学総長室総括委員会内規及び
東京大学総長室総括委員会教員選考に関する申し合せによるもの
とする。

（センター長）
第５条　センターに、センター長を置く。
２　センター長は、本学の教授のうちから総長が指名する。
３　センター長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

（副センター長）
第６条 センターに、副センター長を置くことができる。
２　副センター長は、本学の教授のうちからセンター長が指名する。
３　副センター長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

（運営委員会）
第７条 センターに、その管理及び運営に関する重要事項を審議
するため、運営委員会を　置く。
２　運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（研究及び人材育成の推進）
第８条 センターに、政策課題に応じた政策研究、政策提言を
行うために研究ユニットその他の部門を置くことができる。

（事務）
第９条　センターに関する事務は、公共政策学連携研究部で行う。

（補則）　
第１０条　この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必
要な事項は、別に定める。

　附則　この内規は、平成２０年７月８日から施行する。

運営委員会内規

平成２０年１０月７日　機構長裁定

（趣旨）
第 1 条　この内規は、東京大学政策ビジョン研究センター内規（以
下｢センター内規｣という。）第 7 条 2 項の規定に基づき、政策ビジョ
ン研究センター運営委員会（以下 ｢委員会｣ という。）の組織及び
運営について定める。

（任務）
第 2 条　委員会は、東京大学政策ビジョン研究センター長（以下「セ
ンター長」という。）の諮問に応じて、東京大学政策ビジョン研究
センター（以下「センター」という。）の管理運営に関する重要事項
について審議する。
２　センター長は、次に掲げる事項については、委員会の審議を
経なければならない。
　（１）教員の人事に関する事項
　（２）センター内規第８条に定める研究ユニットその他の部門の
設置及び改廃に関する事項
　（３）政策提言等の公表に関する事項
　（４）寄付等外部資金の受入に関する事項
３　委員会は、センター長に対して意見を述べることができる。

（組織）
第３条　委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
　（１）センター長
　（２）副センター長
　（３）センター専任の教授及び准教授
　（４）センターの兼任教員のうちセンター長が必要と認めた者
　（５）その他センター長が必要と認めた本学教職員、学外の有識
者及び研究者
２　前項第４号及び第５号の委員の任期は、２年とする。ただし、
再任を妨げない。
３　委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、
説明又は意見を聴くことができる。

（委員長）
第４条　委員長は、センター長をもって充てる。
２　委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
３　委員長に事故があるときは、委員長が予め指名する者がその
職務を代行する。

（議事）
第５条　委員会は、原則として、委員の過半数が出席しなければ、
会議を開き議決することができない。
２　委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、委員長が決定する。

（専門委員会等）
第６条　委員会は、特定の事項について審議するため、専門委員
会等を置くことができる。
２　専門委員会等の委員は、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。

（補則）
第７条　この内規に定めるもののほか、委員会及び専門委員会等
に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。

　附則　この内規は、平成２０年１０月７日から施行する。
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センター規則

顧問、客員研究員等の委嘱に関する内規

平成２０年　９月２６日　制定
平成２０年１２月１８日　改正

平成２１年　７月２２日　改正
平成２２年　６月１１日　改正

機構長裁定

顧問、客員研究員等の委嘱に関する内規を次のとおり定める。

第１条　政策ビジョン研究センター（以下「センター」という。）の
活動に対し、助言その他の支援を行う者として学術顧問（シニア・フェ
ロー）及び顧問（フェロー）を、センターにおいて政策研究に従事
する者又はセンターの活動に協力する者として客員研究員、協力教
員をそれぞれ置くことができる。
第２条　顧問は、各界において指導的立場にあり、政策に関して
識見の深い者の中から、運営委員会の議を経て、センター長が委
嘱する。
第３条　客員研究員は、政策に関して一定の研究上の業績を有する
者又は実務上の経験を有する者の中から、運営委員会の議を経て、
センター長が委嘱する。
２　センターは、客員研究員に対し、依頼の内容に応じ、シニア・
リサーチャー、リサーチャー、リサーチ・アソシエイト又はアドバ
イザーの称号を付与することができる。
第３条の２　協力教員は、政策に関して一定の研究上の業績を有す
る者又は実務上の経験を有する学内の教員の中から、運営委員会
の議を経て、センター長が委嘱する。
第４条　任期は、顧問は 2 年、客員研究員等は 1 年とする。ただし、
再任を妨げない。
第５条　顧問、客員研究員等が、学外においてその称号を用いて
発言、発表等を行うときは、事前にセンター長の了承を得るとともに、
発言、発表後その内容を報告するものとする。

　附則　この内規は、平成２０年９月２６日から施行する。
　附則　この内規は、平成２０年１２月１８日から施行する。
　附則　この内規は、平成２１年　７月２２日から施行する。
　附則　この内規は、平成２２年　６月１１日から施行する。

研究ユニット等の設置及び運営に関する内規

平成２０年　９月２６日　制定
平成２２年　６月１１日　改正

機構長裁定

（趣旨）　
第１条　政策ビジョン研究センター（以下「センター」という。）に、
政策に関する研究を行う単位組織として「研究ユニット」及び具体
的な社会実証を行う単位組織として「研究実証プロジェクト」（以下

「研究ユニット等」という。）を置く。
（ユニットの組織）
第２条　研究ユニットに、それぞれユニット長及びユニット運営委
員会を置く。
２　ユニット長及びユニット運営委員会の委員は、センター長が委
嘱する。ただし、委員のうち、少なくとも 1 名は、センターの専任
教員の中から委嘱するものとする。
３　前項ただし書の委員は、研究ユニットにおける研究の推進、
政策提言の取りまとめ等を担当する。

（研究実証プロジェクトの組織）
第３条　研究実証プロジェクトに、それぞれプロジェクトリーダー及
びプロジェクト運営委員会を置く。
２　プロジェクトリーダー及びプロジェクト運営委員会の委員は、
センター長が委嘱する。ただし、委員のうち、少なくとも１名は、
センターの専任教員の中から委嘱するものとする。
３　前項ただし書の委員は、研究実証プロジェクトにおける実証的
研究の推進、地域との連携、政策提言の取りまとめ等を担当する。

（設置手続）
第４条　研究ユニット等の設置を希望する者は、当該研究ユニット
等の名称、研究の概要、政　策提言の目的、構成員、設置期間、
成果発表の時期、資金源その他必要事項を定めて、センター長に
申請する。
２　センター長は、センター運営委員会の議を経て、研究ユニット
等を設置する。

（経費負担）
第５条　研究ユニット等の運営にかかる経費の負担については、別
に定める。

（報告）　第６条　ユニット長は、定期的に、研究の進捗状況及び
会計について、センター長及びセンター運営委員会に報告しなけれ
ばならない。

（ユニット等の廃止）
第７条　研究ユニット等は、その目的の達成、期間の満了その他の
存続する理由の消滅等によって廃止する。
２　廃止の手続は、設置の手続に準ずる。

　附則　この内規は、平成２０年　９月２６日から施行する。
　附則　この内規は、平成２２年　６月１１日から施行する。
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メンバー紹介（2012 年 7 月末現在）

 ▍総長室顧問・特任研究員　　ノレーン ステファン 

 
 ▍顧問

有本 建男

肥塚 雅博
堀場 雅夫

 ▍特任教員
佐藤 智晶
宮内 康二

 ▍併任教員 
岡野 まさ子
芳川 恒志

 ▍協力教員 
中島 勧

福田 一徳

 ▍特任研究員 
飯間 敏弘
桐山 恵理子
小林 徹
齋藤 真由美
佐々木 一

瀬川 友史
田代久人
中村 裕子

畑中 綾子
北郷 太郎

松尾 真紀子

三浦 瑠麗
山野 宏太郎

 ▍外国人特別研究員
黃 穗兒 （ウォン スイ） 

 ▍特任教授 ▍センター長

 ▍専任教員

城山 英明 
政策ビジョン研究センター長

公共政策大学院副院長、教授

法学政治学研究科教授

秋山 昌範　　
政策ビジョン研究センター 教授

マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 

客員教授

坂田 一郎
政策ビジョン研究センター 教授　

工学系研究科教授

電力ネットワークイノベーション

総括寄付講座共同代表

谷口 武俊
政策ビジョン研究センター 教授　

複合リスク・ガバナンスと公共政策ユニット

三國谷 勝範
政策ビジョン研究センター 教授　

複合リスク・ガバナンスと公共政策ユニット

武藤 芳照 
東京大学理事・副学長

政策ビジョン研究センター 教授

高齢社会政策・制度研究ユニット

政策研究大学院大学 教授、
科学技術振興機構・社会技術研究開発センター長
富士通株式会社 取締役執行役員専務 
株式会社堀場製作所 最高顧問／全国イノベーショ
ン推進機関ネットワーク協議会 会長

政策ビジョン研究センター特任助教
政策ビジョン研究センター特任助教
 

航空イノベーション総括寄付講座 特任准教授
公共政策大学院 特任教授 
   

大学院医学系研究科　救急医学講座、医学部附属病
院 医療安全対策センター センター長（准教授）
大学院農学生命科学研究科　特任講師
  

市民後見研究実証プロジェクト
大学ビジョン研究ユニット
知的財産権とイノベーション研究ユニット
市民後見研究実証プロジェクト
テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト
知的財産権とイノベーション研究ユニット
知的財産権とイノベーション研究ユニット※3月まで
テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト
航空政策研究ユニット（航空イノベーション総括寄
付講座　特任研究員（併任））
テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト
研究推進部研究推進課付（併任）
技術ガバナンス研究ユニット
公共政策大学院 特任研究員
複合リスク・ガバナンスと公共政策ユニット
安全保障研究ユニット  
知的財産権とイノベーション研究ユニット

　　　　　　外国人特別研究員

森田 朗
政策ビジョン研究センター 特任教授

東京大学名誉教授

学習院大学法学部教授
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 ▍スタッフ
太田 佳孝
大内 聡美
岡本 香代子
金子 えり子
金安 双葉

黒河 昭雄
小林 知佐子
小林 範子
佐藤 邦子
佐藤 多歌子
佐藤 雅之
鳥羽 信吾
桝谷 智宏
宮崎 進一
村上 壽枝
森林 萌
矢頭 佐紀子
山野 泰子
吉沢 真帆

 ▍運営委員（センター長、専任教員以外）
大江 和彦
五神 真
福田 慎一
藤原 帰一 
大西 隆

 ▍客員研究員
リサーチ・アソシエイト
青戸 直哉
浅野 大介
田中 修
平竹 雅人
シニア・リサーチャ― 
伊藤 孝行
牛久保 雅美
浦嶋 将年
小田 哲明

小野 奈穂子
甲斐 一郎
喜多見 富太郎  

倉本 泰信
小舘 尚文
杉光 一成

田村 暁彦
土屋 智子

徳田 貴仁
徳永 保

橋本 正洋
古井 祐司 
松見 芳男

吉澤 剛
リサーチャ― 
David James Brunner　

Jiang Juan
杉山 昌広
高尾 みどり
長島 美由紀
古谷 真帆
柳 美樹 

アドバイザー 
大島 春行
西山 淳一
藤田 正美
宮崎 緑

 ▍研究ユニット・研究実証プロジェクト責任者
秋山 昌範

大江 和彦

甲斐 一郎

坂田 一郎

城山 英明

鈴木 真二

林 良造

藤原 帰一

松浦 正浩

森田 朗

渡部 俊也

学術支援専門職員（市民後見研究実証プロジェクト）
特任専門員
学術支援専門職員（市民後見研究実証プロジェクト）
特任専門職員（武藤教授室）
学術支援専門職員（地域医療研究実証プロジェクト、
医療 IT 政策研究ユニット）
学術支援専門職員
学術支援専門職員（市民後見研究実証プロジェクト）
助手／事務
特任専門職員（市民後見研究実証プロジェクト）
学術支援専門職員
技術補佐員（市民後見研究実証プロジェクト）
事務補佐員（市民後見研究実証プロジェクト）※ 1 月まで
特任専門員（市民後見研究実証プロジェクト）
学術支援専門職員（市民後見研究実証プロジェクト）
特任専門職員／企画担当
技術補佐員　※ 3 月まで
事務補佐員（市民後見研究実証プロジェクト）
特任専門職員／広報担当
技術補佐員（医療イノベーションプロジェクト）

大学院医学系研究科 教授
大学院理学系研究科 教授
大学院経済学研究科 教授
大学院法学政治学研究科 教授
大学院工学系研究科 教授

在中国日本国大使館経済部 参事官
経済産業省
財務省財務総合政策研究所　次長（副所長）
内閣官房国家戦略室 総理補佐政策企画調査官

名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授
サンデン社・代表取締役会長
鹿島建設株式会社・執行役員
立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科 
准教授
コロンビア大学ロースクール 客員研究員
東京大学名誉教授
　大阪府 政策企画部企画室 政策マーケティング・
リサーチ・チーム・統括参事
京都大学産官学連携本部・客員教授
アイルランド国立大学ダブリン校 専任講師
金沢工業大学大学院工学研究科　教授
知的財産科学研究センター　センター長

（財）日中経済協会　北京事務所長
元（財）電力中央研究所　社会経済研究所・地域政
策領域 リーダー
税理士法人高野総合会計事務所 弁護士、税理士
文部科学省国立教育政策研究所・所長

金沢工業大学 客員教授
ヘルスケア・コミッティ（株） 代表取締役
伊藤忠商事株式会社・理事　
伊藤忠先端技術戦略研究所・所長
大阪大学医学系研究科 准教授  

　　　　米国ハーバード大学 ビジネススクール 
リサーチ・アソシエイト
政策研究大学院大学 外国人特別研究員

（財）電力中央研究所 社会経済研究所・主任研究員
三菱 UFJ ニコス株式会社
財団法人地球環境産業技術研究機構 研究員
先端科学技術研究センター （渡部研究室） 協力研究員
財団法人日本エネルギー経済研究所 地球環境ユ
ニット温暖化政策グル―プ 主任研究員
  
NHK 解説委員  
三菱重工業株式会社 航空宇宙事業本部 コンサルタント
ジャーナリスト  
千葉商科大学政策情報学部　学部長・教授
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長

政策ビジョン研究センター 教授
地域医療情報研究実証プロジェクト
医学系研究科 教授
医療における IT 政策研究ユニット
東京大学名誉教授
市民後見研究ユニット
政策ビジョン研究センター 教授
工学系研究科教授
大学ビジョン研究ユニット
知的財産権とイノベーション研究ユニット
政策ビジョン研究センター長
公共政策大学院教授、法学政治学研究科教授併任
技術ガバナンス研究ユニット
テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト
複合リスク・ガバナンスと公共政策ユニット
工学系研究科教授
航空政策研究ユニット
公共政策大学院客員教授
医療機器の開発に関する政策研究ユニット
法学政治学研究科 教授
安全保障研究ユニット
公共政策大学院 特任准教授
社会的合意形成支援研究ユニット
政策ビジョン研究センター特任教授
東京大学名誉教授
高齢社会政策・制度研究ユニット
市民後見研究実証プロジェクト
先端科学技術研究センター教授
政策ビジョン研究センター併任教授
知的財産権とイノベーション研究ユニット
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