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センター長 挨拶



　東京大学政策ビジョン研究センターは、社会課題解決のた

めの「知の共創」を行う 21世紀型のシンクタンクです。東京

大学が有する知的リソースを統合し、政策研究を行い、充分

なデータと論理に基づいた、課題の分析と解決のための政策

の選択肢を社会に発信していくことを使命としています。こ

れまでに学内各部局と連携しつつ、17の研究ユニットや研究

実証プロジェクトを組織化し、志のある研究者を加えて活動

を拡大して参りました。2013年 4月には、東京大学に 10年ぶ

りにできる全学センターとして、より長期的視野で研究を行

い、学内外のさらなるネットワーク強化を図るための新たな

スタートを切ることになりました。

　当センターの新しいミッションの一つは、大学の「社会に

対する窓」になるというものです。研究者の持つシーズでは

なく、社会の問題意識をベースに研究を組織する、「ニーズ志

向」の取り組みにも力を入れていきたいと思います。国内・

海外の大学及び研究機関等に属する多様な研究者や社会の関

係者の参加を得つつ、特定の組織や単独分野では発見できな

いような社会的課題の探知、課題に応じた総合的な解決策の

研究を行い、その成果を社会にフィードバックする多様なプ

ロジェクトを実現していきたいと思います。

センター長　城山英明
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　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。

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、

学内の様々な部局等による研究成果からアイディアを

汲み上げ、政策の選択肢として社会に発信します。

多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。

組織概要

センターの役割と活動
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Overview of the Institute

　政策に関する研究を行う単位を「研究ユニット」、具体

的な社会実証の研究を行う単位を「研究実証プロジェクト」

と呼び、研究に基づく提言は同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。

全学センター
　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、設置されました。

センターの運営体制
 » センター長：センターの運営全体を統括

 » 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

 » 顧問会：センターの活動に関する助言、支援

 » 専任教員：政策提言の企画、研究ユニットの調整

 » 客員教員、特任教員、兼務教員、特任研究員：研究ユニッ

トの担当

 » 協力教員、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

 » 事務スタッフ：企画／広報／総務

政策提言の方法 組織と運営体制
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インタビュー

——医療イノベーション推進室室長としてご

活躍されていますが、どのような点に活動の

意義を感じていらっしゃるでしょうか。

松本——医療イノベーション推進室は、

最終的に日本の医療をどうするかという

話を進めているわけですけれども、単に

いい医療機器を作るだけではなく、使い

やすい環境を全体で構築していかないと

人類のためにならないんです。社会的な

インフラも含めて最終的なところまで設

計に参加できているという点で意味があ

りますね。医療技術のイノベーションだ

けではなくて、医療というサービスのイ

ノベーションをどうおこしていくかとい

うのが極めて重要なポイントです。

——医療イノベーションにおけるハーモナイ

ゼーションというテーマでシンポジウムが開

催されましたが、ハーモナイゼーションの意

味を教えてください。

松本——医療のあり方なりレギュレー

ションのあり方というのは、その国の文

化とも深く関わっているし、どういう人

が住んでいるのかによっても違いますか

ら、ある国の一つの基準を全人類にあて

はめてうまくいくかというと実はそうで

もありません。ある種の規制のあり方を

うまくハーモナイズさせて全体最適を

とっていくという話になると思います。

　機械製品で言うとある種のスペックで

はこういう規格がいいという話はできま

す。最終的には ISOの規格になっていく

のでしょうが、医療というのはやっぱり

社会の中で動いているわけですから、そ

こにあまり堅い基準を同じスケールで

当てはめるというのはまだちょっと難し

いと思うんですね。完全にホモジェナイ

ズされた世界の中であれば、ひとつのス

ケールで計れるかもしれないけど、そう

じゃないとするといろんなスケールが

あって、その間をどううまく調整してい

けるか、というのが、結局ハーモナイゼー

ションということなのかなぁ、というの

が私の理解です。

　ある小さな領域の中を掘り下げていく

研究は、毎日が新しい発見だからそれは

楽しいものです。コミュニティを小さく

していくと、わりと合理的な規格・基準

のあり方が出てくるかもしれない、それ

をだんだん広げていくことによってハー

モナイズさせていくわけです。最初から

ハーモナイズしようとするのではなくて、

いろんなコンペティションをやって、初

めてハーモナイズさせてコラボレーショ

ンが発生するんですね。そういう風に考

えてくるとそんなにコンフリクトはない

のかなという気はします。

　ハーモナイズさせて、さらに規格・基

準を合理的なものに変えていくことで発

展させていくわけですね。狭い世界だけ

で作った規格なり基準なりが全部を支配

するわけではないというのが重要な話で

はないかと思います。特に、人体という

複雑系を相手にしてるので、毎日どうい

う気持ちで生活してるのかというところ

まで影響がある。そうすると、ストレス

の多い社会に合った規格・基準のあり方

と、もっと自由に生きている社会の基準

のあり方は違うかもしれない。そういう

意味では文系の人も一緒に入ってきて研

究しないといけないと思います。

——ありがとうございました。林先生にお伺

いします。林先生は当センターの中でも医療

機器研究ユニットを担当してくださっていま

すが、医療機器分野においていま目指して

らっしゃることは何ですか。

林——私はもともと経済産業省にいまし

たので、将来の日本を担う産業はなんだ

ろうかというふうに考えています。そう

いう目から見ると、医薬なり医療機器っ

ていうのは、これだけ豊かな高齢者がた

くさんいて、健康志向を持っておられて、

優秀なお医者さんや、世界をリードした

日本のエンジニアがいて、日本の製造業

の品質管理を見ても、世界に冠たるもの

があると思います。

　でも、日本からなかなかリーディング

インダストリーとして出ていかないのは

医療イノベーションのフロントランナーに聞く

社会のインフラをイノベートする

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　松本洋一郎

東京大学公共政策大学院 客員教授　林良造

東京大学公共政策大学院 客員教授　大西昭郎
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Interview

不思議だと思ったところから研究を始め

まして、研究会等をやりながら確かに

様々な問題があることがわかりました。

例えばベンチャーキャピタルが十分じゃ

ないとか、ベンチャービジネスのリー

ダーが IPOばっかり目指しているだとか、

経営者としてリスクをとらない者が多い

とか、国際的になかなか活躍する人材を

育てていないとか、様々な問題があるん

ですけれども、ずっと根底まで考えて詰

めていくと、どうも規制に問題があるこ

とがわかりました。

　規制にも様々な分野がありますけれど

も、安全規制なり保険という形での規制

なり、あるいは病院の配置規制なり、そ

ういうものが大変不透明で、ビジネス

として見当がつかない。それがすべての

出発点にあるようだということがだんだ

んわかってきまして、その頃に医療機器

に特化して考え始めました。同時に医療

改革協議会という、政治のリーダー、実

業界の方、学会の方、あるいはお医者さ

んといった非常に幅広いメンバーが入っ

ている会の中で、実はそういう規制の不

透明性に伴う問題というのが様々なとこ

ろで、単に医療機器だけでなく、例えば

救急医療の問題だとか、あるいは解剖医、

検視官の数が足らないとか、いろんなこ

とでつながってきているということがわ

かってきました。

　そしてその頃にちょうどドラッグラグ

だとかデバイスギャップと呼ばれるよう

な、実は産業の問題というよりも、患者

さん自身が日本の状態が遅

れていることによってたい

へん不利益を受けている現

象があることがだんだん分

かってきた頃から、話が動き

始めたような気がしています。

——規制の不透明性が問題だ

ということですか。

　先ほどのハーモナイゼー

ションの話に関係するん

ですけれども、グローバ

リゼーションが進んだ結

果、企業の生む製品だけ

じゃなくて、企業もお医者

さんも患者さんも国境を越

えて動くわけですが、彼ら

は一番いいところ、活動し

やすいところに動いていき

ます。活動しにくいところ

には別に行かない。そうす

ると、せっかく日本の技術があるにもか

かわらず、日本の患者さんがその恩恵を

受けられないというようなことが起こる。

そういう構造になっているということが

わかってきて、その頃から随分政府全体

を挙げて動き出しました。

全体像を描いて問題解決を
　政府の中では、各省一生懸命やっては

いるんですけれども、どうしても自分の

分野の考え方で縦割りになりますし、日

本の行政の癖と

して、ミクロの

分野の利害調整

的な形で結果を

うまく出すため

に、不透明な形

であっても収め

ていくという文

化があるからで

す。それが大き

な問題になって

きたところで内

閣が表に出てきて、各省の言い分を抑え

る形で全体像を描きます。安全規制の問

題、保険の問題、病院配置の問題、お医

者さんの数の問題、あるいは医療過誤

の種類の問題といった全体像を書いて、

各々やりなさい、ということになります。

これは内閣しかできないんです。かつそ

の内閣の中で、松本先生のような、ある

意味で中立的な方がそこに指揮を執って

いることによって、各省が動いていきま

す。10年前に始めたところから比べると

よく動いたなあと思う反面、世界はもっ

と早いスピードで動いてますから、まだ

まだとも思います。内閣がリードしてき

てここまできたお陰で医療機器について

は様々な規制の問題が大変はっきりして

きて、それをきちっとやっていこうとい

うことまでやっていただきました。次は、

再生医療や個別化医療といった問題も同

じように考えて早く対応していかないと

いけないと思います。

　ハーモナイゼーションというのはどう

してもやはり人の安全に関わりますから、
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とか、自然科学と社会科学のインタラク

ションにどういうことが起きるのか、そ

ちらのイノベーションをどう作っていく

のかというところに非常に興味がありま

す。そういう意味では、いま話題になっ

ております医療機器の中で見えてきた医

療機器のイノベーションが、医療制度の

社会の仕組みにどういう影響を与えてき

たか、または与えつつあるのかというこ

とを、さらに敷衍し、もう少し幅の広い

別の分野のイノベーション技術が今後ど

ういう風に影響していくのかということ

を見ることができたらいいかなと思って

います。

　自然科学の分野、社会科学の分野、も

しくは各国の市場で起きている、企業の

分野という意味でのフロントラインのこ

とをたくさんの方に知っていただくこと

は非常に重要なのかなと思います。もと

もとどこで何が起きているかということ

から、多くのことが発生してくるという

ことですね。ところが、林先生も言われ

ましたが、これまで少し透明でなかった

部分、もしくは情報として見えにくかっ

た部分というのが、医療の分野は特に多

いのかなと思いますので、そういうもの

を少しでも見つけて、皆さんに知ってい

ただいたり、興味を持っていただくという

ことができれば、役に立つと思いますね。

林——今ものすごく多くのデータが利用

可能になってきていて、そのデータを解

析することによって、世界で共通の考え

方と基盤でいろんなことが技術について

も制度についても考えられるようになっ

ています。そういうフロンティアが日本

でもやっと広がりつつある。そもそも世

界はもっと早く進んでいますから、ここ

からやや本物の競争ができるようになっ

たということじゃないでしょうか。

——日本が優位性を維持できる可能性はあり

ますか。

の視点ということで、医療イノベーションを

推進する上で大事なポイント、視点を教えて

いただけますか。

医療イノベーションの両輪
大西——私のバックグラウンドは産業界

で、医療機器のメーカーという立場か

らこれまでのような活動に関わってきた

んですけども、やはり先ほども両先生が

おっしゃられたように、医療の分野とい

うのは、自然科学と社会科学の接点のよ

うなところだと思うんですね。科学技術

が発達することによって、新しい治療法

ですとかいろんな機器、薬剤、手法が開

発されてきますが、それを今度実際に医

療現場にあてはめていくというのは、社

会的なコンセンサスを作りながらやって

いかないと実現できません。さらにはコ

ンセンサスの中に非常に重い仕組みとし

てできあがっている制度を、企業がどう

あてはめていくのか、またそれをどう調

整していくかということが医療イノベー

ションの両輪としてあると思います。

　とりわけ産業界の中にいると、それを

生々しく感じます。もうひとつは、産業

界には国境がありませんから、世界中の

マーケットで、その制度の中で、ある技

術をいかに普及させていくかということ

を考えていくわけですね。そういう立場

から見ていくと各国の違いも見えてきま

す。また制度というものが、産業もしく

は経済活動に、または患者さんたちの状

況にどう影響していくのかということを

間近に見ることもできました。それをう

まく研究の場に生かしていければと思い

ます。

——大西さんは、産業界の立場から研究され

ているわけですが、どんな点に関心をお持ち

になりますか？

大西——イノベーションというのは今ま

でどちらかというと、松本先生が言わ

れるように自然科学を中心に進められて

いたと思うのですが、やはり社会の制度

おのおの微妙に違うところがあるなかで、

一方で世界に限られた医療資源をより多

くの人が受益できるように、より早くよ

り安全に提供していくという合理的な考

え方で整理をしていこうということにな

ります。そうなった段階で初めて世界で

調和する、ハーモナイズするということ

が可能になるんですね。そういった意味

で、次に見えている課題について、日本

が早く動くことによって費用面、あるい

はお医者さん、患者さんにとって親和的

な環境を日本の中でできれば、皆さんそ

こに来ますから、そこで医療活動・産業

活動がまた日を浴びることになります。

——医療機器の次に再生医療が見えてきたと

おっしゃったんですけど、再生医療から手が

けるという可能性はなかったのですか。

林——いろんな考え方があったと思いま

すが、医療機器をやることによってはじ

めて、何層もの問題があって、一番そこ

に根源的な規制の問題、申請の問題、あ

るいは妙な画一性とか、縦割り性とか、

そういう問題があるということがわかっ

たと思います。それによって次の問題が

初めてできるようになったのです。そう

いった意味で言うと、世界はもっと先に

非常に具体的に進んでいることがあって、

それを現に見ることによって、正面から

取り組まなきゃいけない、ということに

なり、まさにその同じ問題が再生医療な

り、個別化医療なりにも待ち受けている

ということになります。だからこれがで

きてはじめて、ある意味でワンユニット

ができたということになり、様 な々ところ

に適用できるようになります。僕自身は医療

機器でそこまでできたことを評価します。

松本——再生医療と医療機器だと技術的

に先を走っていたのは機器の方ですよね。

再生医療はこれからまだまだ発展する分

野だから、そういう意味じゃ機器が先な

のだと思います。

―わかりました。では大西先生、産業界から
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ます。実は、遅れることによってマイナ

スもあるし、あるいは一緒にすることに

よってマイナスもあるし、遅れすぎない

ように、かつ粗雑にならないように、丁

寧にやっていくっていう、ものすごく合

理的な、エンジニアリング的な手法がで

きるところなんです。それをものすごい

シンプルに、安全か危険かとかいうこと

で、少し厄介な問題が出たから、じゃあ

もう一切やめましょう、というふうにし

ないで、きちっと合理的に判断をしてい

くというプロセスが今スタートしている

状態じゃないかと思います。

 

（聞き手：佐藤智晶 東京大学政策ビジョ

ン研究センター 特任助教、山野泰子

編集：藤田正美）

療機器について言えば、医療機器を開発

してるメーカーがちゃんと技術者を投入

してね、そういうスペックのものを作る

かどうかです。もう設計はできてるんで

すね。製造をするかどうかっていうディ

シジョンが大きいかもしれない。

——増幅させるような何かを生み出せるかで

すね。

松本——医療機器を作って使ってもらっ

た時に、機械ですからひょっとして何か

あるかもしれないし、医療だって、患者

さんをパーフェクトに診断できてある措

置をするわけじゃない。そうした時に今

の日本の中ではその責任の取り方がどう

なのかという、なかなか複雑な問題はあ

りますね。

林——ある意味不幸なことに、安全か危

険かっていうふうに二分されてしまう

と、ものすごく不毛な議論になっていき

競争条件に恵まれている日本
林——日本にはこれだけ豊かで健康志向

の高齢者がいて、マーケットがありま

す、サプライサイドを見てもこれだけ優

秀なお医者さんが山ほどおられて、かつ

製造業という観点からみると技術開発能

力にしても、品質管理能力にしても、や

はり世界でも冠たるものです。これだけ

揃っていて、勝てないはずがありません。

他の分野を見ても、需要があって供給が

あって、これだけ恵まれた環境っていう

のはなかなかあるわけじゃないでしょう。

医薬もそうかもしれませんけれども、医

療機器っていうのは特に日本の場合には

機械工業とか各々の技術と産業というも

のをしっかり持っていられるので、まさ

にこれで成功できなければ、日本で他の

ことも成功できないんではないかという

気はしますね。

松本——ひとつは、やるディシジョンを

するかどうか、ということなのです。医
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アメリカの病院に 5時以降に行くとほと

んど医者の姿はありません。当直の先生

以外みんな帰っています。日本だと遅く

まで先生が残って患者さんのケアに当た

るなど、自己犠牲といいますか、患者さ

んを治すという情熱だけで頑張ってると

ころがあります。

——その情熱をアメリカに持ち込むのですか。

医療にグローバルな視点を
加藤——そうですね。そういったことを

日本的にやっていると、アメリカ人で

も分かってくれる人がいて、評価されま

す。それに一般的によくいわれるように、

病気はひとつの国だけで限られたもので

はなく、例えば同じ脳性疾患でもいろん

な国にありますし、感染症は国境を越え

修を始めたのですが、そのときは難しい

ことは考えずに、単純にアメリカみた

いな大きな舞台で活躍してみたいという

のが理由でした。グローバルな視点の重

要性を感じるようになったのは最近です。

昔はアメリカで学んで日本に持って帰っ

てくるっていうタイプの医学が多かった

のですが、私はどちらかというと日本で

研修して、日本で学んだことをアメリカ

で生かしてやっとうまくいったと思って

います。

　医療にはいろんなスタイルがありま

す。最近のアメリカは非常にサイエンス

化してて、その点ではアメリカの治療が

優れていると思うんですが、医療はサイ

エンスだけじゃなくてもうちょっと泥臭

い、ヒューマンの部分がある。日本はそっ

ちが優れてるような気がします。例えば

——今回は米国セントルイスのワシントン大

学医学部退役軍人病院でメディカルインスト

ラクターとして活躍されている医師、同時に

ニューヨーク州の弁護士でもある加藤良太朗

先生にお話を伺います。加藤先生は、東京大

学医学部を卒業後、帝京大学医学部麻酔科に

進まれ、その後、ワシントン大学で内科レジ

デントとして勤務されました。また同大学

ロースクール JD コースに入学して卒業。現

在、法律の知識を生かしながら臨床に従事さ

れています。

　先生はアメリカで長くお仕事をされておら

れますが、医療におけるグローバルな視点の

重要性をどのように感じていらっしゃいます

か。

加藤——私は 2001年に帝京大学からワシ

ントン大学セントルイスに移動して、研

医療イノベーションのフロントランナーに聞く

医療者による医療改善の視点

ワシントン大学医師、ニューヨーク州弁護士　加藤良太朗氏
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す。研修医でもベテラン病院のローテー

ションが好きだっていう人が多いですね。

患者さんの情報が全部電子カルテ化され

てまして、ほとんどの情報はコンピュー

ターの中にあります。病気であまり話せ

ない患者さんが来た場合でも、カルテを

見れば全部分かります。薬の情報も入っ

ています。医者にとって、何かの制約で

最高のケアを提供できないとすごくフラ

ストレーションになります。でも私の病

院だと少なくとも情報は全部あるので、

あとは自分次第ということになります。

——アメリカ退役軍人病院はいくつあるので

すか ?

加藤——病院は全部で 153病院、各州に

少なくとも 1カ所はあります。病院の他

にナーシングホームですとか、ベテラン

センターといって精神疾患を扱って、カ

ウンセリングするような施設も全部入れ

ますと、全部で 1,400以上の施設があり

ます。

——そのすべてで医療情報が共有されている

ということでしょうか。

加藤——外来も入院された患者さんの情

報も全部共有しています。ですから、患

者さんが例えばサンディエゴの退役軍人

病院で最初に受診して、あとボストンに

引っ越しても、そのサンディエゴの情報

は全部見ることができます。それが非常

に強みだと思います。

——患者さんの情報は、どう保護されている

のですか。

構多くいます。外国だけじゃなく中南部、

中西部に出たことがないっていう人すら

多い。意外と医者というレベルの人たち

でもそうです。だから研修医たちには刺

激になります。アメリカだけが正常なん

じゃなくて、いろんな世界にはいろんな

可能性があると知ることがまたアメリカ

を客観的に見ることにもつながり、それ

がアメリカの医療を良くすることにもつ

ながります。可能性を知るということだ

けでも医者としてのモチベーションにな

ると思います。実は最近、アメリカで内

科の人気が落ちてるので、研修医たちが 

モチベーションを持てるように模索して

るんですが、そういうときにほかの国の

ことを学んだら非常に魅力的に感じるの

ではないかと思っているのです。

——次に医療情報システムの有効活用につい

てお伺いします。現在お勤めの退役軍人病院

で導入されているシステムは、患者さんや医

師、医療スタッフの方々にどのようなメリッ

トがあるのでしょうか ?

医療の IT 化によりミスが減少
加藤——患者さんにはメリットがいっぱ

いあります。医療の IT化というのは電子

カルテだけじゃなくて、オーダーシステ

ム、投薬の仕方など全部電子化されるの

で、格段とミスが減りました。例えば退

役軍人病院以外だと、おおよそ 8%くら

いの確率で投薬ミスがあります。患者さ

んを取り違えるとか、薬を取り違えると

いったことですね。私の勤める病院では、

その確率が 0.003%です。ほぼ投薬ミスは

ありません。患者さんもバーコードで特

定しています。そういったミスがないの

は、患者さんにとっては非常に有益だと

思います。

　医療ミスで病気になったり、害を受け

る方もすごく多いので、ミスを減らすこ

とが大きな課題です。そのために ITは

非常に有効な手段だと思います。個人的

な感想ですが、退役軍人病院で働きた

いという医者が増えているように思いま

ていろんな国に広がっていく。医療自体

がグローバルに対応しなくてはいけなく

なっています。これだけ情報網が発達し

てて、いろんな臨床試験、治験の結果な

ども、インターネットさえあればどこの

国でもアクセスできる。旅行も前より比

較的簡単になりましたから、グローバル

に病気に対応できる。だから医療にグ

ローバルな視点が要求されるという部分

もあるでしょう。

——今回は、グローバルな視野を持つための

プログラムの日本サイド責任者として来られ

たのですね。

加藤——はい。私はワシントン大学で

2007年から内科でグローバルプログラム

を始めました。最初はへき地に研修医を

送って医療に貢献するプログラムだった

んです。ブータンとか、アフリカのエリ

トリア、ほかのアジアの国々に行きまし

た。だんだんそのプログラムの人気が高

くなり、行きたいという研修医が増えた

ので、派遣する場所を増やす必要が出て

きました。ただ、へき地医療も行くのが

大変だとか、治安の問題とかいろいろあ

るのでどんどん増やすわけにはいきませ

ん。

　だからアメリカ人も今までみたいに世

界に行ってアメリカの医療を普及させる

だけではなくて、これからはほかの先進

国から医療を学んで、それによってアメ

リカの医療をもっと学ぶ、もっと良くす

るっていう視点が大事だと思ったのです。

それで最初にやっぱり日本に来てもらい

たいと考えて、研修医を 2人連れて一緒

に来ました。

——アメリカからの発信を届けるのではなくて、

日本の情報を取り入れるということですね。

加藤——いろんな国を見ることは大事で

す。アメリカ人は歴史が浅いせいかあま

り旅行する人がいないですね。ワシント

ン大学で外国に行ったことがない人も結
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かということがイノベーションにとって

非常に大事だと思います。

——先日、医療イノベーションについてお話

しされていたときに、医療者による医療の改

善であると言われましたが、「医療者による」

ことのメリットはなんでしょうか。

加藤——医療者だけじゃだめかもしれま

せんが、医者はそれなりに、とくに日本

の場合は献身的に働いています。患者さ

んのためにという、 利他的なところが絶

対あると思います。医者である以上ある

程度利他的な価値観を持っている人だと

信じてますから、医療に関する部署にお

いては医者が参加しているほうが患者さ

んのためになるという視点が必ず保持さ

れると。私も医者なので、考え方に多少

バランスが悪くなる部分があるかもしれ

ませんが。

（聞き手：山野泰子／編集：藤田正美）

アメリカのトップ 10の病院でも 100%

じゃない。7割、8割くらいの患者さんし

かアスピリンを投与されてない。リアル

タイム検索でアスピリン飲んでる人全部

をリストアップできれば、この人たちに

全部一括でオーダーするとかも可能にな

ります。医療を一歩前進させられます。

　今後は遺伝子情報も入ってきます。そ

うすると膨大な量の情報が必要になって

くると思いますが、今のデータウェアハ

ウスは遺伝情報が全部登録されるように

なった時代も想定して設計されています。

これもすごいことですね。

——そういう新しいシステムをつくるとき、

必ず必要がないという方々もいらっしゃいま

すね。そういう人に対してどのようにアピー

ルできるでしょうか。

加藤——臨床に関わることですから、患

者さんのためになるというのが一番の説

得力を持つと思います。これはデータで

裏付けられていますが、格段に医療ミス

が減りました。それに、これから研究で

も ITを使ってどんどん医療がよくなって

いるといったことを考えると、コスト削

減とか、医者の仕事が楽になるとかでは

なくて、患者さんのためになるか、患者

さんに還元できるということが ITを導入

する最大の動機付けでしょう。

——ありがとうございます。最後に一言、医

療イノベーションについてメッセージをいた

だけますか。

加藤——イノベーションは、実際に人類を

一歩成長させなければいけないと思いま

す。それくらいの価値があるものでしょ

う。医療のイノベーションは患者さんの

人生を良くしなければいけません。そこ

が非常に基本的なことだと思います。そ

の原則を常に持っていないと横道にそれ

ることもあります。いろんな人を集めて、

いろんなインセンティブがありますが、

お金もかかりますから、どれを優先する

加藤——実際のカルテにアクセスされて

しまうと、全部情報が入ってますから、

セキュリティーの問題はきっとあると思

いますが、外部からセキュリティーを破

られた例はありません。ラップトップを

飛行場に忘れたという例はありましたが、

それで患者さんの害につながったケース

はまだありません。データがないので、

説得力はないかもしれませんが、外部か

らの攻撃よりもやっぱり内部からの漏え

いのほうが怖いと思います。毎年 1回 IT

に関するオンライン授業も義務付けられ

ています。アクセス権のための書類審査

や日本からリモートアクセスするために

5、6カ月かけて書類審査がありました。

そのくらい内部の人を厳しく管理してい

ます。

——共有することで医療情報がかなり膨大な

量になっていますが、研究者の方々にとって

も大変貴重な研究材料になってきますよね。

加藤——まったくその通りだと思います。

退役軍人病院のシステムでデータウェ

アハウスといって、患者さんのデータを

全部検索可能にしようという動きがあり

ます。退役軍人病院は毎年延べ 5億人の

患者さんを診療しています。その全部の

データを Googleのように検索可能にし

ようとしてます。そうすると、エビデン

スもないし、経験もしたことないような

疾患の方が来た場合、これまではできる

ことがあまりありませんでしたが、リア

ルタイムで似ている疾患を検索できます。

同じような疾患で同じように診断が付か

なかった患者さんをすべてリストアップ

して、なんか効いた薬はないかとか、な

んか共通点があるかとか、そういったこ

とが探れますから医療の進歩につながる

と思います。

　もう一つ、最近言われていることがあ

ります。エビデンスはあるけども、それ

をちゃんと実行しないというケースがあ

ります。例えば心筋梗塞の人にアスピリ

ンを投与するのが当たり前ですけれども、
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——今回は政策ビジョン研究センターの初代

センター長で現在は名誉教授の森田朗先生に

お話を伺います。森田先生は厚生労働省中央

社会保険医療協議会会長も務めておられます。

　政策ビジョン研究センターは、設立当初か

らさまざまな医療関係の研究に力を入れてき

ました。それはなぜですか。

高齢化が深刻になるのは都市部
森田——政策ビジョン研究センターを設

立した目的は二つあります。ひとつは専

門分野の研究に横串を刺すような形で研

究をする、あるいは研究を統合していく

こと。もうひとつは、それを社会に対し

て発信していくことです。 どういうテー

マを選ぶかということで考えたのは、今

まさに国家戦略にもなりましたが、グ

リーンイノベーション、ライフイノベー

ションに関わることです。とくに後者で

は高齢化が大きな社会的課題となってい

るので、高齢社会における医療政策をどう

するかということに焦点を当てたわけです。

　日本の高齢化というのは世界の最先端

を行くものです。「課題先進国」と言った

のは小宮山前総長ですが、そうした中で

この課題に総合的に取り組んでいって解

決していく、その解決策のひとつのモデ

ルを作る。これは、これから高齢化が進

む諸国にとっても、非常に有益な知見に

なります。これはビジネスであるし、ビ

ジネスチャンスになり得る。それを作っ

ていくことがまさにイノベーションでは

ないかと考えたわけです。

　日本の高齢化はこれからどのように進

むのだろうか。数字を見ていると出てく

るのは、これから高齢化が進んで深刻な

問題になるのは首都圏を中心とする都市

部であるということです。都市部の高齢

化というのは、団塊の世代が高齢世代に

入るので数がとても多いし、スピードが

速い。さらに、多くの人が、伝統的なコ

ミュニティではなくて、集合住宅、アパー

トで暮らしている。そして核家族である。

　この前提で医療の問題を考えると、病

院が多い都市部でも想定されるニーズに

比べると供給量が足りません。だから在

宅とか、いろいろな形での医療の形態を

考えていかなければなりません。在宅医

療は、病院と違っていろいろな専門職の

方が時々訪問する形でケアをするという

ことですから、どうやって調整し統合す

医療イノベーションのフロントランナーに聞く

社会的課題解決のモデルをつくる
学習院大学教授、東京大学名誉教授　森田朗
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るかが問題になります。

　あるいは、新しい医療技術や薬がどん

どん誕生していますが、日本の場合には、

創薬といいましょうか、技術開発が、い

ろいろな制度的な問題もあってうまくい

かないとも言われている。そういう課題

の解決についても取り組んでいきます。

　さらに高齢者が在宅の場合、振り込め

詐欺などが問題になっていますけれども、

そういう人たちの医療や介護だけではな

く生活面もケアをしていかないと大変で

す。とくにお金の管理ですね。これらは

全部一体として、高齢社会をどのように

支えていくかということに結びついてい

ると思います。

　さらに大きな問題があります。医療

サービスはどんどん発達していきます

しニーズは増えていきますから、財政も

それに対応していかなければなりません。

今は、医療保険制度や介護保険制度から

支払われているのですが、保険財政が非

常に厳しくなっています。私自身、中医

協の会長をやっていますけれども、どう

いう形で、増加するニーズ、発展する技

術を取り入れながら、限られた医療財源

の下で十分な医療サービスを提供してい

くか、これは非常に難しい問題です。本

当にこれは保険で支払うべき治療なのか、

薬なのか、ということについて評価をす

る仕組みも考えていかなければならない。

海外では議論がかなり進んでいますが、

日本ではようやく始まったところです。

医療 IT でビッグデータを処理
——森田先生は 2010 年に APEC で行われ

たプレゼンテーションで、「医療 IT を駆使し

て医療提供体制をより効果的なものにしてい

くことが今後の課題であり、高齢化社会を迎

えているわが国はもちろん、これから高齢化

を迎える諸外国についても極めて重要であ

る」と報告されましたね。

森田——ITの技術が非常に進歩して、今

では国全体が IT技術を使って政策を実施

するとか、国が詳細にモニターし、きめ

細かくニーズに対応していくことも技術

的に可能になっています。世界のいくつ

かの国では、どんどん取り入れようとし

ています。

　日本にもそういう技術はあるのですけ

れども、制度面の制約であるとか、財政

負担もあり、世界の先端をいく国から 2

周遅れぐらいの状態であると思っていま

す。これらの国を急いで追いかけ追いつ

くことが、医療はもちろん、国民の生活

の質を高めることになると思います。

　医療は非常に複雑な仕事で、今までは

個々の患者さんの治療をどうやって進め

ていくか、どういう形で患者の QOLを

改善していくかが関心の中心であったわ

けです。非常に優秀な先生方の経験を積

み重ね、その知識を共有して医学を進歩

させてきたわけですが、患者さんは非常

に大勢いるし、たくさんの健康な人もいます。

　そういう人たちの中でとくに遺伝子、

環境等の要因と病気との関係がもっと分

かってくれば知識の集積はよりいっそう

進むわけですどういう形で病気が起こっ

てくるのか、感染症などの場合どうい

う形で感染が広がっていくのか、ITを

使って全体として大量の事例を観察すれ

Interview



21

東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013

Interview

も含めて、政治的な文脈の中で、過去

の蓄積と経験と勘に基づいて作ってきた。

それが多くの場合、失敗したり、効果を

生んでいない。お金に余裕があればいい

のですが、これだけ財政状況が厳しくな

ると、投資はうまくいくものに集中しな

ければいけない。そのためには、政策を

作るときにデータなどを客観的に分析し

て、できるだけいいプロポーザルというも

のを作ろうという考えが強くなってきた。

　本当にそのように科学的に政策が作れ

るならば、国会も政治もいらないのでは

ないか、という気がしますけれども (笑 )、

そこまでいくのは現実には難しいでしょう。

　だから、ある前提条件の中で今できる

ことは何かというと、成功する政策ない

しイノベーションの必要条件は何かを明

らかにして、必要条件を満たさないプロ

ポーザルというものは外してしまうとい

うことです。それだけでも現状よりかな

り良くなるのではないかと思います。ど

のように必要条件を絞り込むか、さらに、

ある程度絞り込まれて政策のプロポーザ

ルが出された場合に、きちんと社会的な

認識を得て、社会的な合意形成もしなけ

ればならない。そのために、どういう手

続きに従ってどのように議論を進めてい

くかもきちんと研究しようということです。

——医療イノベーションの推進についての課

題をどのようにお考えですか。

森田——イノベーションを実現していく

ためには、制度的な面、安全性の確認、

さらには費用の負担などを総合的に考え、

いつごろまでに何がどこまで可能なのか、

そういうロードマップをきちんと描い

て、着実に進めることが必要です。あま

り過剰な期待は、かえってリバウンドが

大きい、と思います。安全性もそうです

が、確率論も含めて、どこまでが可能か、

確実なメッセージを発信していくことが

重要です。それがあって初めて地に足の着

いたイノベーションが実現すると思います。

(聞き手：山野泰子／編集：藤田正美 ) 

にとって便利だという話になる。ただ日

本でも、ITを入れて番号制度によって管

理した場合には、役所でやる手続きに関

しては、役所のコストはもちろん、住民、

国民が負担するコストも相当軽減される

と思います。

　これから増えていく単身あるいは夫

婦の高齢者に対してきちんとした社会

福祉のサービス、ケアをしていくために

は、その人たちがどういう状態に置かれ

ているかを、行政なり社会がきちんと把

握しておかなければならない。それでき

め細かいサービスが初めてできるわけで

す。それを人的作業でやるのはとうてい

不可能です。だから、先進国では ITが

どんどん導入されています。在宅高齢者

の情報をタブレット端末で共有して、医

者、看護師がその状態を離れた所からで

も把握できるようにする。そして、必要な

ときに必要なケアをすぐできる、ぜひそうい

うことになってほしいと思います。私もだん

だん高齢者に近づいていますので (笑 )。

政策決定の必要条件を科学的に絞り込む
——先生は文部科学省の科学技術イノベー

ション政策における「政策のための科学」プ

ログラムにも関わっておられますが、医療分

野とはどういう関係があるのでしょうか。

森田——日本でかつてのようなイノベー

ションが起こりにくくなってきた。大学

の研究室では基礎的な研究が進んでいて、

そこで開発される技術や知見は相当レ

ベルが高いけれども、いわゆるイノベー

ションを実用化する前の「死の谷」とい

われるところを越えられない。そこを克

服するような制度を作る、あるいは研究

を進めないと、日本の将来の成長が危う

くなるのではないか。どうすれば「死の

谷」を越えることができるのか。そのた

めのプロセスそのものも射程に入れて研

究をしようという意識が生まれてきた。

　これは、別にイノベーションだけの問

題ではありません。他の分野の研究や政

策でも同じです。たとえば政策は、役所

ば、短時間のうちに把握することが可能

になります。現在では、そういう大量な

データについて数値処理をして、そこか

ら情報を得るということが可能になって

きたのです。ネットワークを活用する形

で、疫学的な情報と、個々の患者さんの

治療というものをリンクさせていく。そ

れによって、より質の高い医療が実現で

きるし、効率的にできるようになる。そ

ういう時代が来たということです。

　さらに医療経済や医療財政、医療保険

の観点からもメリットがあります。ある

薬がどのくらい有効なのかとか、どうい

う治療をすれば効果があるのか、そう

いう情報を早く正確に得ることができる。

今までは経験的な知識に基づいてやって

いたことに対して、きちんとしたデータ

の根拠に基づいて決定を行うことができ

るようになることだと思います。

——先ほど、世界の動向から日本は 2 周遅

れというお話がありました。森田先生は世界

各国の最先端事例にも国内事情にも精通して

おられると思いますが、なぜ日本がそのよう

に遅れてしまったのでしょうか。

森田——技術そのものは相当進んでいる

と思いますし、最先端の研究もあります。

しかし、日本の場合、個人情報について

国民の側に非常にセンシティブなところ

があるから、セキュリティーが確保でき

ないかぎり、なかなかネットワークにつ

なげない。たとえばマイナンバーといわ

れる番号制度の導入を受け容れてもらえ

ないということがあるのです。それを受

け容れてもらうための決断も政治的にも

なかなかできなかったと思います。

　またどういうメリットがあるのかとい

うことが、なかなか国民に理解してもら

えない。日本の場合、行政の質は世界的

にもかなり高いので、多少手間がかかっ

て紙で書類を出しても多くの国民はあま

り不満を感じなかったと思います。とこ

ろが、外国ではそこにコストも手間もか

かるので IT化をしたら利用者つまり国民
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——日本企業ですが、そもそも欧米の企業と

中国などに進出するときの基本的な姿勢が

まったく違うということを渡部先生は言われ

ていますね。それはどういうことですか。

渡部——まず日本企業は中国に進出する

ときには何を目的としているのかという

と、明らかに「製造」なんです。工場を

現地で作るということになると、雇用関

係なども含めてそう簡単には変えられま

せん。つまりかなり長期スパンで考える

ということです。

　欧米企業の場合は、そこまで長期スパ

ンで考えているわけではないケースが多

いように思えます。ある企業は、最初は

ハードを作っていたのですが、やがて特

許でビジネスを全世界に展開するように

なりました。狩猟民族の感覚ですね。ビ

ジネスモデルを用意しておいて、さっと

進出してさっと儲ける。うまくいかな

かったらすぐに次に行く。

　中国でライセンスビジネスを大々的に

展開している企業には、アメリカのクア

ルコムやイタリアのシズベル、オランダ

のフィリップスなどがあります。中国の

場合、ライセンサー補償という制度があ

り、ライセンスした技術に問題があった

場合は賠償を求められます。

　だから日本企業は怖がってあまりやり

たがらないのですが、しかしクアルコム

やシズベル、フィリップスなどに聞く

と「何の問題も起きてない」と言います。

特許期間が満了するまでの 10年とか 20

年のスパンではなくて、もっと短期で考

えているからでしょう。すぐに問題が発

生するわけではないからです。言葉を換

えれば「賞味期間」が短くてもいいとい

うことです。

　10年とか 20年でビジネスモデルをど

んどん変化させていく会社と、日本企業

のようにモノをずっと作っていかなけれ

ばならないと考えている会社では、外国

に進出するときに根本的に考え方が違う

と思います。

——その差は大きいですね。

海外展開の選択肢が少ない日本
渡部——ある意味で、企業が海外展開す

るときに、日本の場合は選択肢が少ない

ということが言えます。商社というのは

昔は口銭を取るビジネスでした。今では

エネルギーに投資するなど投資ビジネス

に変わってきています。事業モデルを大

きく変えることができたのは、モノを作

らないですんでいたからです。しかし日

本のメーカーはどうしてもモノを作るこ

とにこだわりがありますから、ビジネス

プランの変更はやりにくい。

知的資産経営戦略の視点

グローバル展開　日本企業と欧米企業の違いは何か
東京大学政策ビジョン研究センター教授　渡部俊也



23

東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013

Interview

——企業文化の問題ですか。

渡部——たぶん日本企業が「工場」に根

ざしているからだと思っています。工場

というのは切り出せないのでしょう。も

ちろんこのモデルにも理由があって、そ

れが成功の源泉になっているのだけれど

も、でも一方で限界になっているのも事

実です。

　それと人材の問題もあるでしょう。ビ

ジネスにするためには人材のダイバーシ

ティが必要です。大学発ベンチャーなど

で明らかなように、マネジメントするの

が全員研究者というようなビジネスは絶

対にうまく行きません。大会社からスピ

ンオフしたような場合でも、日本の場合

は同質性が高いのです。今の時代だった

ら、外国人を加えるぐらいのことがない

と難しいと思います。

——ダイバーシティということになると、日

本はどちらかと言えば苦手な分野ですが。

渡部——日本にダイバーシティがないか

というとそんなことはありません。ただ

活用されていないだけです。大手の電機

メーカーだって世界中でビジネスをやっ

ているのだから、あの中に実は「シリコ

ンバレー」があるのだと思います。ただ

それを活用していない。できないのでは

なく、できない構造を自分でつくってい

るだけだと思います。

　欧米の企業はベンチャーを切り出して、

また必要なベンチャーを買って、自分の

体質を変えています。そういう考え方を

すれば日本の企業も変われる「伸びしろ」

があるということでしょう。

(聞き手・編集：藤田正美 ) 

性がなくなったのです。

　それにもう一つ。欧米メーカーは使わ

ない特許があれば売ります。1万件の特

許を持っていれば、そのうちの 1000件ぐ

らいは毎年入れ替えます。そのうち 100

件ぐらいの特許はスピンオフしたベン

チャーに渡すというようなことをやりま

す。それをやれば 1年間に 100の会社が

できます。ノキアの調子が悪くても、フィ

ンランドの雇用情勢がそれほど悪くなら

ないのは、ノキアが数多くのスピンオフ

ベンチャーを作ってきたからです。

——かつて日本の大企業が社内ベンチャーと

かスピンオフしたベンチャーをたくさんつ

くった時代がありましたね。

ベンチャーを使ったエコシステムを
渡部——ありましたね。でも考え方が違

うのです。カーブアウト（carv out）ベン

チャーという言葉があります。企業があ

る事業を切り出すということです。10年

ぐらい前に政策投資銀行が出資して、そ

ういうことをやろうとしたのですが、案

件が出てきませんでした。なぜだろうと

思ったら、ある企業がこんなことを言っ

てました。もしそのベンチャーがうまく

行かなかったら、また従業員を自分のと

ころに引き取ることになる。そうだった

ら最初からやらないほうがいい、という

のです。アメリカだったらスピンオフと

いうのはいちおうそこで縁が切れるので

す。そういう意味では、日本は「スピン

オフ」じゃない。

　もしスピンオフしたベンチャーが成功

したらどうなるか。たとえば IBMからス

ピンオフした Tivoliという会社がありま

す。成功して上場したのですが、IBMは

その会社を買収しました。つまりスピン

オフした会社が将来必要になったら、買

い戻せばいいということです。欧米企業

には、ベンチャーを使ったエコシステム

がオープンイノベーションの中で活用で

きる仕組みがありますが、日本の場合は

そこがすごく脆弱です。

——日本企業が「モノ作り」にこだわり続け

ると、あまり変わりようがないということに

なりますか。

渡部——モノ作りは日本のコアビジネス

ですからこれは活かさなければなりませ

ん。ただそのやりかたをもっと工夫する

必要があります。たとえば日本と同じこ

とを海外でもやらなければならないと考

えると、選択肢がなくなります。クアル

コムは、モノ作りを止めてまでモデルを

転換したのです。そういう会社も日本に

は必要です。つまり日本の場合、ダイバー

シティが少ないのだと思います。海外進

出でもみんなリスクを取りたくないから

同じことをやる。それにすべて成功体験

に根ざした選択をするので、同じになり

やすい。

——それを変えていかなければ、日本企業の

将来はどうなりますか。

渡部——やっぱり脆弱になりますよね。

護送船団でもいいときはいいのですが、

ダメになると船団全部がダメになるよう

な状況でしょうか。電機業界の苦況がそ

れを表していると言えます。日本産業全

体にもっとダイバーシティが必要です。

　実は日本の企業は特許の出願件数は多

いのですが、それは攻めのためではなく、

守りのためだったのです。かつてはアメ

リカの企業から訴えられなければいい、

モノ作りはこちらが優れているという姿

勢です。ある政治家が「そんなに特許を

出していてなぜ業績が悪いのか」と会合

で質問していました。

　その通りなのです。要するにたくさん

の特許を持っているが、使っていないの

です。昔はよく欧米から訴えられたの

で、自分たちで特許をもって、最終的に

クロスライセンスに持ち込むことが目的

でした。しかし今はその戦術は効きませ

ん。欧米企業はモノ作りでは新興国と組

み、特許は特許で訴えてくるので、日本

企業がかつてもっていたモノ作りの優位
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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

－医療機器の開発に関する政策研究ユニット

－大学と社会に関する研究ユニット

－複合リスク・ガバナンスと公共政策ユニット

－健康経営研究ユニット

－技術ガバナンス研究ユニット

－安全保障研究ユニット

－航空政策研究ユニット

－社会的合意形成支援研究ユニット

－再生医療政策研究ユニット

－高齢化社会政策・制度研究ユニット

－大学ビジョン研究ユニット

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

 » 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。

 » 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。

 » 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。

 » 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。

 » 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
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国間協調の行方―」と題して、国際文化会館（東京都港区

六本木）において国際研究会を主催した。

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。

活動内容
　2009年から米国・マッカーサー財団主導の「アジア安

全保障イニシアチブ」の一環として米国・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てき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）の活動は、本

年度初頭に終了した。その成果たる英文の論文集は、本

年度の 12月 6日に Routledge出版社より、�e Economy-　

Security Nexus in Northeast Asiaと題して刊行された。また、

昨年度に大規模な国際会議を本センターが主催した、五大

学連合（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）の東アジアの安全保障に関する共同研究も

引き続き進めた。五大学連合の本年度のワークショップは

12月 6‐ 8日に韓国の高麗大学校で開催され、アジア太

平洋の地域秩序について、ユニット長の藤原帰一をはじめ、

5名の教員と本学大学院生 1名が研究発表を行った。

　本年度新たに始動させた共同研究・会議プロジェクトは

3分野にわたる。（a）「危機管理と政治変容」と題して行う、

多様な分野にわたる問題が突如として危機管理上の問題と

して浮上する「安全保障化」とリスク管理をめぐる共同研

究、（b）「国際政治と国内政治の交錯」をめぐる、日米セ

ンターから来年度の助成金取り付けを予定している研究プ

ロジェクトのための準備研究、そして、（c）「海洋安全保

障と国内・国際政治」、すなわち本センターが東京大学海

洋アライアンスと連携して行った「海洋基本計画の見直し

に向けての提言」の安全保障部分に関する執筆協力と、海

洋安全保障に関する国際研究会の主催である。

シンポジウム等の開催状況

　「海洋安全保障と国内・国際政治」研究プロジェクトの

成果を発表し、また内外の識者から知見を提供してもらい、

議論する場として、2013年 2月 25日に「Power Transition 

and Maritime Security―中印の台頭・海洋進出とアジアの多

藤原 帰一教授（法学政治学研究科）

田中 明彦 JICA総裁・教授（東洋文化研究所・情報学環）、北岡 伸一国際大学学長（兼政策研究大学院大学学長補佐・教授）、

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 康博教授（東洋文化研究所）、三浦 瑠麗研

究員（法学政治学研究科）

責任者

メンバー

安全保障研究ユニット
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　また日本、中国、ベトナムなどにおいて関連する研究成

果を報告した。

　デザイン法研究会では 4回の研究会を開催した。

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』のあり方について、

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。さらに特許と学術情報のシームレスな

検索システム等、知的財産制度運用のインフラのあり方に

ついても提言を行います。

活動内容
　当研究ユニットでは、イノベーションを促進する制度を

作るとの視点から、「次世代の知的財産権制度」の在り方

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

行うことを目的としている。23年度以降新興国の台頭と

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てきた。24年度においては①新興

国における知財戦略の研究と政策提言を継続発展させると

ともに、②を発展させたデザイン法研究会を新たに設置し

て、研究活動を開始した。

　この研究会の狙いは、日常用語における「デザイン」は、

実定法上は意匠法、著作権法のほか、不正競争防止法、商

標法などの知的財産関連諸法によって直接または間接的に

保護されているのが現状であることに対して、デザインに

関する関連諸法を統合した「デザイン法」という独立の法

領域と言いうるだけの共通原理の発見あるいは体系化につ

いて志向することを目的とするものである。具体的な研究

内容としては、諸外国のデザイン保護制度・政策の調査・

分析を踏まえて、わが国において「デザイン」はどう保護

されるべきか、という一般人側の視点から、既存の判例・

学説等について見直しを行うとともに、新たなデザイン保

護体系（例えば、「デザイン法」（仮称）の創設）の提言を

含めたデザイン政策全般について再検討を行う。

シンポジウム等の開催状況

　新興国知財戦略に関しては、中国知財制度と運用に関し

て、研究会を 3回開催した。これらの研究成果は、下記に

まとめられた。

＿渡部俊也「新たな新興国における事業展開の要諦―知的

財産マネジメントの視点から機会とリスクを評価する 

―」知財研フォーラム Vol.92（2013）

＿渡部俊也「新興国におけるグローバル知財マネジメント」

知財管理

知的財産権とイノベーション研究ユニット

責任者

メンバー

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）

杉光一成客員研究員（金沢工業大学教授）、佐々木一特任研究員、小林徹特任研究員、山野宏太郎特任研究員ほか
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把握し、今後の展望を探る」（2013年 2月 26日、国際

文化会館、共催）

＿「第 8回仮想政府セミナー　米連邦政府における業務改

革と EA～事例研究～」（2013年 2月 22日、東京大学法

学政治学系総合教育棟、共催）

＿「国際ワークショップ－宇宙政策とガバナンス」（2013

年 2月 27日、国際文化会館、共催）

＿「科学技術イノベーション政策のための科学　第二回国

際シンポジウム」（2013年 3月 8日及び 9日、国際文化

会館、共催）

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。

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、宇宙政策等に関する検討を行った。科学技術

政策については、2012年 1月に文部科学省によって採択

された「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」が次年度（2013年 4月 1日）より本格始動

することから、それに関する準備を行い、社会的な認知・

検討を促進するためのシンポジウムを共催した（「科学技

術イノベーションガバナンスセミナー、エビデンスに基づ

く政策形成－科学技術イノベーション政策への示唆」、お

よび「科学技術イノベーション政策のための科学　第二回

国際シンポジウム」詳細は (2)を参照のこと）。原子力安

全規制政策については、これまでの研究および東日本大震

災後の分析も踏まえて、メディア等を通じて発信を行った

（城山英明「原子力規制組織　残された課題－自治体の関

与、規定明確に」日本経済新聞「経済教室」(2012年 5月

15日 )また、宇宙政策、電子政府政策、海洋科学技術政

策についても検討を継続し、シンポジウム等を多数展開し

た。特に海洋科学技術政策については、東京大学海洋アラ

イアンスとともに、海洋空間、海洋科学技術、国際安全保障、

制作推進組織に関するガバナンス上の提言とともに、人材

育成についての政策提言を行った（「海洋基本計画の見直

しに向けた提言」（2012年 5月 15日付）

シンポジウム等の開催状況

＿「宇宙政策とガバナンス　ワークショップ　－アジア太

平洋宇宙外交の可能性－」（2012年 7月 25日、東京大

学山上会館、共催

＿「科学技術イノベーションガバナンスセミナーエビデン

スに基づく政策形成－科学技術イノベーション政策への

示唆」（2012年 11月 14日、東京大学小島ホール、共催）

＿「シンポジウム　危機に晒される日本のエネルギー・環

境技術日本のエネルギー・環境技術の競争力と気候変動

交渉」（2013年 2月 13日、伊藤謝恩ホール、共催）

＿「シンポジウム　海洋調査研究産業の現在と展望　海洋

に関する多様な調査研究の国内と海外の事情の全体像を

技術ガバナンス研究ユニット

責任者

メンバー

城山英明教授（政策ビジョン研究センター長、公共政策大学院副院長、法学政治学研究科）

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）
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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、

政策の介入のあり方（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Ｙ

Ｓ 11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には、

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。

活動内容
　本ユニットは航空イノベーション総括寄付講座、航空イ

ノベーション研究会、ITPU（国際交通政策研究ユニット）

との連携により活動している。

教育面では、産官学の連携により、大学院生を対象とした

講義「航空技術・政策・産業特論」を実施し、今年度はさ

らにその内容を東京大学出版会より教科書「現代航空論」

を発行し、複雑かつ国際競争の熾烈な航空産業で活躍でき

る人材の育成に努めている。

　また、2012年は初の国産民間航空機 YS‐ 11初飛行

50年記念の年であったため、「フォーラム：YS-11初飛行

５０年 ～ 日本の航空技術・産業の今と未来 ～」（約 300

名参加）、「フォーラム：地域航空と地方空港の未来」（約

130名参加）、といったフォーラム等を多数開催し、今後

求められる政策について議論・提言を行った。

　さらに、学会誌掲載、国際学会発表、基調講演・招待講

演等の他、産官学の勉強会を毎月実施した。

シンポジウム等の開催状況

＿フォーラム：YS-11初飛行 50年 ～ 日本の航空技術・産

業の今と未来 ～（8月 22日伊藤国際学術研究センター

伊藤国際ホール　約 300名参加）   YS-11

からMRJへと受け継がれる我が国の航空技術・産業の

今後の 50年を展望について発表・議論。

＿フォーラム：地域航空と地方空港の未来（1月 22日工

学部 8号館教授会室　約 130名参加）   

海外の事例なども踏まえ、地方路線の支援の在り方、地

方空港の運営の在り方、地域振興における地域航空・地

方空港の意義と課題等について発表・議論。

＿セミナー：航空イノベーションセミナー（2月 13日名

古屋名鉄ニューグランドホテル　約 150名参加  

国土交通省、経済産業省、文部科学省の専門家による航

空分野での政策、制度、先端研究、人材育成に焦点をあ

てた発表・議論。

航空イノベーション研究ユニット

責任者

メンバー

鈴木 真二教授（工学系研究科航空宇宙工学専攻）

日原 勝也特任教授（公共政策大学院）、奥村 裕一客員教授（公共政策大学院）、森田 朗特任教授（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）、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
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Research Unit

研究ユニット概要
趣旨

　医療水準の画期的向上、イノベーションによる国民経済

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

 » 未承認機器使用に伴う法的責任と制度設計

 » 審査 ･承認の手法 ･体制と審査官の責任

 » 医工連携を促進する観点からの諸制度の評価

 » 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）

 » 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

 » 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）

 » 医療機器の改良とリコール

 » その他

活動内容
　医療イノベーションの実現という観点から、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、クローズドな研究会を 6回、公開の医療

イノベーションワークショップを 4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（2012

年 12月 14日）。4月と 12月には、国際ワークショップを

開催し、よりグローバルな視点で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、とりわけイン

センティヴの問題について議論した。

　さらに、夏の 2ヶ月間には、佐藤特任助教が世界最高の

シンクタンクであるブルッキングス研究所の医療政策部門

で医療イノベーション政策の比較研究を行い、今後の共同

研究について 3回議論を進めている。

シンポジウム等の開催状況

　下記医療イノベーションワークショップを 4回開催し、

うち 2回は国際ワークショップである。

＿第 4回　「医療とイノベーション－臨床現場でのイノ

ベーションの実現に向けて」    

2012年 12月 14日（金）開催／伊藤国際学術研究センター

特別会議室（3階）

＿第 3回　「医療とイノベーション－何がイノベーション

を生み出させるのか」     

2012年 11月 27日（火）開催／伊藤国際学術研究センター

特別会議室（3階）

＿第 2回　「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」    

2012年 7月 25日（水）開催／伊藤国際学術研究センター

中教室（3階）

＿キックオフ　「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」     

2012年 4月 13日（金）開催／伊藤謝恩ホール

医療機器の開発に関する政策研究ユニット

責任者

メンバー

林良造教授（公共政策大学院）

佐久間一郎教授（工学系研究科）、樋口範雄教授（法学政治学研究科）、佐藤智晶特任講師（政策ビジョン研究センター）
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責任者

メンバー

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

社会の様々な課題に対し、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

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。

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。

松浦正浩特任准教授（公共政策大学院）

城山 英明教授（政策ビジョン研究センター長、公共政策大学院副院長、法学政治学研究科）、土屋 智子特任研究員（政策研

究ビジョンセンター）

活動内容
　平成 24年度は、文部科学省の平成 24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、「原子力

施設の地震・津波リスクおよび放射線の健康リスクに関す

る専門家と市民のための熟議の社会実験研究」（研究代表

者 土屋智子 特任研究員）に係る活動を実施した。本プロ

ジェクトは、平成 23年度にフィージビリティ・スタディ

として採択された研究を踏まえて、専門家による共同事実

確認（Joint Fact-Finding）の社会実装を目指したパイロッ

トプログラムである。26年度末までに、原子力施設の地震・

津波リスク問題と放射線の健康リスク問題を扱った専門家

の議論の場を実施する。特に、福島第一原子力発電所事故

以降、混迷している活断層問題、低線量被ばく影響を扱う

ため、慎重な設計と準備が必要であり、24年度は地震問

題の詳細設計、放射線問題に関する専門的文献調査を行う

とともに、福島県内被災地の状況を調査した。また、市民

と専門家、専門家間の認識や見解の相違を把握するための

調査を実施し、結果を発表した。

シンポジウム等の開催状況

　特になし

社会的合意形成支援研究ユニット
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Research Unit

責任者

メンバー

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を

行う。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。

活動内容
　知識基盤社会の到来やグローバル化の進展といった時代

の変革の中で、高度人材の養成と学術研究を使命とする大

学に対しては、これまで以上に大きな役割を発揮すること

が期待されている。このため、大学を強化するための様々

な政策が検討されてきているところであるが、一方で、大

学への公財政投資の効果については、定量的な評価手法や

評価の実績が乏しく、政策形成の基盤となるエビデンスが

不足している状況にある。

　このため、本ユニットでは、①大学における高等教育が

経済成長・イノベーションに与える効果、②大学教育によ

る所得向上効果、③大学教育による社会的効果、④大学の

研究によるイノベーション誘発効果、⑤大学立地による消

費効果及び雇用効果について、研究を進め、全体の成果を

取りまとめた。また、高等教育と職業能力との関係を明ら

かにするため、工学部と経済学部の協力により、新たな視

点での「卒業生アンケート」を行い、結果を取りまとめた。

更に、個別の論点として、「近年の日本における教育改革

の動向」、「大学評価及び評価活動の現状と課題」の２つの

ワーキングペーパーを出版した。

シンポジウム等の開催状況

研究会：月 1回程度開催、毎回 17名前後参加

坂田 一郎教授（政策ビジョン研究センター）

松本 洋一郎教授（工学系研究科）、小林 雅之教授（大学総合教育研究センター）、徳永 保客員研究員（国立教育政策研究所

所長）、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）、梶川 裕矢客員

研究員（東京工業大学イノベーションマネジメント研究科准教授、政策ビジョン研究センター客員研究員）、森田 朗客員教

授（政策ビジョン研究センター客員教授／初代センター長、東京大学名誉教授、学習院大学法学部教授）、劉 文君特任講師（大

学総合教育研究センター）、桐山 恵理子客員研究員（政策ビジョン研究センター）

大学ビジョン研究ユニット
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責任者

メンバー

森田 朗特任教授（政策ビジョン研究センター／初代センター長、東京大学名誉教授、学習院大学法学部教授）

武藤 芳照教授（日本体育大学日体大総合研究所所長）、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、公共政策大学院副院長、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）

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・制度のセットのあり方について検

討する。

活動内容
　高齢者の転倒・骨折・介護予防のための医学的知識・情

報をわかりやすく解説した『転倒予防の心がけ』（LLPブッ

クエンド）全 160頁､ 2012）を執筆・発刊すると共に、『転

倒予防いろはかるた』（日本看護協会出版会、2012年）を

監修・発刊し、高齢者の転倒予防のための養生訓の普及・

啓発を行った。

　また、共同通信の連載コラム（週 1本）「スポーツと健

康（750文字）」の欄で、高齢者の健康づくりのための運動・

生活指導や健康障害の予防法等を一般社会に伝える教育・

啓発活動を継続した。

　また、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）の運営を通して、地域社会の高齢者

の健康増進、介護予防の事業活動を展開すると共に、岩手

県転倒予防医学研究会（顧問として参画）の行う地域在住

高齢者の転倒・骨折・介護予防の取り組みを支援・指導した。

シンポジウム等の開催状況

　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（10月 6日、東京大学伊藤国際学術研究センター）し、

医療・保健・福祉等の専門家約 400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、

2013年 3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・助言を行い、一般

市民向けの講演を行った（参加者 650名）。

高齢社会制度・研究ユニット



33

東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013

Research Unit

責任者

メンバー

渡部俊也教授（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、公共政策大学院副院長、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）、各務茂夫（産学連携本部教授）、小林雅之（大学総合教育研究センター教授）、梶川裕矢（東京工業大学イ

ノベーションマネジメント研究科准教授）他

かつ実践的研究に関しては下記 6回の公開セミナーを実施。

ここまで延べ 1000名近く参加した。

　また 3月 8日には、これらの議論を基にした国際シンポ

ジウム「グローバル知的資産経営戦略　新興国との連携を

考える」を 200名以上の参加者を得て実施した。

研究ユニット概要
趣旨

　モノや金銭ではなく、技術や知的財産などの知識を中心と

する無形資産が国や組織の競争力を決める時代になって久し

い。その知識の源泉は大学と社会の様々な組織である。本

研究ユニットでは、わが国の大学や産業組織が如何にして効

果的に知識を生み出し、それを社会で効率的に活用する方策

を見出すことを目的として、経済、経営、法律などの専門家と、

企業や政府機関の実務家を加えた研究組織を構成し、実証

分析的アプローチを交えながら研究を行っている。

内容

　現在取り組んでいる研究は主に下記である。

活動内容
　今日、社会的な課題を解決するイノベーション、新たな

社会システムの構築、国際的な協力等に関して、社会の側

より、大学による知的な貢献に対する要請が高まっている。

また、大学の側からみても、その知を一層鍛え、教育研究

活動をより充実したものとするため、社会とのより緊密な

連携が期待されている。

　大学と社会との連携をより密なものとするためには、大

学と社会における知識の発生や、知識のスピルオーバー、

その知識の産業界における活用についてのち密な分析を行

いつつ、両者間のインタフェース（組織、ルール、担い手

としての専門人材、手法等）について研究を行う必要があ

る。産学連携等に関する初期の 10数年の経験を土台とし

て、世界的に進むナショナルイノベーションシステムの変

化を踏まえ、未来の大学と社会のあり方を展望していくこ

とが欠かせない。しかしながら、現在、そのための具体的

な姿は未だ見えていない。そこで、大学と社会に関する研

究とそれを踏まえた政策提言を行うユニットを平成 24年 

12月に設置した。本研究ユニットでは、大学と社会の関

係性の最適化と未来の展望を切り開くため、大学の制度改

革と社会との関係について掘り下げた研究を行うとともに、

大学および企業の知的資産経営の在り方について実証分析

的アプローチで研究を進めている。

シンポジウム等の開催状況

　東京大学を含む国立大学は、わが国の研究大学を代表す

る組織として、より効果的な社会への貢献が期待されてい

る。現在の国立大学法人は 2003年 10月に施行された国立

大学法人法によって、それまでは国の一部であった国立

大学に境界が引かれ、研究者はその境界を介した協力や競

争を通じて社会と関係を構築し直すこととなった。当ユ

ニットとしては、イノベーション創出への貢献という観点

に立って、法人法施行後 10年の総括を行うとともに、今

後の展望を試みている。また、わが国の大学および企業の

戦略的知的資産経営の在り方を明らかにするための戦略的

大学と社会研究ユニット

1） iモードの国際展開：日本発のエース技術はなぜ標準に
ならなかったのか (2/28開催 )

2） システム思考で問題と向き合う～あたなの会社の問題は
「意識」ですか、それとも「戦略」ですか～ (2/21開催 )

3） インドの成長と共に歩む日本および日本企業の方向性 
(2/14開催 )

4） 技術を活かすデザイン・ドリブン・イノベーション：ビ
ジネスモデルと制度の双方の視点から (2/7開催 )

5） 企業家精神（アントレプレナーシップ）とイノベーショ
ン・エコシステム (1/31開催 )

6） NEDO講座新ビジネス塾スタート (1/24開催 )

1） 国立大学法人についての制度および経営に関する研究
国立大学法人の制度
国立大学法人の経営
アカデミアにおける安全保障管理に係る諸問題
産学連携制度に関する研究

2） 大学や企業の戦略的知的資産経営についての研究
新興国との連携戦略
デザイン主導のイノベーション戦略
オープン・プロプラエタリー知財戦略の研究
国費原資の研究成果についての法政策
人材流動による技術流出に関する研究
政府主導の知財ファンドに関する研究などがある。
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責任者

メンバー

城山 英明教授（政策ビジョン研究センター長、公共政策大学院副院長、法学政治学研究科）

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）、佐藤 仁准教授（東洋文化研

究所）、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）

実施）。リスクの連鎖と帰結を如何に認識すべきか、その

対応策などについて意見交換した。

研究ユニット概要
趣旨

　現代社会では様々なリスクへの対応が求められる。しか

し、特定のリスクへの対応が、結果として別のリスクを増

大させることもあり、個々の状況に応じたトレードオフ判

断が求められる。東日本大震災後の対応においても、自然

災害、原子力災害、食品リスク等の様々なリスクが複合的

に展開するとともに、様々なレベルでこのようなトレード

オフ、ディレンマが見られた。このような複合的リスク・

ガバナンスの問題は、公共政策における意思決定とマネジ

メントの問題である。いかにして俯瞰的問題把握と、それ

を基礎とした透明性のある意思決定、資源配分ができるか

が基本的課題となる。このような問題に対して、様々な専

門分野や多様な実践に基づく知見をいかに俯瞰的に構造化

するのか、そのような社会的意思決定に関する議論を喚起

するのか、そのような意思決定の実施メカニズムをどのよ

うに構築するのか、といった課題について検討する。

内容

　複合的リスク・ガバナンスと公共政策に関する文科系を

基軸とする俯瞰的政策研究を、理科系を含むアカデミズム

と実務の協働を伴いつつ、本センターにおいて実施する。

具体的には、以下のような研究を行う。

    各分野におけるリスク対応のメカニズムと分野間比較

－原子力・エネルギー、自然災害、健康、金融・財政等、    

リスクの相互関係・連関の可視化

　その上で、複合的リスク・ガバナンスに関する社会的意

思決定とマネジメントのあり方について、問題提起と提言

を行う。

活動内容
　本ユニットスタートに伴い「複合リスク研究会」を設け、

OECDや IRGC等におけるリスク・ガバナンスに係る政策

や研究の潮流、将来課題についての情報の共有を図るとと

もに、研究会メンバー各自の専門分野からみた問題認識と

研究課題についての意見交換を適宜実施した。

　上記を踏まえ、福島事故に至るまでの日本の原子力のリ

スク・ガバナンスの欠陥分析、放射性物質による食汚染の

暫定基準値等の策定プロセスの政策分析、震災時の金融リ

スク対応の整理分析などを行い、JSPS東日本大震災調査「科

学技術と政治・行政」班合同研究会に報告し意見交換を実

施。その成果の一部は 1月 28-31日に国連大学にて開催さ

れた Earth System Governance Tokyo Conference 2013におい

て報告した。3月中旬に福島事故がアジア主要国にいかな

る影響を及ぼしているかを調査目的とし、韓国の新政権移

行委員会の Chang教授および関係機関へのヒアリング調

査を実施。

　原子力に関する人文・社会科学分野の共同研究を模索す

るため、日仏ミニワークショップを 6月 21日に開催、した。

11月 20日には仏国パリにて EHESS(社会科学高等研究院 )

により開催された「社会における原子力エネルギー：政治

的・倫理的な問題」「リスク・ガバナンス、経済的・政治

的アプローチ」において報告を行った。

　次年度以降の研究を視野に、WEF-Risk Response Network, 

-Academic  Network, International Risk Governance Council, 

Tsinghua SPPM for Risk Governance等とのネットワーク形成

に努めた。

シンポジウム等の開催状況

　シンポジウム「金融リスク管理の研究　－リーマン・ショッ

ク、欧州ソブリンデッドクライシスや東日本大震災から何を学

ぶか－」（10/25実施）。金融リスクの理論面・実務面での課題

や対応の方向性、方策について意見交換した。

　国際ワークショップ「福島事故がアジアにもたらしたも

の－社会的、経済的、政治的リスクの連鎖を考える－」（2/13

複合リスク・ガバナンスと公共政策ユニット



35

東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013

Research Unit

責任者

メンバー

尾形 裕也客員教授（政策ビジョン研究センター）

大江 和彦教授（医学系研究科医療情報経済学）、城山 英明教授（政策ビジョン研究センター長、公共政策大学院副院長、法

学政治学研究科）、古井 祐司特任助教（政策ビジョン研究センター）

研究ユニット概要
趣旨

　予防医学および経営学を基盤とし、ひとの健康をマネー

ジする社会的な仕組みを構築する事を目的に、健康増進を

進める企業・団体を社会的に評価する仕組みを構築し検証

することで、健康経営を国内外に普及する標準モデルを創

造する

内容

　健康経営とは、従業員の健康を重要な経営指標と捉え、

健康増進に積極的に取り組む企業経営のスタイルである。

　当ユニットの目標は、健康増進を進める企業・団体を社

会的に評価する仕組みを構築し検証することで、健康経営

を国内外に普及する標準モデルを創造することであり、具

体的には、企業の健康経営指標に関する実績データおよび

健康保険組合の健診・レセプトデータを用いて、(1)大規

模集団データに基づき健康増進が生産性などに与える影響

を経時的に検証し、健康経営の評価体系を構築するととも

に、(2)人事および保険者への教育を通じて政策技術者を

育成する。

　これにより、健康増進を意識する企業経営が、豊かで創

造的で生産性が高い社会の構築につながることを発信する。

活動内容
　当研究ユニットは予防医学および経営学を基盤とし、ひ

との健康をマネジする社会的な仕組みを構築する事を目的

に、健康増進を進める企業・団体を社会的に評価する仕組

みを構築し検証することで、健康経営を国内外に普及する

標準モデルを創造することを目指し、平成 24年 11月に創

設された。本年度は研究ユニットを立ち上げ、キックオ

フ・シンポジウムを開催した。当研究ユニットが実施する

研究では社会的なフィールドの確保が不可欠になることか

ら、連携先となる厚生労働省、経済産業省、財務省、健康

保険組合連合会、全国健康保険協会、国民健康保険中央会、

日本経済団体連合会、東京商工会議所、日本医師会、日本

看護協会へ創設の趣旨や研究の方向性などに関して周知し、

シンポジウムにも来賓としてご参加いただいた。また、当

研究ユニットのコンセプトや健康経営の体系化を図る目的

で、内外の先行研究の網羅的サーヴェイを開始した。なお、

平成 25年 4月からの本格的な活動に向けて、体制（人材）

整備を行った。

シンポジウム等の開催状況

　平成 25年 2月 15日に当研究ユニットの創設記念シンポ

ジウム「健康づくりを促す社会的評価が始まった」を伊藤

謝恩ホールにて開催した。今後の研究の方向性を含め当研

究ユニットの紹介をはじめ、厚生労働省、経済産業省より

基調講演をいただき、ユニット創設の下地となった国のモ

デル研究事業（健康経営プロジェクト）から健康経営の社

会的評価の動向、また健康経営を先行している２社の役員

より事例報告がされた。定員を大幅に上回る参加登録があ

り、参加した企業、自治体、健康保険組合へのアンケート

では「健康経営を導入したい」が 79％を占め、社会的な

関心の高まりがうかがえた。

健康経営研究ユニット
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責任者

メンバー

夫、林良造、城山英明）が近刊される予定である。

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し、日本の研究開発促進に向

けた提案を行った。また、バイオ立国であり、ヘルステク

ノロジーアセスメント機関を古くから有するスウェーデン

との研究者および政府関係者との人材交流をすすめ、早期

の研究の社会実装にむけた取り組みの強化に取り組んだ。

▼先端技術分野（介護ロボット）（主担当者：畑中綾子）

　経済産業省委託による「平成 24年度国際標準開発事業」

の一環である、「適合性評価に関する研究会」の委託調査

研究として、主に介護ロボットの適合性評価に関する研究

調査を行った。先端技術分野においては、消費者の安全性

を確保するための安全規格の策定やこの新たな安全規格に

適合を判断する認証機関の育成が必要となる。介護ロボッ

ト分野において、日本は技術的に世界の先駆けであるが、

安全規格の策定や認証機関の育成などの法制度面において

も、同時の開発が必要となる。

他国（今年度は米国）での先端技術分野における安全規格

や適合性評価の開発状況について、調査研究を行った。

シンポジウム等の開催状況

▼エネルギー分野

　上記ステークホルダー会議に加え、平成２４年２月以降、

６回にわたり「エネルギー政策ラウンドテーブル」として、

ASEAN等を中心とするアジアのエネルギーに焦点を当て

て国際シンポジウムを開催した。特に、需要面では中国や

インド、ASEAN等の急速なエネルギー消費の伸び、供給

面では福島原子力発電所事故や「シェール革命」等を踏ま

え、世界のエネルギー需給が大きく変化するなか、アジア

のエネルギー安全保障をいかに確保していくのか、どのよ

うな政策的対応や地域の取り組みが求められているのかと

いった問題意識を背景とするものである。

活動内容
▼エネルギー分野（主担当者：芳川恒志）

　本プロジェクトでは平成 22年度より、東アジア諸国を

対象にしたエネルギー技術と社会的アセスメントを実施し

てきた。本年度は昨年度から行っているラオスのエネル

ギー効率化ロードマッピング計画に関する研究を継続し、

その一環として政府関係省庁や電力公社、地方行政機関、

隣国カウンタパート、国際機関などとのステークホルダー

会合の開催等を行った。

　また、第二回東アジアサミットエネルギー効率化会議

（EAS-EEC 2nd）においてそれまでの研究等について報告

を行い、同時に報告書を ERIA（東アジア・アセアン経済

研究センター）に納品した。一方で、ラオス国立大学およ

びチュラロンコン大学と共同し、ヴィエンチャン（ラオス首都）

の電力需要に関する家庭調査を実施しているところである。

　さらに、ラオスに加えてミャンマーを対象にエネルギー

アクセスの改善を目指し、同国のエネルギー需給の現状分

析、エネルギーのシナリオや政策勧告の策定等を開始した。

特に、ミャンマーの経済発展段階と今後の展望を踏まえつ

つ、近隣国や地方都市の特徴を捉え、同国が置かれた地理

的な重要性等にも配慮したシナリオや政策勧告の策定を目

標としているところである。同研究は、ERIAが同国政府

ととともに行うミャンマー統合経済計画（MCDV）の一部

という位置づけでもある。

▼医療分野（主担当者：畑中綾子）

　平成 24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

を設置）の場において、おもに再生医療を対象とし、他国

の研究開発状況や我が国での HTA導入の可能性を探った。

本研究会の成果としては、『医療技術の経済評価と公共政

策― 海外の事例と日本の針路 ―』（共同監修者：鎌江伊三

城山 英明教授（政策ビジョン研究センター長、公共政策大学院副院長、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）、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）、吉澤 剛

シニアリサーチャー（大阪大学大学院医学系研究科准教授）、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）、 山口 

健介特任研究員（公共政策大学院）

テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト
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▼医療分野

　2012年 10月カロリンスカ研究所およびルンド大学総長、

スウェーデン大使を招聘した国際シンポジウムを開催（東

京大学薬学研究科臨床講堂）、2012年 11月スウェーデン

科学戦略財団（SSF）の先端研究者 30名と東京大学関係者

20名での人材交流ワークショップを開催（東京大学伊藤

国際研究センタービル 3階中教室）、2013年 3月にスウェー

デンのナノバイオ関連の研究者 4名を招聘した国際シンポ

ジウムを開催（東京大学伊藤国際研究センター大ホール）

した。

▼先端技術分野（介護ロボット）

　経済産業省認証課適合性評価に関する研究会にて、平成

24年 6月および平成 25年 3月に２回研究活動状況の報告

を行った。

研究ユニット概要
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

を検討します。

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す。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まし

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

がれました。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

を行っています。



38

PARI Annual Report 2013PARI Annual Report 2013

責任者

メンバー

研究ユニット概要
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。

秋山昌範教授（政策ビジョン研究センター）

藤田桂英特任研究員（工学系研究科総合研究機構）、森田朗特任教授（政策ビジョン研究センター）、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）、山本隆一准教授（情報学環）、魏 琪特任研究員（政

策ビジョン研究センター）、Wong Zoie 外国人特別研究員（政策ビジョン研究センター）ほか

活動内容
▼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

する患者安全研究プロジェクトに取り組んでいる。大阪市

立大学医学部附属病院や自治医科大学附属さいたま医療セ

ンターの協力の下、インシデントレポートの自然言語解析

を行い、トップダウン分類との比較分析を行った。ジュネー

ブでの会議や電話会議等、ＷＨＯ本部の患者安全部と連携

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。

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、3度の国際シンポジウムを開催している。ほかに、

WHO本部での会議で講演、学会誌、IEEE　等の国際会議

で論文を発表している。

▼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。昨年での愛媛

県の新居浜医療生協におけるスマートフォン端末を用いた

介護記録の機能について、仙台市の在宅医療施設や保険薬

局等と実証実験を行った。また、在宅医療課題研究会を毎

月開催し、在宅における医療介護連携の問題や制度上の課

題等を議論し、述べ 300名以上の参加を得た。その成果を、

日本医療情報学会での報告やシンポジウム、在宅医療に関

する国際会議の開催を行った。ほかに、学会誌、IEEE　等

の国際会議で論文を発表している。

地域医療情報研究実証プロジェクト
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責任者

メンバー

森田朗特任教授（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）、牧野篤教授（教育学研究科）、秋下雅弘准教授（医学

系研究科）、甲斐一郎名誉教授（医学系研究科）、宮内康二特任助教（政策ビジョン研究センター）、齋藤真由美特任研究員、

飯間敏弘特任研究員、松浦賢弘客員研究員、岩口昇平客員研究員　・学術支援専門員：宮﨑進一、小林知佐子、太田佳孝、

金原和也、岡本香代子、黒河昭雄　・事務補佐員：佐藤雅之、矢頭佐紀子

シンポジウム等の開催状況

①第２回市民後見全国大会（12月 2日安田講堂）

テーマ：行政 -市民 -後見人サポート機構による後見推進

モデル。参加者 1097名。後援：376自治体、21道県、4省

1庁、9団体 13企業。

②成年後見・市民後見に関するセミナー等の開催・共催　

合計 30回

③新聞・テレビ等による取材報道　29回

研究ユニット概要
趣旨

　判断能力が十分でない人を支える仕組みの一つに成年後

見制度がある。しかし、その運用面においては質的量的課

題がある。かような現状を鑑み、教育面では市民後見人養

成を行いながら人材不足を補いつつ、後見教育手法の確立

を目指す。他方では、後見の個別事例研究に加え、後見法

人の立ち上げ支援や運営・経営支援等を行い、成年後見制

度および関連制度に関する政策提言を行う。

内容

    後見に関する調査・研究として、後見人の職務内容、被

後見人にもたらされる効果、後見費用および報酬、等を分

析し、後見業務の標準化を目指す。

    座学と実習で構成される 120時間以上の市民後見人養成

講座を開催し、後見人候補者を輩出しつつ、後見人養成の

推進と教育モデルの構築を目指す。

    成年後見の推進について、行政等の後見関連機関がどの

ように関わり、どういった形で連携を進めていくべきかと

いう点について、検証および政策研究を行う。

    判断能力が不十分な利用者や顧客に対する医療、介護、

金融、不動産、などの分野における取引の在り方を実務的

に研究し、今後の改善策等について提案する。

    自治会、家族会、患者会、ケアマネ協議会、その他の団

体等に対する成年後見に関するセミナー等を行い、後見の

さらなる啓発と普及を図る。

活動内容
1） 市民後見人養成講座（教育）

　125時間におよぶプログラムおよびテキストを新たに開発し

た上で、例年通り市民後見人養成講座を開講した。本年度は５

期講座受講生 409名に対して履修証明書を交付し、これら修

了生らにより、新たに 22の後見団体が各地域に誕生した。

2） 「成年後見の実務的・理論的体系化」厚生労働省科学研究費

（研究）

　約 400件の後見事例について各種データを収集して、業

務分析を行うと同時に、多変量解析を用いて後見報酬と後

見業務（財産管理や身上監護など）との間の相関関係を明

らかにするなど、後見実務を様々な観点から実証的に分析

した。この研究成果は、今後、行政の後見報酬助成等の施

策策定等に活用されることが期待される。

3） 「成年後見の推進と管理」経済産業省　医療介護周辺サービ

ス産業創出調査事業（研究事業）

　医療介護と密接に関連している後見人の業務を支援する

ための後見保険の開発、法人後見マニュアルの策定、NPO

法人等への運営支援ニーズ調査、後見プランの開発・策定、

身上監護面を強化した後見事務ソフトウェアの開発、等を

行った。それらを提供する組織として一般社団法人後見人

サポート機構を立ち上げ、事務所をアントレプレナープラ

ザに設置。複数のメディアで報道された。

4） 「市民後見人養成等推進事業」北海道委託（教育、調査）

　北海道の各市町村において市民後見人養成研修を実施。

259名に対して知事より修了証が交付された。また、道内

19の自治体に対する後見推進施策の助言および後見関連

調査を実施した。

5） 「親族後見支援事業」厚生労働省老人保健健康増進等事業（研

究事業）

　約 100名の親族後見人に対して教育的な助言や指導等を

実施するとともに、その後見業務の現状について計量的な

分析を行うことを通じ、様々な困難を抱える親族後見人を

サポートし、今後望まれる支援体制のあり方を提言した。

市民後見研究実証プロジェクト
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はじめに－メコン河流域圏におけるエネ
ルギー問題の重要性
　中国を含む新たな経済圏として注目さ

れつつあるメコン河流域圏（GMS）が中

国の経済成長の先行きに不透明感が増す

中、ASEANとともにあらためて注目され

つつある。エネルギー・資源の問題に取

り組む際に重要となる 3つの側面は、経

済成長（Economic Growth）、エネルギー

安全保障（Energy Security）、環境保全

（Environmental Conservation） の「 ３ E」

である（図 1）。これらにバランス良く配

慮する必要があるが、各側面は時として

トレードオフの関係にあるため、一国の

みで 3側面を同時に達成するのは難しい。

　そこで、GMS、あるいは ASEAN域内

における「協力」の視点が重要となる。

2015 年の ASEAN 経済共同体（ASEAN 

Economic Community、AEC）設立が近づ

く今、GMSの経済相互依存関係、エネル

ギー関係も深化しつつある。例えば、タ

イやベトナムにおけるラオスからの電力

輸入は年々上昇しており、ミャンマーの

天然ガス資源はタイ経済を下支えしてい

る（図 2）。

　2015年 AEC設立に向けて、域内の経

済統合を引っ張るのが経済先進国で GMS

の中心に位置するタイであるのは間違い

ない。従って、ASEANにおける経済・

エネルギー関係において、タイにエネル

ギーを供給し域内経済を支えているラオ

スやミャンマーの資源・エネルギー問題

は地域的にも重要な課題であるというこ

とになる。

　資源国である、ラオスやミャンマーに

は、タイやベトナムと言ったアセアン域

内だけでなく、中国やインドなどからよ

り大きな外国投資が近年急増している。

結果、越境電力網などの整備は進んでき

ているが、こうした電力の国内供給は契

約上軽視されがちであることは否めない。

こうした、外資導入政策も含めて、エネ

ルギー政策と他の関連政策との「統合

（Integration）」を制度的に推進すること

が今後重要となろう。

　さらに、こうした一国内の統合の動き

は、ASEAN先発国及び後発国を含む「域

内エネルギー・資源ガバナンス」を、他

の機構内に重層的に位置付けることで、

その実効性を増すと思われる。

図1　メコンにおける３E

図 2　ASEAN におけるエネルギー需給

政策研究

ラオスとミャンマーのエネルギー政策の課題
（東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）プロジェクトに基づく提言）

2013年 7月

東京大学公共政策大学院 /政策ビジョン研究センター特任教授　芳川 恒志 
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ラオスにおけるエネルギー効率化
　ラオスにおいては、電力供給を中心

とした、いわばサプライサイドに焦点

を当てた技術ロードマップ（Technology 

Roadmap）及び技術の社会影響評価

（Technology Assessment）が重要である。

そこで、エネルギー省や電力事業者等、

現地ステークホルダー会議を経て抽出さ

れた優先度の高い開発目標を踏まえて、

3つの社会シナリオ（貧困削減、新産業

創出、外貨獲得）を導出した。その上で、

シナリオごとに、今後必要とされる技術の

ロードマップを描き、導入・普及が見込まれ

る技術について社会影響評価を行い、政策

的示唆を導出した。シナリオに基づく技術

の設定と社会影響評価は、新たな政策選

択肢を明らかにするうえで有用である。

　同時に、需要側の施策も重要である。

ラオスでは、特にデマンドサイドに関

するデータが十分取得整備されていない。

このため、首都ヴィエンチャンの居住地

区 600世帯を対象にした 48種類の電気製

品に対する聞き取り調査を実施した。具

体的調査項目は、電気製品の所有の有無、

世帯収入、家族構成等である。このサー

ベイはタイ・チュラロンコン大学とラオ

ス国立大学の協力を得て実施したもので

ある。同調査は、データ取得という観点

からも有意義であるが、同国が今後導入

を検討するエネルギー効率促進に関する

基本的な政策である Standard and Labeling

（S&L）制度の政府内での検討にあたって

重要な意義を持つものである。

　データ分析：まず取得した電気製品の

保有情報から、平均保有台数および普及

率といった基本統計量はもとより、保有

台数の相関をもつキードライバー（説

明変数）の特定を実施した。この結果は、

今後同国の S&L制度の対象製品検討に寄

与するものである。具体的には、世帯収

入と構成人数がドライバーであることを特

定した。例えば、特にエアコンおよび LED/

LCDテレビなどの保有台数は世帯収入との

相関が高く、一方で、冷蔵庫や CRTテレビ

は家族の構成人数との相関が高い製品の

代表であること等が特定された。

提言・含意

供給側政策においては、

1） 水力発電に偏りがちな現行のエネル

ギーシステムに、石炭等火力発電の導

入を検討するべきである。

2） 発電偏重のダム開発を脱し、総合的な

水系管理を志向すべきである。

3） 分散型エネルギーシステムを、ニーズ

を踏まえて導入して、農村地域の開発

に役立てることが重要である。

4） 都市―農村関係を踏まえて、電力価格

　  構造を設定すべきである。

5） 電力事業者のキャパシティを向上し、

需要予測精度の向上、輸出先需要の把

握、送電ロス及び盗電の低減等に努め

るべきである。

需要側政策においては、

1） 特に実態の把握、またそのためのデー

タ整備と分析が重要であり、そのよう

なデータを蓄積する必要がある。

2） データ整備と分析のための幅広い人材育

成、そのための技術の育成が必要である。

3） 省エネルギー政策においては、諸外

国、特に ASEAN域内における Best 

practicesの共有が不可欠である。

図 3　Energy.Development.Index:.WEO.2011

Policy Research
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提言・含意

これまで関係者会議等で示されたものの

うち主要なものは以下の通りである。

　エネルギーアクセス改善を多様な方法

を用いて進めていくためにも、現在多く

の省庁に分かれているエネルギー政策の

統合・調整が不可欠である。

　エネルギーアクセスの確保に配慮しつ

つも、電力を中心とするエネルギー価格

について補助金を整理・撤廃、料金体系

を合理化することが必要である。

　エネルギー政策の企画立案実施を透明

化することが必要である。

　長期的ビジョンを示し、政策の安定化

を図る必要がある。

 

ミャンマーにおけるエネルギーアクセス
の改善
　ミャンマーにおける、1人当たり一次

エネルギー供給量は 0.32石油換算トン

であり、2007年時点で日本の 8%。また、

一次エネルギー供給構成は、石油 10%程

度、ガス 20%程度、その他バイオマス

が 70%を持占める。なお、発電に関して

は、水力が 80%程度を占めている。一方

で、中国国境のダムからは、雲南省への

輸出も行い、中国との間では石油・ガス

のパイプラインを敷設し、タイには同国

の主要電源である天然ガスをパイプライ

ンで供給している。このように地域の主

要なエネルギー供給国である。

　このように豊富なエネルギー資源が賦

存しているにも関わらず、各種機関によ

るエネルギーアクセスの指標は極めて低

い。例えば、電力消費などの指標をベー

スとした IEAによる Energy Development 

Indexをみると最低レベルである（図 3）。

これは、地方におけるエネルギーアクセ

スの悪さが主たる原因である。このよう

な「逆説的現状」を踏まえて、ASEANや

GMSにおけるエネルギー相互依存関係の

深化の流れの中、2015年経済統合を踏ま

え、同国のエネルギーアクセスを改善し、

安定した経済発展を実現する必要がある。

　アクセス向上のための第一の方法は、

電力網の拡張である。第二は、ミャンマー

のエネルギー資源獲得にインセンティブ

をもつ隣国と共通の利害構造を作ること

である。最後は、上記以外のオフグリッ

ド地域において現存地域資源を活用する

方法である。

　これら 3つの方法について、

1） 電力網のシミュレーション

2） フィールドワーク

3） ミャンマーの資源エネルギー開発に関

係するアクターの分析

を行う必要がある。



45

東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013

Policy Research

はじめに
　現在、認知症高齢者の人数は推計で約

462万人であり、高齢者全体の 15％を占

めるまでに増加している 。知的障害者、

精神障害者、発達障害者を含め、これら

判断能力が不十分な人々の生活を、今後

十分に支援し、その権利を擁護していく

ためには、成年後見制度をより一層活用

していくことが重要となる。この点、当

プロジェクトの試算によれば、2030年

には約 100万人の人が後見制度を利用す

ると見込まれている。その内訳としては、

親族による後見が約 50万件、市民による

後見が約 40万件、専門職や社会福祉協議

会等による後見が約 10万件であり、後見

人が管理対象とする財産も 30兆円を超す

までに増大すると推計される 。後見がこ

れほどの規模になってくると、後見人の

活動が必要とされるレベルに達しない場

合、地域の社会・経済活動を鈍化させて

しまうことにもつながりかねない。今後、

教育を含め後見人のより一層の質の向上

と、より積極的な活動の展開が求められ

る。

　このような成年後見について、後見す

る側とされる側の両方が、十分に納得し、

安心して制度を利用できるようにするた

めに、以下では、後見に関するさまざま

な提言を、実務の流れに沿いつつ行って

いきたい。

1．後見開始申し立て
　成年後見制度は、2000年 4月に創設さ

れて以降、これまで 13年間に約 20万人

の人々に利用されてきた。各年度の新規

案件数をみると、2000年は約 9千件であっ

たものが、直近の 2012年には 3万件を超

えるまでに増加している。それでも認知

症高齢者や知的・精神障害者の数が 800

万人（認知症高齢者約 460万人、精神障

害者約 340万人、知的障害者約 60万人 ）

を超している現状を鑑みれば、これまで

の利用件数は決して多いものとは言えな

い。少なくとも諸外国に比べると、相当

に少ないことは確かである。

このように制度利用がいまひとつ伸び悩

んでいる背景には、人々が制度そのもの

を知らない、誰が後見人になるかわから

ない、費用がいくらかかるのかわからな

い、申立ての手続きが煩雑など、利用に

伴う困難性や不透明性があると考えられ

る。このような観点から、制度利用の起

点となる後見開始申立てについて、その

困難性や不透明性を解消するために、以

下のような方策が必要と考えられる。

① 後見等開始申立権者の範囲の拡大

　現状において、後見が必要と考えられ

るすべての人が、後見を利用できている

わけではない。後見ニーズが取りこぼさ

れていたり、ニーズが把握されても予算

の都合などで申立てがされなかった、な

どといったケースが散見される。それ

ゆえ、後見を必要とするすべての人が制

度を利用できるように、後見等開始申立

権者の範囲を、現在の本人、親族、市町

村長等に加え、本人の主治医、ケアマネ

ジャー、取引先銀行等の利害関係者にま

で拡げるべきである。

② 任意後見契約締結時における委任者の

診断書提示の義務化

　任意後見契約において、契約の内容を

十分（場合によってはほとんど）理解で

きないまま契約を結んでいる委任者が散

見される。この点、医学的知識のない公

証人が、委任者に契約締結能力があるか

否かを判断することは困難であろう。そ

れゆえ、任意後見契約の信頼性や合理性

をより一層高めていくためには、契約時

に、委任者の委任能力を保証する医学的

情報（診断書等）を公証人に提示するこ

とを契約成立の要件とする必要があろう。

③ 任意後見監督人選任の請求権者の拡大

　任意後見契約の委任者の判断能力が低

下し、任意後見を開始すべき（任意後見

監督人を選任すべき）状況になっている

にもかかわらず、それを行おうとしない

受任者がいることが、近年、問題となっ

ている。それゆえ、任意後見監督人選

任の請求権者を、保健所や主治医やケア

マネジャー等に拡大し、例えば、高齢者

の健康診断等を通じて保健所等も開始請

求を行えるようにすれば、任意後見が開

始されぬまま本人が放置されてしまうと

いった事態を回避することが可能となる

だろう。

④ ケアマネジャーや行政等による後見等

開始申立書作成に係る支援の実施

　後見等開始申立の書類を記入すること

は、かなり煩雑で大変な作業であり、一

般の人が行うには相当な時間と労力を要

する。だが、これを弁護士等の専門職

に依頼すると、かなりの費用（数万～数

十万円）がかかってしまう。この点、本

人のことを十分把握しているケアマネ

ジャー等が、（可能であれば業として）書

類作成の支援を行えるようになれば、記

載内容の正確性や充実度も高まり、家裁

の審理もより円滑化することが期待され

る。さらにこの支援を、介護保険におけ

る自治体の独自サービスの一つとして実

施すれば、後見開始申立がより一層、容

易に行えるようになるであろう。

市民後見 政策提言
2013年 7月

市民後見研究実証プロジェクト
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⑤ 後見の診断と鑑定にかかる費用への保

険適用拡大の検討

　後見等開始の審理に必要とされる本人

の診断と鑑定は、かなりの時間と費用が

かかるものである。また、面倒なことを

避けたい、あるいは専門外ということで、

これらの診断や鑑定を引き受けないとい

う医師も一部存在している。今後、後見

の利用者数が大幅に増加していく見込み

であることを考慮すると、できればこの

診断や鑑定が、医師ならびにその他の専

門家による保険業務として認められるよ

うにすることが望ましいだろう。

⑥ 要介護認定や障害区分判定への要後見

アセスメントの導入

　現在の要介護認定調査などに要後見項

目を新たに盛り込むことによって、後見

ニーズの把握と後見プランの策定が、よ

り容易かつ円滑に行われるようになるこ

とが期待できる。その際、要介護認定等

における医師の意見書に「法定後見の保

佐が必要」などと付記するようにすれば、

上記⑤を実施する必要性をなくしてしま

うことさえ可能であろう。

⑦ 家庭裁判所における後見人等候補者名

簿の公開

　一般の人々にとって、適切な後見人候

補者を探すことは容易なことではない。

それゆえ、市区町村単位あるいは家裁単

位で、家裁に登録されている後見人等候

補者を、その得意とする分野や実績を付

記したうえで公開し、申立人や本人が閲

覧できるようにすべきである。

⑧ 後見等開始申立における後見プラン策

定の充実化

　後見の開始を申し立てる際、後見人等

候補者が、家裁に提出する候補者事情説

明書に、後見等の「方針」を具体的に記

載していない例がしばしば見受けられる。

だがその場合、その候補者は無計画に後

見に臨もうとしているわけであり、後

見人候補者としては適格性に欠けるとい

わざるをえないだろう。この点、仮に複

数の後見人候補者が、それぞれの後見プ

ランを競い合うような運用に改めること

ができれば、後見人選任における透明性

と合理性がさらに増すことになるだろう。

またこれに加えて、現行の候補者事情説

明書における後見プランの記載箇所の充

実と、よりきめ細やかな審理の実施がな

されるようになることが望ましい。

⑨ 後見人候補者による後見の費用と報酬

の予想額の提示

　本人が後見人候補者を選ぶ際、その判

断材料の一つとして、候補者が後見にか

かる費用と予想報酬額を本人に提示する

ように、現在の運用を見直すことが有用

である。後見申立ての主な動機となって

いる事柄が、当面の顕在ニーズと考えら

れることから、これにかかる費用をもと

に、3年から 5年の中期計画を立てた上で、

その費用と報酬額の見込みを示すのであ

る（あるいは、家裁がその概算額を示す

という方法も考えられる）。いずれにせ

よ、これらは後見の利用者にとって、申

立を決断する際の極めて重要な情報とな

るであろう。

⑩ 親族意向調査の廃止の検討

　家庭裁判所が、本人に後見人が必要か

どうかを審理する際、必ずしも本人の親

族の意向等を聴取することが必要とは言

えないだろう。この点、現在の後見の実

務においては、家族の意向調査にかなり

の時間とコストをかけている実態がある。

首長申立てを行うために、いまだに半年

以上かけて、本人の 4親等の親族まです

べて調べている自治体も多い。このよう

に、コストがかかる割には必要性が薄い

親族の意向調査は、今後、廃止（ないし

大幅に簡素化）していくことを検討すべ

きであろう。

⑪ 申立受付業務の法務局への拡大

一般に家庭裁判所は、市民にとってはな

じみが薄く、堅苦しいイメージを持たれ

ている。実際には、家裁の職員の多くは

丁寧な対応を行っているのだが、一般の

人々は、家裁の敷居の高さゆえに、そこ

へ赴くことに心理的抵抗を感じているよ

うだ。このような現状を踏まえると、家

裁だけでなく、住民にとってより身近な

存在である法務局で、後見の申立受付を

行うようにすることが望ましい。そして

このことは、家裁の事務負担の軽減にも

つながるだろう。

⑫ 申立書類における記載事項の整理と上

申書の重視

　現行の申立書類の記載事項には、本人

情報等、重複するものが少なからず見受

けられる。また、さほど重要とは思われ

ない家族調査に大きなスペースが割かれ

ている一方で、より重要と考えられる後

見方針を記述するスペースが十分に確保

されていない。このことから、これら申

立書類の記載事項を整理することによっ

て、その内容の向上を図る必要があろう。

その一方で、本人の関係者によって家裁

に提出される上申書には、重要な情報が

含まれていることが多いゆえに、可能な

限り積極的にこれを提出するよう促すこ

とが重要である。

⑬ 申立書類の行政窓口等への設置

　現在、後見等開始申立書類の一般的な

入手方法は、家裁の窓口で入手するか、

家裁のホームページからダウンロードす

るかである。しかし、利用希望者が家裁

に行けない場合やパソコンを使えない場

合も考えられることから、自治体等の窓

口にも申立書類を設置することが望まし

い。

2．後見開始の審理・審判
　続いて、後見開始申立後、家庭裁判所

で行われる「審理・審判」についても、
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本人の財産が多いなどの理由で、候補者

である親族ではなく、見ず知らずの職業

後見人等が選任されるという例が少なか

らず見られる。このようなケースにおい

て、「なぜ彼が選任されたのか具体的な

理由がわからない」といった相談が、当

プロジェクトに寄せられることも多い。

このように後見人候補者の選任を認めな

かった場合、家裁は候補者等に対し、そ

の理由に関する明確な説明を行うことが

必要であろう。

⑥ 選任された後見人の適格性に関する理

由の説明の義務化

　裁判所は後見人を選任する際、選任さ

れた後見人が他の候補者よりも適任であ

ることの説明を行うことが必要であろう。

特に、後見人候補者の選任を認めず、代

わりに家裁の候補者名簿の中から後見人

を選任した場合には、なおのことそうで

ある。仮に、これに関する合理的な説明

が何らなされないならば、家裁と、家裁

に候補者名簿を提出している職業後見人

及びその職能団体との関係について、何

らかの疑念を生じさせてしまうことにな

りかねないだろう。

⑦ 後見人等の選任に対する即時抗告の認

容

　仮に、上記の⑤⑥ができないというの

であれば、家裁の後見人選任の審判（後

見人の適格性等）に対する即時抗告を認

めるべきである。そうすれば、現在の利

用者の不信や不安はかなりの程度解消さ

れ、また制度の透明性がより一層向上す

ることになるだろう。

⑧ 後見人候補者の名簿登載者の経済状況

等に関する審査の義務化

　近年、職業後見人の横領が多発してい

る背景には、モラルの低下以外に、事務

所の経営難などの経済的問題が見え隠れ

していることが少なくない。よって、家

庭裁判所に提出される後見人等候補者の

する複数の調査官や参与員等が、本人及

び候補者と面談することを義務化すべき

であろう。

② 後見人候補者に対する研修等の実施

　親族後見人の中には、審判の前後に有

料でもいいから数時間の研修を受けたい

と、当プロジェクトに伝えてくる人もい

る。このことから、家裁が直接研修する

のでも、家裁以外の機関が行うのでもよ

いが、後見人の資質向上のための機会を

候補者に対して社会的に提供する必要が

あるだろう。

③ 審理期間の短縮化

　後見人選任の審判は、早ければ 1日で

終わるものもあれば、遅いと数か月かか

るものもある。だが、後見開始審判が非

常に遅くなってしまうと、本人の利益保

護の機を逸しかねない。ゆえに、現在の

審理の一層の効率化を図り、審理期間

を原則 2週間とし、審判が遅れる場合は

その理由を申立人等に伝えるべきである。

なお、どうしても審理が長引くときは、

審判前の財産保全処分をこれまで以上に

活用すべきであろう。

④ 審判理由の明示

　後見制度開始当初の審判においては、

審判書に審判の理由が明示されており、

その内容も権威があって、家裁の審理の

意味や内容もそれなりに把握することが

できた。だが最近は、そのような記述が

なくなったこともあり、機械的に処理さ

れている感が否めず、家裁の事務処理に

不信感を抱く人も少なからずいるようだ。

それゆえ他の審判と同様に、審判の理由

や後見人等の選任の経緯などの説明をよ

り詳細に示すよう求めたい。

⑤ 候補者が選任されなかった場合におけ

る理由の説明の義務化

　本人の親族が、後見人になろうと自身

を候補者に立てて申立てをしたところ、

いくつかの改善事項を提案したい。

この点につき、利用者が最も知りたいと

考えていることの一つは、後見人の選任

において、なぜその後見人が選ばれたの

か（選任された後見人等が、なぜ自分に

とって余人に代えがたく適任とみなされ

たのか）ということであろう。また利用

者は、その後見人はどのような後見をい

かなる方法で行ってくれるのか、それに

かかる費用の内訳はどうなっていて、総

額はいくらぐらいになるのか、といった

点にも強い関心があるだろう。

　現在の後見人選任に係る実務において

は、本人の財産が多く、また紛争性があ

る場合は弁護士、不動産取引が必要な場

合は司法書士、福祉的要素が強い場合は

社会福祉士、特に問題が無い場合は親族、

身寄りがなくて資産が少ない場合は市民

後見、というような場合分けがなされて

いるようにみえる。しかし、このような

場合分けに何の説得力も合理性もないこ

とは、当プロジェクトが行った後見業務

の評価等に関する研究 からも明らかであ

る。後見の専門家といえる人材が非常に

少ない現状を改善していくためには、後

見ニーズの把握方法、後見サービス供給

の手法、効果測定の方法などを、より発

展させ標準化していくことが有効だろう。

そしてこれこそが、後見人選任の合理性

を担保するものとなるだろう。「この人

に任せておけば大丈夫です。費用等につ

いては後でお知らせします」というよう

な審判等の現状は、早く脱却する必要が

あるだろう。

① 家庭裁判所の担当者による本人面談の

義務化

　家庭裁判所が後見人を選任する際、そ

の候補者に実際に会わずに、申立書類だ

けを見て、後見等は必要であるか、この

候補者は適任か、代理権や同意権を付与

するか、などを決めることは本来できな

いはずである。審判官が本人と面談する

ことは必須としないまでも、視点を異に
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力は必要不可欠なものといえる。

　このようななか、当プロジェクトでは、

およそ 400近い後見事例を対象に、後見

実務に関する実態調査を行った。これに

より、親族後見人や市民後見人をはじめ

として、一生懸命に、本人の声に耳を傾

け、日々業務に励んでいる後見人の姿が

みえてきた。また、後見人がつくことに

よって、本人の生活が以前よりも安定・

向上し、心理的にも穏やかになるケース

も少なくないことが確認された。このよ

うに、後見業務におけるネガティブな面

を抑制しつつ、ポジティブな効果をもた

らすための方策について、以下のように

提言したい。

① 後見プラン提出の義務化

　後見人選任後、後見人は、本人の財産

目録を家庭裁判所に提出するだけでなく、

その財産をいかに活用するか、そしてそ

のために必要となる代理権や同意権等

をどのように行使するか、などについて

のプランを併せて提出することが必要で

ある。これにより後見人は、中長期的な

後見活動の予定を立てることができ、ま

た計画的な財産管理を行うことが可能と

なる。加えて、この後見人のプランの立

案に対する専門的支援の実施についても、

今後の検討課題とすべきであろう。

② 行政に対する後見人就任届出の義務化

　介護保険サービスの手続き、住民票の

届出、税務申告などといった、公的サー

ビス関連の業務について、後見人の意識

を高め、その活動をより合理的なものに

するために、行政に対する後見人就任の

届出を行うことが望ましいと考えられる。

これにより、届出を受ける行政において、

窓口の手続をより円滑かつ効率的に進め

ることが可能になるだろう。

③ 被補助人等であることの証明書の交付

　被補助人等が、取引の相手方に対し、

補助人等の同意を要する行為について、

ことが求められよう。

⑫ 家庭裁判所単位の後見データの定期的

公表の義務化

　後見にたずさわっている人々（特に自

治体）が、後見に関する計画を立てよう

とする際、当該地域の後見等の実施状況

等を把握することが重要となる。現在

では、そのために情報開示請求をしたり、

家裁の司法統計を閲覧したりする必要が

あるが、それにはかなりの手間がかかる

し、また情報量も圧倒的に不足している。

それゆえ家庭裁判所は、定期的に後見に

関するデータを広く一般に公表すべきで

ある。

⑬ 医療福祉系に強い調査官等の登用ない

し医療福祉的視点を具備した調査手法の

確立

　後見に関する相談、面談、監督等の分

野において、家裁の担当者の個人的資質

にばらつきがあることが認められる。例

えば、身上監護分野はもちろん、金融を

含め実体経済に明るい担当者が少ないよ

うに見受けられるゆえ、必要な職務に即

した多様な能力を有する職員の配置がこ

れまで以上に求められる。

3．後見人選任後
　上記に加え、後見人が選任された後に

ついても、さまざまな問題や検討課題が

存在している。例えば、後見人による横

領事件や選挙権復権訴訟などがメディア

でもしばしば取り上げられている。この

ような問題が生じている背景には、現在

の後見が、単に本人の財産を管理するた

めの手段・方法となっており、その管理

や行為等について本人がどのように考え

ているか推察しようとする努力が十分に

なされていないことがあるように思われ

る。その意味では、後見人にとって、本

人と円滑なコミュニケーションを行い、

その意思をできるだけ正しく推察する能

名簿登載者については、その経済状況等

についても記載することを要件とすべき

である。そしてこのことは、横領の防止

に相応の効果があると思われる。

⑨ 後見類型における監督人選任の必須化

　後見開始後、保佐や補助類型であれば、

保佐人や補助人の職務執行について本人

が要望やクレームを発することができる

かもしれないが、後見類型となるとそ

れも難しくなるので、その場合、後見監

督人の選任を必須とすることを求めたい。

なお、監督人は必ずしも弁護士等の職業

後見人である必要はなく、事案により異

なる者がなっても良いだろう。

⑩ 後見等開始審判の抗告期間における本

人に対する審判内容の説明の義務化

　後見開始等の審判によって、本人は法

的に行為能力が制限されてしまうことに

なるゆえ、その申立ての最初から最後に

いたるまで、本人の意向に対して細心の

注意を払うべきである。現在はこの点が

ないがしろにされる傾向にあるので、後

見等開始審判に対する抗告期間において、

選任された後見人等が、被後見人等に対

し、監督人がいればその立会いの下で、

審判内容について説明することを義務化

する必要があろう。また現行の抗告期間

（2週間）については、本人がその旨を知っ

た時を起算日とすべきである。

⑪ 同意行為目録における雇用契約や介護

契約等の明文化

　一般に、民法 13条第 1項 3号には、雇

用契約や介護契約も含まれると解されて

いるが、これらは条文上明記されている

わけではない。それゆえ、これらの契約

は同意の対象外と考えている人も少なく

ないようである。だが、被保佐人等の多

くは就労や消費活動等を行っているので

あり、その主体的で活動的な生活実態を

考慮すると、同意行為目録の中に、雇用、

介護、娯楽等に係る法律行為を明示する
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外の者が行うのが適切だろう。

⑨ 後見人に対するポジティブチェックの

充実化

　後見制度は、本人の自己決定権の尊重、

残存能力の活用、ノーマライゼーション

の促進等をその基本理念としている。現

状においては、家裁（ならびに後見監

督人）は、後見人に対して、往々にして、

悪いことをしていなければよいという観

点からネガティブチェックのみを行う傾

向にある。それゆえ、家裁以外の機関が、

本人の資源を有効活用できているかなど

といった視点から、そのチェックを行え

るようにすることが望ましいだろう。そ

の場合、問題となるのは、その制度運用

の財源をどうするかである。これについ

ては、後見人等の意思決定支援という観

点から後見人等が負担すべきものとする

か、それを法律行為に伴う事実行為と捉

え後見費用として被後見人が負担すべき

ものとするか、あるいは、それ以外の主

体が負担するのか、試行錯誤しながら検

討していく必要があるだろう。

⑩ 後見人の更新制度の創設

　家裁が後見監督を行う際、引き続きそ

の後見人に任せることが適切か、また報

酬や費用を含む次年度の後見計画をいか

にするかなどを検証するため、後見人等

の任期を 2年程度ごとに更新する制度を

新たに設けることが有用である。例え

ば、そもそも当初の後見人の選任に問題

があったとか、後見人の活動を通じて本

人の生活が安定して後見が必要なくなっ

た、などといった事案の場合、その更新

を行う理由はないであろう。そしてこの

制度の実施により、結果として、不適切

な後見人は淘汰されていき、必要な後見

人だけが残っていくことになるだろう。

⑪ 監督報酬に対する公的資金投入の検討

後見人は本人を代表する主体であるが、

後見監督人は家裁の委託を受けて（ひ

いては社会全体を代表して）後見人を

　この点につき現行の後見報酬は、およ

そ次のような方法で決められているよう

である。すなわち、基本報酬が月額約 2

万円（財産の多寡に応じて月額 3万～ 6

万円）で、さらに付加報酬として、特別

な身上監護をした場合には基本報酬の半

額まで増額、また訴訟・遺産分割協議・

不動産売却などを行った場合には、その

額に応じて数 10万円から 100万円超の

増額、などの運用がなされている。だが、

後見報酬の決定をより合理的で公平なも

のにしていくためには、家裁は、報酬額

の算定基準をあらかじめ一般に開示した

うえで、個別事案ごとにその積算根拠を

示しつつ、後見報酬を決定すべきであろ

う。

⑦ 後見人に対する本人等の評価に関する

ヒアリングの実施

　後見業務の質を、今後、より向上させ

ていくためには、後見人の業務に対する

評価を実施することが有効な手段となる。

その際、その評価主体としては、後見サー

ビスの受容者である被後見人等（および

その親族等）が行うことが最も望ましい

であろう。本人による評価をできるだけ

客観的にヒアリングし、主観的な評価（満

足度等）も加味しつつ記録として残すこ

とにより、後見人の業務の標準化、品質

の向上、効率性の向上などにつなげてい

く必要があるだろう。

⑧ 銀行やケアマネジャー等による後見人

等の業務実態の報告

　後見人等に権限濫用や職務怠慢などが

ないか家裁が把握するためには、取引の

相手方から、後見人等に対する評価につ

いて報告を受けることが有用である。こ

の点、これらの評価・報告に要するコス

トは、顧客管理の観点から、取引の相手

方に自己負担してもらうことが望ましい

だろう。なお、相手方からのこの報告に

対する評価は、第三者の立場で行う必要

があるゆえ、後見人等を選任した家裁以

自らの意見を表明しようとする際、相手

方に対し、被補助人等であることの顔写

真付き証明書を提示できると便宜である。

これにより、補助人等と相手方との間の

やりとりをより円滑にするという効果も

期待できよう。加えて、後見人等である

ことの証明を容易にするため、後見人等

の顔写真付きの証明書も交付するように

すれば、実務上、より便利になるであろう。

④ 取引の相手方に対する後見利用の有無

の識別手段の提供

　上記③が難しい場合、銀行、保険、証券、

不動産、旅行その他の民間業者等に対し

て、契約締結後に限って、契約相手が後

見利用者であるか否か識別する手段（登

記事項証明書の閲覧など）を提供するこ

とによって、催告権を行使する機会を十

分保証すべきである。これは、市場にお

ける取引の安全をはかり、経済活動を円

滑化するためにも必要な措置であろう。

⑤ より頻繁な業務報告（およそ 3ヵ月ご

と）の義務化

　現在は、およそ 1年に 1回、家裁に対

する後見人の事務報告が行われているが、

これでは、財産管理の結果に対する評価

のみに重きが置かれ、その管理の過程

における努力や工夫に対する評価が疎か

になってしまう。また、横領や職務怠慢

などを迅速に把握して、これを是正する

機会を逸することにもつながってしまう。

適正なプランに基づいた報告が適度な間

隔でなされ、それに対して的確な指導が

行われることにより、後見人等の職務の

質の向上が一層はかられるであろう。

⑥ 後見報酬の算定根拠の提示

　後見報酬については、例えば、3年間

ほぼ同じ業務を行っただけなのに毎年報

酬が 3割ずつ上がったとか、過去 5年で

700万円の報酬が出たなどの事例を見聞

するにつけ、後見報酬の決め方が非常に

不可解であることに驚かされる。
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立てて、これらを運用・実施している自

治体は依然として少数であり、さらに、

努力義務だからやらなくてもいいと考え

ている自治体も少なからず存在している。

これについては、義務付け訴訟を提起す

るなどの意見もあるようだが、まずは自

治体等が自主的に計画に盛り込んで推進

していくことが望まれる。

④ 「後見センター」の実質化

　現在、自治体がみずから後見関連施策

を展開するのではなく、社会福祉協議会

に対し、成年後見に取り組むよう、いわ

ばお願いしているだけのケースが少なく

ないように見受けられる。この点、社協

の取り組みも地域によってまちまちであ

り、後見を受任して精力的に活動してい

る社協もあるが、その一方で、相談に応

じるだけ、職業後見人に後見事案を振る

だけ、市民後見人に対して指導するだけ、

といった社協も多い。そしてそのような

社協でも、「成年後見支援センター」な

どの名称を用いている場合が多い。これ

までと違い、後見がある程度普及してき

た現在においては、社協は、後見ニーズ

の発見、後見利用支援、後見受任、受任

者支援等をワンストップで行える後見実

施機関として位置づけられるべきと思わ

れる。後見の相談、振り分け、指導だけ

であれば、地域包括支援センター等の相

談業務に含めておけばよいのであり、新

たに後見センターという看板を掛けるま

でもないだろう。その場合、同一の業務

が重複することで無駄なコストが発生す

るだけということを認識すべきである。

⑤ 後見に関する障害施策と高齢施策の統

合ないし連携の促進

　自治体（特に人口数千人の小規模自治

体）において、後見に関する施策を、障

害者と高齢者の分野に区分したうえでそ

れぞれ実施することは、非常に大きな無

駄が発生することになる。この点に関す

る 1つの工夫としては、個々の事案によっ

体的に言及する。

① 判断能力が不十分な生活保護受給者等

に対する後見サービスの提供

　判断能力が不十分な人が、公的年金や

生活保護等を受給しても、うまく管理で

きない可能性が高い場合、いったん後見

人を就任させてこれを支給し、本人がそ

の財産を適切に利用できるように環境が

整った後に、後見人等は辞任するという

仕組みの導入について検討すべきだろう。

例えば、その支給を本人に行うのか家族

に行うのかといった微妙な線引きの問題

などについても、後見人を置くことで調

整が可能となるであろう。

② 介護保険契約等における無権代理の防

止と啓発

　現在、自治体や介護職等の人の中には、

家族の同意があれば介護保険契約等は結

べると信じている人が少なくない。一方、

厚生労働省は、それは誤解であり、法的

な代理人をたてる必要があると指導して

いる。つまり、現行の介護契約等の多く

は無権代理契約であり、無効ないし取り

消し得べき契約である可能性が高いので

ある。だとすると、そのような脆弱な基

盤の上に成り立っている介護給付の制度

は、今後、抜本的に見直される必要が生

じるかもしれない。措置から契約に移行

した介護に連動して制度化された感のあ

る成年後見制度だが、今後は逆に、後見

制度の側から介護契約の在り方が見直さ

れる可能性も出てきたといえる。

③ 地域の福祉計画等に対する成年後見施

策の導入

　近年、高齢者や障害者の福祉の充実と

いう観点から、自治体に対し、後見開始

等の申立て、後見費用の助成、後見人の

育成、後見実施機関の設置・運営等に

係る施策の策定と実施が、義務化ないし

努力義務化されるようになってきている。

だが実際には、具体的で合理的な計画を

チェックする機関であると考えることが

できる。このように捉えた場合、その費

用（監督報酬）の財源に公的資金をあて

ることも、検討されてしかるべきであろ

う。さらに、監督人は状況により本人を

代表しうるという現行の制度を改めれば、

一層この方向に傾くことになろう。

⑫ 後見保険の内容の充実化と加入の義務

化

　後見保険については、職業後見人の場

合、業務に付随して損害保険に加入する

例が多い。その一方で、2012年度より、

市民後見人や NPO等も加入できる保険

が販売されるようになっており、今後、

親族後見人も対象とし、横領による損害

もカバーするという方向で検討されてい

る。本人ならびに後見人を保護する観点

からいえば、後見人は、業務を行うに際

してこれらの保険に加入しておくことが

求められよう。

⑬ 死後事務の制度化

　被後見人等が亡くなったとき、これに

伴って葬儀等の事務や諸費用の支払、行

政に対する届出等の事務が必然的に発生

することになる。一般に、本人と長期に

関わることが多い後見人は、これらの事

務を処理するのに、より適していると考

えられる。それゆえ、制度上、後見人が

死後事務の処理を行うことができるよう、

また、その対価が後見報酬に盛り込まれ

るように、今後、制度を改正していくこ

とが求められよう。

4．その他
　続いて、被後見人に関連する医療や

介護等と後見との連携、成年後見をめ

ぐる家裁と行政との連携等を視野に入れ

て、より包括的な視点から提言を行いた

い。その際、特に「自治体と成年後見」

という観点から、報酬助成、後見人の養

成、後見実施機関の在り方等について具
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づく特定の不動産処分等を目的とする時

限的後見）を可能とする制度を新たに創

設することも今後の検討課題とすべきで

あろう。

⑩ 成年被後見人の遺言作成のために医師

2人の立ち合いを要した場合の報酬の付

与

　成年被後見人の遺言作成のために、法

律に従って医師 2人の立ち合いを求めた

場合、被後見人にとって直接の経済的利

益になるわけではないが、その業務を後

見報酬の対象として考慮すべきであろう。

これは、本人の精神上の利益の観点から

は非常に重要な事柄であり、また医師 2

人を手配することは他の業務に比して容

易でないことから、このような特別の対

応が必要になると考えられる。

⑪ 判断能力が不十分な人とコミュニケー

ションを行う能力の判定の実施

　諸外国に遅れたものの、わが国でも、

障害者総合支援法において、障害者の相

談等に従事する者の責務として、本人の

意思決定支援が求められるようになって

きた。今後は、後見活動の中でもとりわ

け重要な本人理解の基礎となるコミュニ

ケーション技術の検定ないし教育を義務

化していくことが必要になってくるだろ

う。これにより、「本人に説明しても理

解されない。ゆえに本人に説明を行わな

い」などといって、後見人が勝手に財産

を動かしたり、施設入所契約を結ぶなど

といった事案が、今後はより少なくなっ

ていくと考えられる。

⑫ 後見人の検定試験（認定後見人）の創

設

　海外には、検定を通じて後見人を認定

する仕組みと、認定された後見人等に対

し業務支援を行う仕組みとが併存してい

る国も存在している。他方、わが国に

おいては、職能団体内での研修、及びそ

れを受講した者の名簿の家裁への提出と

業務報告を行うよう後見人に求める必要

があるだろう。例えば、銀行に行ってお

金を出し入れするのは 2000円の業務、ケ

アプランの見直しは 5000円の業務、不動

産の売却手続等は 10万円の業務とするな

ど、業務内容およびその単価表を作成し、

後見人が実施した業務内容を確認した上

で、それを積算して対象期間の報酬額を

決定すべきである。それでもなお、家裁

の審判結果に従うというのであれば、家

裁にその報酬額の積算根拠を求めるべき

であろう。

⑧ 後見報酬助成の対象の親族後見人への

拡大

　現在、ほとんどの自治体が、後見報酬

助成の対象者に親族後見人を含めていな

い。しかし、被後見人に資力がない場合

に、その自治体が被後見人に代わって報

酬を支払うのが助成制度の趣旨であるこ

とから、親族が後見人であっても、公平

性の観点から当然に支給対象とすべきで

ある。。これにより、配偶者後見中心の

禁治産制度から生まれ変わった現行成年

後見制度の理念を、より充足させていく

ことにつながると考えられる。

⑨ 社会的・地域的要請に応えるための時

限的後見制度創設の検討

　本人にとって特に必要ではないが、社

会的・地域的な要請（土地区画整理等に

伴う不動産の売却や、荒廃した家屋の処

分など）により、本人の不動産の処分（農

地や商業用地等の売却等）を行う必要に

迫られることがある。その際、所有者の

判断能力が低下している場合、当該不動

産を処分するためには何らかの代理人を

立てる必要がある。この点、成年後見制

度を利用した場合、基本的に後見は本人

が亡くなるまで続くため、この問題の解

決策としてはあまり適当でない場合も多

い。それゆえ、このような問題に制度的

に対応可能とするために、例えばスポッ

ト的な後見（社会的・地域的な要請に基

てケース検討会を障害者と高齢者の分野

で連携するとか、職員や予算等のリソー

スを案分する、などといったことが考え

られる。介護等の分野では両者の統合は

ままならなかった感があるが、後見の分

野であれば統合可能な部分もかなり多い

と考えられる。

⑥ 自治体が後見人となる制度の創設に関

する検討

　現在、特に小規模自治体においては、

後見人になりうる専門職はほとんど存在

せず、社協や市民の後見もコストがかさ

み、また親族後見においては多くの場合

老々後見になってしまう、といった現実

がある。この点、小規模自治体では地域

包括センターが自治体の直営であること

も多いことから、絶対数が足りない後見

人の役割を自治体自身が担う、という発

想がなかば必然的に生まれてくることに

なる。そしてこれを現実に実行に移す場

合は、要介護認定の不服申立て等につい

て利益相反が生じないようにすること、

また、特定の職員のみが後見事案を処理

するのではなく組織的に処理を行う仕組

み作りをすること、さらにその業務の方

法を可視化すること、などが必要になる

と思われる。諸外国では、行政が後見人

の役割を担う制度が実施されている（あ

るいはかつて実施されていた）ところも

あり、今後日本においても、その制度の

実施と課題に関する検討が行われてもよ

いだろう。

⑦ 後見人の業務報告に基づく自治体独自

の基準による後見報酬助成の実施

　現在、自治体によって実施されている

後見報酬助成の多くは、家裁の報酬付与

審判書をもとに、被後見人が在宅であれ

ば月 2万 8千円、施設等に入所していれ

ば月 1万 8千円を、それぞれ上限に、自

治体が助成を行う、という内容になって

いる。しかし、自治体がその財源でもっ

て助成を行う以上、当該自治体に対して
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経済性の回復と医療・介護を含む地域経

済のさらなる活性化を図る活動を目指し

ている。今後も、行政、大学、金融等の

民間企業、一般社団法人後見人サポート

機構、市民後見人養成講座の修了者（学

校教育法 105条による履修証明書交付者、

現在 2000名弱）や受講者（主に中高年

層）、等とのネットワークを通じ、全国

各地域に所在する高齢者や障害者に関す

る個別事案の解決を支援しつつ、成年後

見を中心とする実証研究を展開しながら、

長寿福祉社会の諸問題に関する政策提言

を行っていきたい。

⑮ 退院支援等の事務の一環としての後見

の申立事務等の実施

　近年、精神保健の分野では、その施策

の中心が、本人の入院から、地域での生

活の実現へと大きく移行している。この

精神保健の流れに即してみれば、必要な

場合に本人に後見人をつける支援を行う

ことを、退院支援の一部と考え、医療や

介護等のサービスの中で、これを業務と

して扱えるようにしていくべきであろう。

⑯ 代理権は任意後見で、同意・取り消し

は法定後見で行うことを可能とする制度

の検討

　現行法では、任意後見と法定後見は併

存しえないと解されているが、実務上、

これらを併存させてはならない強い理由

は見当たらない。逆に、本人の利益保護

のためには、代理権と同意・取消権の双

方を行使することが必要とされる場面も

少なからず存在している。代理権行使の

回避を志向する欧米諸国の傾向に鑑みて

も、両者を併用して運用することの可能

性とその課題について、日本でも今後、

検討していくべきであろう。

⑰ 成年後見制度の普遍化を目指す諸研究

の推進

　今後、事例研究や法解釈論等に加え、

後見関連法をベースに、成年後見制度を

より普及させていくための研究を、特に

短期に集中して推進していくべきである。

これにより、現在のような民法や医学分

野の研究者だけでなく、後見の実務に即

したより多様な学問分野の研究者や実務

家が参加することができるようになり、

成年後見制度の透明性や普遍性が高まっ

て、市民生活に根差した制度にしていく

ことが期待できよう。

終わりに
　当プロジェクトでは、成年後見推進の

観点から、判断能力が不十分な人の社会・

いう一連のルートはあるが、そのような

偏った狭いルートだけでなく、すべての

後見人に開かれた教育と検定（認定）の

機会を設けるべきである。特に研修等を

受ける機会が皆無に等しい親族後見人の

ために、これを実施することが重要にな

るだろう。また自治体による後見人の養

成に絡めていえば、「わが町の市民の後

見人として、わが町の地域社会資源をど

のぐらい知っているか」などを検定で問

うことも、実務上必要になってくると思

われる。

⑬ 後見を行う法人の設立に対する融資制

度の創設

　一般に、法人で後見を行うことのメ

リットとしては、その継続性や人材の多

様性などが挙げられることが多い。それ

ゆえ、今後、後見を担う主体として、こ

れまで以上に法人を活用していくことが

期待されている。だが、後見報酬が 1年

後にならないと入ってこないことや、設

立直後の事務所経費などを考慮すると、

後見を行う法人の新規設立に対する低金

利の融資制度の創設などが必要になって

くると思われる。熱心な人々が採算度外

視で法人を立ち上げることに期待するだ

けでは、社会で必要とされる後見サービ

スを十分に供給することは難しいだろう。

⑭ 後見制度支援信託の受託者の範囲拡大

　現行の後見制度支援信託制度は、その

受託者が国内の主要な信託銀行に限定さ

れている。だが、地域に根差している信

金やＪＡ等の多くも信託機能は有してい

ることから、受託者の範囲をこれらにも

拡大し、地域のお金がその地域で管理・

流通されるよう配慮すべきである。そ

の一方で、後見支援信託専門の法人の立

ち上げについて、検討を進めるべきであ

ろう。そうすれば、衆参両院で付帯決議

がされたものの、いまだ実現されていな

い、いわゆる福祉型信託の環境整備につ

ながっていくものと思われる。
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　働く世代は、生活習慣病を発症するリ

スクの高い集団であり、職域における健

康維持・増進への働きかけが強く求めら

れている。生産年齢人口の減少、65歳

までの継続雇用（高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律）などの社会背景にお

いて、働く世代の健康維持・増進及びそ

の生産性の向上は、個々の企業や組織に

とって大きな経営課題であるとともに、

超少子・高齢社会を迎えたわが国におい

ては、人的資本論の観点からも、社会全

体として取り組むべき最優先課題の１つ

であるといえる。企業や保険者が従業員・

加入者の健康維持・増進に取り組む「健

康経営＊」に関心が高まっており、健康

経営を進めるための理論的・実践的枠組

みが求められている。

　米国における先行研究によれば、健康

に関連する企業の総コストのうち、生産

性の損失（間接費用）は、４分の 3を占

めるのに対し、医療費や薬剤費の直接費

用は 24％を占めるに過ぎないという。日

本におけるその割合の検証は必要だが、

当面、健康経営とは、「健康関連コスト

全体のパイを小さくすることを目指す積

極的な取組」と捉えることができる。日

本における「健康関連コストパイ」の大

きさと構成はどうなっているのか。どの

ような健康投資をすれば、（単なる医療

費適正化を超えて）パイ全体の大きさを

縮小していくことができるのかを検討し

ていくことが、この健康経営研究ユニッ

トのミッションである（概念図）。

　日本では、定期健康診断（労働者全員

対象、事業者義務）と特定健診・特定保

健指導（40～ 74歳加入者全員対象、保

険者義務）という大規模な健診による一

次予防を実施するという、世界に例のな

Policy Research

い健康づくり戦略を実行している。企業

と保険者、それぞれに健診データやレセ

プトデータを蓄積してきているが、デー

タを十分に活用しているとはいえない

状況である。蓄積されたデータを、企

業や保険者等、各組織の現状分析や取

り組みの評価に活用することで、効果

的・効率的な従業員への健康支援につな

がると考えられる。近年米国等において

研究が進んでいる Health and Productivity 

Managementの考え方に基づき、フィール

ドとして設定した複数の保険者と企業の

協働による健康リスクの測定・分析及び

それを踏まえた効果的な介入による全体

の健康関連コストの縮減を実現する。さ

らに、そうした成果を一般化、普及拡大

していくことにより、日本における健康

経営の確立を目指す。

※健康経営は、NPO健康経営研究会の登

録商標です。

健康経営 研究計画
2013年 7月

健康経営研究ユニット

東京大学政策ビジョン研究センター特任教授　尾形 裕也、東京大学政策ビジョン研究センター特任助教　古井 祐司、東京大学政策ビ

ジョン研究センター特任助教　津野 陽子

（参考）直接・間接費用の割合は、アメリカ大手金融サービス

会社従業員 16,651 人データ結果を参考に図式化した。

Edington DW, Burton WN. Health and productivity. In: Mu-

Cunney, RJ: A Practical Approach to Occupational and 

Environmental Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins. 3rd ed. 2003:140-152;

Environmental Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 3rd ed. 2003:140
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ポリシーイシューズ

はじめに
　健康や長寿は、誰もが求める世界共通

のテーマです。医療機器は、医薬品や再

生医療関連製品とともに「健康長寿社会」

の構築に貢献できることはもちろん、我

が国にとって成長産業の核となりうる

潜在的な価値を秘めています。本稿では、

まず健康・医療戦略 (仮称 ) について言

及し、その後で医療機器分野に特に焦点

を当てて、さらなる成長に向けた重要点

を説明したいと思います。

　日本では、かつてないほどに健康・医

療分野を成長産業にするための試みが注

目を集めています。2013年 2月 22日には、

これまでこの分野の中心的役割を担って

きた医療イノベーション推進室が廃止さ

れ、同日新たに 「健康・医療戦略室」が

内閣官房に設置されました。健康・医療

戦略室は、我が国が世界最先端の医療技

術・サービスを実現し、健康寿命世界一

を達成すると同時に、それにより医療、

医薬品、医療機器を戦略産業として育成

し、日本経済再生の柱とすることを目指

すものです。2013年 6月中旬に公表され

「健康・医療戦略 (仮称 ) 」では、医療分

野の研究開発の司令塔機能を創設すると

いう日本版 NIH構想や、国際医療協力の

推進組織としてのMEJ (Medical Excellence 

Japan) がより具体的に取り上げられる予

定になっています。

日本版 NIH 構想
　日本版 NIH構想は、その名のとおり、

米国の NIH (国立衛生研究所 ) から名前

を借りていますが、その中身には若干

異なっている部分もあります。たとえば、

現在明らかになっている日本版 NIH構想

では、司令塔の本部として、内閣に、総理・

担当大臣・関係閣僚からなる推進本部を

設置することが予定されています。政治

の強力なリーダーシップにより、医療分

野の研究開発に関する総合戦略を策定

し、重点化すべき研究分野とその目標を

決定するというのは、斬新な点として着

目されます。先に当センターの医療機器

ユニットの年次報告書で言及したとおり、

医療機器をはじめとする医療関連製品の

研究開発から上市までに関する政策を省

庁間ですり合わせるような試みは、実は

世界でもほとんど例がありません。米国

でも、省庁間で整合性のとれた戦略が注

目を集めており、ドイツでも我が国と類

似のフォーラムが立ち上げられたばかり

です。日本版 NIH構想は、計画や運用次

第では、米国 NIHに匹敵ないしそれを凌

駕する可能性を秘めているように思われ

ます。

国際医療協力の推進
　健康や長寿がすべての人にとって重要

な関心事であるように、医療はグローバ

ルな世界と繋がっています。医療関連製

品の開発はグローバルな規模で進められ

るのが通常で、上市された製品は世界に

向けて販売されることが予定されていま

す。臨床研究を通じて生み出される医療

技術 (診断、治療、または予防法など ) 

の創出も、国内だけでなく国際共同研究

という形で行われることがあります。こ

のように、臨床現場から少し視野を広げ

てみると、実は日本の医療がグローバル

な世界へと繋がっていることがすぐに分

かるでしょう。

　日本の医療が世界の人々の健康や長寿

に寄与し、それによって経済成長や世界

の持続可能な発展を実現することが重要

です。世界の健康課題の解決に向けて

関係省庁および官民が一体となって取り

組むことを通じ、日本に対する国際社会

の信頼を高めていくことなしには、結局

のところ医療の国際展開の成功は難しい

と思われます。健康・医療分野における

豊かな知見と技術を背景に日本の優位性

を活かし、世界のすべての人が基礎的保

健医療サービスを受けられること (ユニ

バーサル・ヘルス・カバレッジ ) を推進

すること、そして我が国の医療技術・サー

ビスを積極的に国際展開していくことの

両輪が、国際医療協力にとって欠かせま

せん。

医療機器の特性を踏まえた規制とインセ
ンティヴ付け
　医療機器分野の技術革新のためには、

医療機器の特性を踏まえた規制だけでな

く、より優れた製品をより早く上市させ

たくなる、そして、より優れた製品を使

用したくなるようなインセンティヴが必

須です。

　医療機器の最も重要な製品特性は、医

薬品と比べてプロダクトサイクルが比較

的短いことに加えて、システム面におけ

る頻繁な仕様変更や医師等の手技等、機

器の利用環境が安全性や有効性に直接的

に影響するという点です。短期間の間に

研究開発を行い、審査後に上市させて十

分に投資回収できる環境がなければ、た

とえ革新的な技術であったとしても誰

も投資をすることができなくなるのが医

療機器分野なのです。世界に目を向ける

と、すでに米国では 1976年に､ 欧州では

1990年代に医療機器に関する規制を医薬

品と区別する試みがなされており、その

後は医療機器向けの保険収載・償還のあ

り方に関するさまざまな議論が進められ

ました。我が国においては、これまで重

要な課題とされながらもなかなか結実す

ることはありませんでしたが、今国会な

いし次の国会における薬事法改正によっ

て、ようやく医療機器の特性を踏まえた

健康長寿社会の実現に向けて  医療機器分野を成長産業に
2013年 6月

医療機器の開発に関する政策研究ユニット

東京大学公共政策大学院 /政策ビジョン研究センター特任講師　佐藤 智晶

東京大学政策ビジョン研究センター学術支援専門職員　黒河 昭雄
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によって、当該国における人々の健康

増進と保健医療体制の整備に資するこ

とこそが、我が国の経済成長と世界の

持続可能な成長を達成する上では不可

欠だと思われます。

－地域における疾病予防や健康増進活動

のための医療情報の活用

限られた医療財源、医療資源のもとで、

質の高い医療の提供を維持するために

は、医療提供体制の一層の効率化が必

要です。具体的にいえば、地域におけ

る医療機関の機能的分化の推進や地域

包括ケア体制の実現に加えて、疾病予

防を中心とする健康管理体制の拡充、

医療情報の適切な利用とプライヴァ

シーの保護の実現、医療関係者間の連

携を促進する情報インフラの構築など

が重要です。

－健康・医療分野の技術革新に適切なイ

ンセンティヴを

医薬品と比較してプロダクトサイクル

が短い医療機器を介して、健康・医療

分野の技術革新を生み出すためには、

それに見合った適切なインセンティヴ

が欠かせません。適切なインセンティ

ヴとは、予見可能な形で、量ではなく

むしろ質の向上に対して行われる必要

があります。患者の QOLの向上はも

ちろんのこと、医療従事者の負担軽減、

医療機関にとってより効率的な医療提

供を可能にする点などが、質の向上と

して広く考慮される余地があるでしょ

う。

を注視する必要があります。

　充足されていない医療ニーズ (アン

メットメディカルニーズ ) に対応した医

療サーヴィスの進化や医療システムの変

革は、我が国のみならず世界の人々を豊

かにすることに繋がっており、外交と通

商の両面から医療の国際協力を進めなけ

れば、健康長寿社会の実現はもちろん、

医療を通じた経済成長も難しくなるはず

です。経済成長と世界の健康課題の解消

を着実に推し進めるように、医療機器分

野についてはプロダクトサイクルに合わ

せたよりスピーディーな政策立案とその

実行が最も重要だと思われます。

　なお、本稿は成長戦略および健康・医

療戦略 (仮称 ) の公表前である 2013年 6

月第一週の時点までにアクセス可能な公

開資料に基づいて執筆していることを付

記いたします。

今後のポイント
－人口の高齢化に伴う新たな健康課題の

発見と改善

日本だけでなく世界における疾病構造

の変化が、医療機器分野にとっての新

しい市場となりえます。国内外のアン

メットメディカルニーズを適切に把握

し、それに対応した開発と製品展開が

必要となります。

－研究開発投資の拡大と実用化サイクル

の短縮によるさらなる技術革新

医療機器の特性を踏まえた規制をいち

早く導入することにより、技術の実用

化サイクルを短縮し、重点的な研究開

発投資の拡大を図ることが求められて

います。

－外交と通商による世界的な健康課題の

解決

健康・医療分野は、経済成長に向けた

通商上の重要領域として位置付けられ

るだけでなく、国際的な動向を踏まえ、

国際保健 (グローバルヘルス ) の観点

に立脚した長期的かつ持続的な外交的

戦略のもとに展開されるべきです。わ

が国の有する豊かな技術と知見の提供

規制の導入へと大きく舵が切られようと

しています。医薬品とは異なる医療機器

のための規制を着実に具体化してゆくこ

とが、医療機器分野の技術革新、さらに

は医療機器を介した健康課題の解消への

第一歩となるはずです。

　また、医療機器分野の技術革新には、

限られた資源でより優れた医療提供を

可能にした者が報われるというインセン

ティヴの仕組みが欠かせません。インセ

ンティヴは、予見可能な形で、明確に質

的な向上がみられるものに対して付与さ

れる必要があります。さらに、医薬品以

外の医療関連製品の場合、製品メーカー

のみならず医療機器に関わる多様な関係

者にとってのインセンティヴが必要とな

ることも重要な点です。すなわち、医療

機器の場合には要素技術の集合体から構

成される上に、医師等の医療従事者が利

用することが大前提であるため、コア技

術や部材の開発者、メーカー、そして医

師や医療機関向けのインセンティヴが揃

わないことには、臨床現場における技術

革新が生み出されない構造になっていま

す。今後、医療機器向けの規制を具体化

しつつ、医療機器分野の技術革新を促す

ためのインセンティヴのあり方について、

さらに議論を深めていく必要があるで

しょう。

結びに代えて
　健康や長寿は多くの人の切なる願いで

あり、成長戦略や健康・医療戦略 (仮称 ) 

は、その希望を叶えるための手段です。

2013年 6月 14日に公表予定の成長戦略

や健康・医療戦略 (仮称 ) は、医薬品や

再生医療関連製品分野のみならず、医療

機器分野の技術革新を間違いなく後押し

するものであり、それによって医療機器

産業を含めた様々な経済分野における成

長を実現するものとなるでしょう。他方

で、医療機器の特性を踏まえた規制やイ

ンセンティヴ付けの問題については、よ

うやく具体的に着手され始めた発展途上

の段階にあり、今後の具体的な制度設計
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　本研究は、医療情報の利用のための法制について、欧米

で繰り広げられている議論を検討しつつ、我が国にとって

重要な示唆を得るためのものである。欧米では、臨床研究

と診療の場面についてよりシームレスな規制を模索してお

り、適切な形で取得された医療情報の利用を一層進めると

ともに、プライヴァシー保護のために利用目的や匿名化の

在り方について議論が深められている。

　本研究は、医療情報の利用のための法制について、欧米

で繰り広げられている議論を検討しつつ、我が国にとって

重要な示唆を得るものである。政府においては、社会保障・

税の分野において共通に用いられる番号体系及びそのため

の情報連携の基盤のあり方が議論された。そして、昨年と

りまとめられた「社会保障・税番号大綱」に基づき、通称

マイナンバー法案が国会に提出されたものの、結果的に法

案成立には至らなかった。通称マイナンバー法案が成立し

なかったからといって、医療情報に関する法制が必要なく

なったというわけでは決してない。医療・介護等のサーヴィ

スの質の向上等に活用できる番号制度を導入する必要があ

る。たとえば、厚生労働省は、次の 2つの理由を挙げてい

る。第 1に、医療や介護分野では、サーヴィス提供におけ

る関係機関や多職種連携、保険制度や行政目的の利用、ま

た、医学の進歩・発展等のため、情報の利活用の必要性は

他分野よりも高い分野と考えられこと。第 2に、世界にも

例のない少子高齢化が進展する我が国において、今後とも

皆保険制度を堅持し、質の高い医療・介護サーヴィス等を

確保していくためには、この分野における本人や関係者の

情報活用に資する ICT化・ネットワーク化の基盤整備は

極めて重要であること。厚生労働省では、上記の問題意識

に基づいて、2012年 4月から 9月にかけて 9回にわたり

検討会が開催された。そこでまとめられたのが、「医療等

分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり

方に関する報告書」である。本研究では、上記報告書の方

向性が欧米における最新の議論と整合する内容であること

を示し、具体的な論点を浮き彫りにする。

　本稿は、中国教育科学院 the National Institute of Education 

Sciences, Chinaが企画する G20構成国における教育改革の

状況に関する比較調に関連して、寄稿を求められ、提出し

たものである。

　本稿は、1983年に始まる小中高等学校の学習指導政策

の大きな転換とその後の展開を主要なテーマとして、転換

の至る経緯と転換の目的、及びその後の関連政策の展開に

ついて、筆者の見解に基づいて解説している。また、1983

年以来の学習指導政策について、筆者の見解に基づき論評

し、転換の趣旨と方向性は妥当なものであり、国際的に

も先進的な取り組みであったが、期待された成果をあげて

いないと指摘し、その主たる要因を転換後の学習指導政策

がめざした学習指導に必要な指導方法・技術と学習形態の

開発を怠ったことによるものと論じている。しかしながら、

1983年以来の学習指導政策は、現在、学校教育に関して

大きな課題となっているグローバル化が進む社会を生きる

ために必要な資質能力の育成と就業力の育成を実現してい

くために必要な基盤を、結果的にせよ形成したものと評価

できると論じている。

　また、小中高等学校の学習指導政策に関連して、大学教

育規模、特に大学院の拡大について、1983年以前の学習

指導政策の延長線上にあるものと論じている。さらに、国

全体の規制緩和政策に基づく学校教育と教育行政に関する

規制緩和が、1983年以来の学習指導政策と親和性が高い

ものであったことも明らかにしている。

近年の日本における教育改革の動向
2012年 9月

Pari.WP.12.No.8

東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員　德永 保

米国と欧州における医療情報法制をめぐ
る議論
2012 年 9月　Pari.WP.13.No.9

東京大学政策ビジョン研究センター特任講師　佐藤 智晶



57

東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013

Working Paper

　国立大学附属病院への追加的資金投入による経済効果試

算の意義

　大学あるいは医学部等の附属病院（以下「附属病院」）は、

医学を始めとする保健医療分野の教育研究に必要な学生の

実習と教員の臨床研究の場として設けられ、併せてその優

れた人的体制と設備を活かして先進医療など良質で高度な

診療サービスを提供している。附属病院の診療科数及び病

床数は国内医療機関の平均を大きく上回り、診療報酬額な

ど事業規模において国内有数の医療機関である。このよう

な附属病院の特性から、各国立大学法人において、附属病

院は収入・支出金額及び従事者数の両面で大きな割合を占

めている。

　このような国立大学法人における附属病院の位置付けか

ら、国立大学の経済効果、国立大学法人への追加的な投資

効果を考える上で、附属病院の経済効果、附属病院への追

加投資効果を考えることが重要と思われる。このうち附属

病院の事業場としての経済効果、すなわち附属病院におけ

る医師や医療技術職員等の従事者の雇用、医薬品等の購入、

診療設備の購入、施設装置の整備・運転等による支出につ

いては、それらを含めた国立大学法人全体の経済効果につ

いては別に論述されることとされているので、ここでは附

属病院に対する追加的投資による経済効果についてのみ考

えることとしたい。

　国立大学政策の基本は、国立大学における教育研究それ

自体の発展をめざすことにある。それは教育研究の発展を

めざして中長期にわたり持続的に資源を投入していくこと

が結果的に社会的な効用の実現／増大につながると考えて

いるからである。この基本スタンスとは別に、国立大学政

策の中には直接に社会的効用の実現／増大を目的として実

施されたものもある。本報告ではそのような政策を取り出

し、それがどのような効用の実現／増大を目的とし、どの

ように展開されたのかを明らかにする。直接に社会的効用

の実現／増大を目的として実施された国立大学の政策を顧

みることは、大学とその教育研究の社会的効用を明らかに

することを目的とする調査研究に対して、研究課題の設定

や調査研究アプローチの選択に示唆を与えるなど大きな貢

献ができるものと考えている。

　国立大学の学部・学科、研究所等の教育研究組織の整備

は、内容及びボリュームの双方の点で、国立大学政策中の

主要な地位を占めている。これに次ぐのは教育研究組織の

整備と一体的に行われることの多い大型学術研究拠点の形

成であり、施設整備はこれらに附随して行われる。

　本報告では、国の政策的な意図に基づいて実施された

教育研究組織の整備施策を代表する理工系学生増募計画、

大学入学志願者急増対策及び無医大県解消計画とともに、

1980年代後半からの国立大学整備施策を取り上げる。

国立大学整備政策にみる大学への投資効
果の研究
2013 年 3月　Pari.WP.13.No.10

東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員　德永 保

国立大学附属病院への追加的資金投入に
よる土曜日開業の経済効果
2013 年 3月　Pari.WP.13.No.11

東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員　德永 保
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における医療情報の活用と保護に関する検討｣ 医療情報学
32(Suppl.)(2012)pp.108-111

[21] 岡野まさ子、一色正彦、鈴木真二、『航空工学教育におけ
るビジネス・シミュレーション及び交渉学演習の導入』，工
学教育 60巻 6号，2012年 11月，pp. 68-73

[22] 岡田祥宏、松尾真紀子、「食品安全行政におけるリスクコ
ミュニケーション調整機能とその体制―Institutionalization 
of "Coordinating Function" for Risk Communication in Food 
Safety Governance」日本リスク研究学会誌、第 22巻　第 4
号（2012）pp.219-228

[23] 渡部俊也、「境界を超えるオープンな知財ライセンス契約
－どのようにして生まれ、どのように機能し、どういう意
味を持つのか－」組織科学第 46巻第 2号（2012年）

[24] 平井裕里、渡部俊也、犬塚篤、「日本の大学発ベンチャー
のトップ・マネジメント・チームが業績に与える影響に関
する実証研究」研究技術計画 vol.27，NO.3（2012年）

[25] 渡部俊也、「現場発の産学連携マネジメントの評価と運用」
産学連携学，vol.8, No.2（2012年）

査読なし論文
[1] H.Shiroyama,Dynamics of International Harmonization and 

Divergence of Safety Standards: �e Regulatory Hybridization of 
Automobile and Food Safety, Paulius Jurcys, Paul F. Kjaer, Ren 
Yatsunami, eds., Regulatory Hybridization in the Transnational 
Sphere, pp. 125-146, Leiden: Martinus Nijho� Publishers, 2013.

[2] 大西昭郎 *、佐藤智晶、「医療機器をめぐる現状と展望 (35)
「欧米での保険収載・償還制度における医療機器や医療技術
イノベーションの評価」医薬品医療機器レギュラトリ－サ
イエンス 43巻 11号、1017-1027頁、2012年

[3] 佐藤智晶、「論文紹介　全米保険委員会と医療保険改革法の
導入に関する省察」アメリカ法 [2011-2]406-414頁（2011－
2012）

[4] 佐藤智晶、「著書紹介　アメリカ合衆国における新たな
金融規制－金融危機において規制当局に付与されるべ
き裁量権と法の支配　David A. Skeel, �e New Financial 
Deal: Understanding the Dodd-Frank Act and Its (Unintended) 
Consequences」アメリカ法［2011-2］490-495 頁（2011 －
2012）

[5] 佐藤智晶、「最近の判例　① Bruesewitz v.Wyeth LLC, 562 U.S._, 
131 S. Ct. 1068 (2011); ② Williamson v. Mazda Motor of Am., 
Inc., 562 U.S._,131 S. Ct. 1131 (2011)」アメリカ法 [2011-2]575-
582頁（2011－ 2012）

査読付き論文
[1] E. Kiriyama , Y. Kajikawa, K. Fujita, S. Iwata,“A lead for 

transvaluation of global nuclear energy research and funded 
projects in Japan” Applied Energy,109 (2013) pp.145–153 [IF: 
5.106]

[2] V. Ittipanuvat, K. Fujita, I.Sakata and Y. Kajikawa, "Finding linkage 
between technology and social issue: A literature based discovery 
approach" Journal of Engineering and Technology Management, 
accepted [IF=1.032]

[3] I. Sakata and H. Sasaki, "Scienti�c catch-up in Asian countries: a 
case for solar cell" Natural Resources 4(2013)134-141

[4] I. Sakata, H. Sasaki, H. Nakamura and Y. Kajikawa, "Maps of 
international research collaboration in clean energy" Journal of 
Energy and Power Engineering 7(2013)480-490 

[5] I. Sakata, H. Sasaki, Y. Sawatani and Y. Kajikawa, et al.,  
"Bibliometric analysis of service innovation research: identifying 
knowledge domain and g lobal  network of  knowledge" 
Technological Forecasting and Social Change 80(2013)1085-1093 
[IF: 1.709]

[6] J. Mori, Y. Kajikawa, H. Kashima and I. Sakata, "Machine learning 
approach for finding business partners and building reciprocal 
relationships" Expert Systems with Applications 39(2012)10402-
10407 [IF:2.203]

[7] I. Sakata, H. Sasaki and Y. Kajikawa, "Identifying knowledge 
structure of patent and innovation research" Journal of Intellectual 
Property Association of Japan 8(2)(2012)56-67

[8] N. Shibata, Y. Kajikawa and I. Sakata, "Link prediction in citation 
networks" Journal of the American Society for Information 
Science and Technology 63(2012)78-85 [IF: 2.081]

[9] K. Nakayasu* C. Sato Liability for Telemedicine, 3(1) International 
Journal of E-Health and Medical Communications 1-21 (2012)

[10] H. Shiroyama, M. Yarime, M. Matsuo, Heike. Schroeder, Roland 
Scholz & Andrea E. Ulrich, “Governance for sustainability: 
knowledge integration and multi-actor dimensions in risk 
management,” Sustainability Science, vol.7, 2012, pp. 45-55

[11] H. Nakamura, Y. Kajikawa, S. Suzuki, “Multi-level perspectives 
with technology readiness measures for aviation innovation”, 
Sustainability Science, 8 (2013) 87-101.

[12] H.Ohsaki, R.Andou, A.Kinbara and T.Watanabe, “Crystallization 
of ITO and TiO2 by RF plasma treatment” Vacuum, vol.87, No.3 
(2013) pp.145-149.

[13] S.Hido, S.Suzuki, R.Nishiyama, T.Imamichi, R.Takahashi, 
T.Nasukawa, T.Ide, Y.Kanehira, R.Yohda, T.Ueno, A.Tajima and 
T.Watanabe, “Modeling Patent Quality: A System for Large-scale 
Patentability Analysis using Text Mining” Journal of Information 
Processing, vol.20, No.3(2012).

[14] 金英子、藤田桂英 他、｢医療事故の構造化における重要語
抽出としきい値設定問題の再考｣医療情報学 32(Suppl.)(2012)
pp.1094-1097

[15] ウォンスイ、秋山昌範、｢医療事故分類の優先順位に関す
る予備的検討｣ 医療情報学 32(Suppl.)(2012)pp.1098-1101

[16] 秋山昌範、清水佐知子、｢医療分野における原価計算の最
新応用｣ 医療情報学 32(Suppl.)(2012)pp.324-327

[17] 藤田桂英、秋山昌範、金英子、遠山信幸、亀森康子、｢患
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fronts using different types of combinational citations" 17th 
International Conference on Science and Technology Indicators 
(STI), in Montreal, Canada (September 5-8, 2012)

[5] M. Akiyama, I. Sakata and S. Yamamoto, "Hospital management 
support system for patient safety: Mining track record of dosing" 
�e 4th International Conference on Applied Human Factors and 
Ergonomics (AHFE 2012) in San Francisco (July 21-25, 2012)  

[6] I. Sakata et al., "Knowledge structuring tools for technology 
management: an overview and three cases of citation based 
approach" Portland International Conference on Management 
Engineering and Technology 2012 (PICMET'12),in Vancouver, 
Canada (July 31-August 2, 2012)

[7] V. Ittipanuvat, K. Fujita, Y. Kajikawa, J. Mori and I. Sakata, 
"Finding linkage between technology and social Issue: A literature 
based discovery approach" Portland International Conference on 
Management Engineering and Technology 2012 (PICMET'12), in 
Vancouver, Canada (July 31-August 2, 2012) PICMET2012 最優
秀学生論文賞受賞

[8] H. Sasaki, Y. Kajikawa and I. Sakata, "Predicting the potential 
industrial �elds of technological spin-o�s by using IPC in patent 
analysis" Portland International Conference on Management 
Engineering and Technology 2012 (PICMET'12),in Vancouver, 
Canada (July 31-August 2, 2012)

[9] M. Takao, Y. Kajikawa, Y. Takeda and I. Sakata, "Diffusion of 
e-money and industrial structure change in Japan" Portland 
International Conference on Management Engineering and 
Technology 2012 (PICMET'12), in Vancouver, Canada (July 
31-August 2, 2012)

[10] K. Fujita, Y. Kajikawa, J. Mori and I. Sakata, "Detecting research 
fronts using di�erent types of weighted citation network" Portland 
International Conference on Management Engineering and 
Technology 2012 (PICMET'12), in Vancouver, Canada (July 
31-August 2, 2012)

[11] K. Fujita et al., "Detecting e�ective categories of medical incident 
report for patient safety management" Portland International 
Conference on Management Engineering and Technology 2012 
(PICMET'12), in Vancouver, Canada (July 31-August 2, 2012)

[12] M. Akiyama, S. Yamamoto, K. Fujita, I. Sakata and Y. Kajikawa, 
"Effective learning and knowledge discovery using processed 
medical incident report" Portland International Conference on 
Management Engineering and Technology 2012 (PICMET'12), in 
Vancouver, Canada (July 31-August 2, 2012)

[13] I. Sakata and H. Sasaki, "Analysis on international collaboration 
in clean energy" �e 7th Conference on Sustainable Development 
of Energy, Water and Environment Systems, in Ohrid, Macedonia 
(July 1-6, 2012)

[14] H. Sasaki, G. Yoshizawa, K. Yamaguchi, I. Sakata and H. 
Shiroyama, "Energy efficiency road mapping in three future 
scenarios for Lao pdr" The 7th Conference on Sustainable 
Development of Energy, Water and Environment Systems, in 
Ohrid, Macedonia (July 1-6, 2012)

[15] H. Sasaki, I. Sakata and Y. Kajikawa, "Focus on boundaries 
of industrial network of Kanto in Japan" The XXIII ISPIM 
Conference – Action for Innovation: Innovating from Experience 

[6] 畑中綾子、「日本における「HTA（医療技術評価）」の歩み」
p.32-44,「スウェーデンにおける医療技術評価の導入と発展
の系譜」 p.140-150,-鎌江伊三夫、林良造、城山英明『医療技
術の経済評価と公共政策― 海外の事例と日本の針路 ―』ミ
ネルバ書房（2013.4）

[7] 畑中綾子、辻村貴子、『医療機関に対する行政処分とシステ
ムエラーに対する対応』厚生労働科学研究費補助金（地域
医療基盤開発推進研究事業）研究報告書「診療関連死の中
立的原因分析と再発防止に関する研究 (H24-医療 -一般－
002)」（2013.3）

[8] 辻村貴子、畑中綾子、『刑事責任・行政処分が問われた最新
の診療関連死事例検討』厚生労働科学研究費補助金（地域
医療基盤開発推進研究事業）研究報告書「診療関連死の中
立的原因分析と再発防止に関する研究 (H24-医療 -一般－
002)」（2013.3）

[9] 中島範宏、奥津康祐、畑中綾子、細川寛裕、『医道審議会の
現状からみた医師の再教育制度の課題』厚生労働科学研究
費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）研究報告書「診
療関連死の中立的原因分析と再発防止に関する研究 (H24-
医療 -一般－ 002)」（2013.3）

[10] 畑中綾子、『スウェーデンにおける医療情報登録制度―
リューマチ登録を例に』厚生労働科学研究費補助金「医療
情報と法：医療サービス向上に向けた患者情報の利用をめ
ぐる法的課題の研究」分担研究者（研究代表者：岩田太）
平成 24年度（2013.3）

[11] 畑中綾子、論文紹介ロバート・I・フィールド「自由市場
を形作る政府の役割：規制、保険償還、そして制度改革」
アメリカ法 2012－Ⅰ、日米法学会

[12] 森田朗、「震災から 1年──日本の政治と将来」『Int’lecowk』
国際経済労働研究、国際経済労働研究所、2012.03、67巻 3号、
7-11頁

[13] 森田朗、「わが国における「行政改革」の限界」【巻頭言】『会
計検査研究』第 46号 (2012/9)、5-10頁

[14] 森田朗、「政府 CIOへの期待」『行政＆情報システム』
2012年 12月号、Vol.48 No.6、6-11頁

国際会議、プロシーディングス、論文
[1] I. Sakata, H. Sasaki, H. Tashiro et al.、"Scienti�c catch-up process 

in Asian countries: A case study of solar cell" IEEE International 
Conference on Industrial Engineering and Engineering 
Management 2012 (IEEM2012), in Hong Kong (December 10-13, 
2012)

[2] I. Sakata and H. Tashiro, "Bibliometric analysis of power grid 
research: identifying knowledge domain" IEEE International 
Conference on Industrial Engineering and Engineering 
Management 2012 (IEEM2012), in Hong Kong (December 10-13, 
2012)

[3] M. Ushikubo, H. Tashiro, I. Sakata et al., "Quality management 
of leadership development" IEEE International Conference on 
Industrial Engineering and Engineering Management 2012 
(IEEM2012), in Hong Kong (December 10-13, 2012)

[4] K. Fujita, Y. Kajikawa, J. Mori and I. Sakata, "Detecting research 
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Academic Papers

– in Barcelona, Spain (June 17-20, 2012)
[16] V. Ittipanuvat, K. Fujita, Y. Kajikawa, J. Mori and I. Sakata, 

"Measuring relatedness between technology and social issue 
citation networks" The XXIII ISPIM Conference – Action for 
Innovation: Innovating from Experience – in Barcelona, Spain 
(June 17-20, 2012)

[17] *H. Nakamura, Y. Kajikawa, S. Suzuki “Science and Technology 
Map Analysis of Aerospace Engineering”, 28th Congress of the 
International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), in 
Brisbane, Australia, (23 - 28 Sep, 2012)

[18] H. Nakamura, Y. Kajikawa, S. Suzuki “Survey and Evaluation 
of Bibliometrics Methods for Research Planning and Technology 
Management”, Institute for Operations Research and the 
Management Sciences (Informs) Annual Meeting 2012, in 
Phoenix, Arizona (14-17 Oct, 2012)

[19] H. Chida, H. Nakamura, K. Nishinari, “Application and 
Evaluation of Bibliometrics Methods for ATM Researches”, 
Institute for Operations Research and the Management Sciences 
(Informs) Annual Meeting 2012, in Phoenix, Arizona (14-17 Oct, 
2012)

[20] S. Ii, H. Nakamura, T. Ogasawara, “Application and Evaluation 
of Bibliometrics Methods for the Materials Science and 
Engineering”, Institute for Operations Research and the 
Management Sciences (Informs) Annual Meeting 2012, in 
Phoenix, Arizona (14-17 Oct, 2012)

[21] M. Matsuo, M. Matsuura, H. Shiroyama, A. Kishimoto, M. 
Tachikawa and N. Iseki, "Towards a More Collaborative and 
Evidence based Decision Making - Incorporation of Joint Fact-
Finding (JFF) in Science and Technology Governance", The 
European Technology Assessment Conference: “Technology 
Assessment and Policy Areas of Great Transitions ” National 
Technical Library, in Prague (13, March, 2013)conference 
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matsuo_j�2.pdf

[22] M. Matsuo, "The Complex Risk Governance Issues Posed by 
Radionuclides in Food After the Fukushima Disaster"(Earth 
System Governance Tokyo Conference 2013:  Complex 
Architectures, Multiple Agents) , in United Nations University 
Head Quarters, Tokyo, (30 January 2013) ＊ conference paper 
http://tokyo2013.earthsystemgovernance.org/wp-content/
uploads/2013/01/0214-MATSUO_Makiko.pdf

[23] M. Matsuo, " Global Food Standards: The Interface of Science 
and Politics and Its Impact on the International Regime and Its 
Actors"(the International Conference on “Risk, Food and Trade in 
East Asia”) at Nagoya University (2012 年 12 月 16 日 , invited 
presentation)

[24] M. Matsuo, "Tools, Approaches and Institution: Towards A 
Robust Food safety Governance - Application of JFF (Joint 
Fact finding)" (the World Congress on Risk 2012, in Sydney 
Convention Center, Sydney, Australia, (19, July, 2012)

[25] A. Morita　メキシコ、メリダＩＩＡＳ (国際行政学会 )
「東日本大震災の影響──政府の対応と復興、責任」(In the 

a�ermath of Japan’s Giant Quake, killing Tsunami and Nuclear 
Fiasco: Responsiveness, Rehabilitation and Responsibility of 
Government) 報告 ’What happened in Japan a�er 3.11 : Lessons 
for Public Administration’12/06/17-24

[26] M. Akiyama “E�ective Learning and Knowledge Discovery using 
Processed Medical Incident Reports”, WHO 3rd Reporting, 
Sharing and Learning Meeting, Geneva(25, Oct.,2012)*

[27] M. Akiyama “Preliminary Results: Mapping of Jichi Medical 
University-Saitama Medical Centre Reporting Format(JMU 
Format) with International Information Model for Patient 
Safety(21MPS)” WHO Information Model for Patient Safety 
Incident Reports Progress meeting, Geneva(24, Oct., 2012)*

[28] M. Akiyama “Can We Improve Patient Safety with Analyzing 
Medical Incident Reports” WHO ISQua, Geneva(22,Oct., 2012)*

[29] M. Akiyama “System requirements for an electronic health 
record system using smartphones for homecare” PICMET2012 
Technology Management for Emerging Technologies, Vancouver, 
Canada(Aug., 2012)*

[30] M. Akiyama “NFC in Japan” National Project of Telehealth 
in Home Healthcare at Ministry of Internal Affairs and 
Communications, Danish Regions, Copenhagen, Denmark(31, 
Aug., 2012)*

[31] K. Fujita, M. Akiyama, K. Park, E. Yamaguchi, H. Furukawa 
“Linguistic Analysis of Large-Scale Medical Incident Reports 

for Patient Safety” MIE2012 (Quality of Life through Quality of 
Information) the 24th European Medical Informatics Conference, 
Pisa, Italy(26th-29th Aug., 2012)*

[32] M. Akiyama “E�cient Reuse of the Incident reports to Increase 
Patient Safety” WHO meeting, Tokyo (11, Sept. 2012)*

[33] M. Akiyama, F. Kaneyasu “System Requirements for an Electronic 
Health Record System Using Smartphones for Homecare” 
Proceedings of PICMET’12, pp3059-3066(2012)*

[34] M. Akiyama, R. Nagai “Information Technology in Health Care: 
E-HEALTH FOR JAPANESE HEALTH SERCIVE” AREPORT OF 
THE CSIS GLOBAL HEALTH POLICY CENTER(2012)*

[35] K. Fujita, M. Akiyama, K. Park, E. Yamaguchi, H. Furukawa, 
I. Sakata “Linguistic Analysis of Large-Scale Medical Incident 
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国内学会等　報告
[1] 中村裕子、鈴木真二、梶川裕矢、「航空技術イノベーション：
分野横断型活動を支援するための調査研究」、日本航空宇宙
学会第 43期年会講演会、東京、日本 (2012年 4月 12日 -13日 )

[2] 岡野まさ子、一色正彦、鈴木真二、「航空工学教育における
ビジネスシミュレーションと交渉学演習の導入」，日本航空
宇宙学会第４３回講演会（2012年 4月 13日）

[3] 土屋智子、松浦正浩、谷口武俊、原子力施設の耐震問題に
かかわる科学的不確実性と共同事実確認の課題，科学技術
社会論学会第 11回年次研究大会（2012）

[4] 今村知明、松尾真紀子、田村光平、御輿久美子、濱田美来、
尾花尚弥 , "食品リスクへの消費者や社会反応の定量的な把
握およびリスクの受容状況とその対策 ", 第 71回日本公衆衛
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Paris 2012, Panel speech, 2012.11.16
[5] A. Morita, “What happened in Japan after 3.11 : Lessons for 

Public Administration”台湾、台南　ＴＡＳＰＡＡ　成功大
学　12/05/24-27　

[6] A. Morita, “Korean Association of Policy Sciences” 報告 (日本の
地方分権改革 )韓国、ソウル、韓国政策学会　12/09/14-16

[7] A. Morita, ”Research funding program on science of ST&I 
policy and its bridge towards implementation in policy”IBS-SNU-
RISTEX Joint Symposium　韓国、大田 12/09/14-16

[8] 坂田一郎、「学術知と社会課題とをつなぐ：埋没知を乗り越
える手法と新たな人材育成」,日本学術会議若手委員会公開
シンポジウム (2012年 12月 19日、基調講演 )

[9] 鈴木真二、「航空イノベーションと地域航空ネットワーク」、
プラチナ社会総括寄付講座第６回戦略タスクフォース研究
会、２０１２年６月２５日

[10] 鈴木真二、「航空機開発の技術動向」、航空イノベーション
フォーラム「YS-11初飛行５０年～日本の航空技術・産業
の今と未来～」、２０１２年８月２２日

[11] 鈴木真二、「ＹＳ -１１初飛行から 50年の今、日本の航空
は何を目指すか」、ＪＡＸＡ航空プログラムシンポジウム
2012」、特別講演、２０１２年９月１３日

[12] 鈴木真二、「航空機産業における日本企業の現状と展望につ
いて」、第 26回日本国際工作機械見本市、2012年 11月 5日

[13] 鈴木真二、基調講演　「航空技術・産業の動向と将来展望」、
神奈川県ものづくり技術交流会「航空機産業フォーラム」
2012年 11月 9日

[14] 鈴木真二、「航空技術の将来～電動化とＣＯ２削減の技術
動向」、平成 24年度 飯田産業技術大学特別講座航空機産業
セミナー、２０１２年８月８日

[15] 鈴木真二、基調講演、「航空機開発の特殊性と安全確保へ
の取り組み」（2013年 2月 6日 横浜ワールドポーターズ）
神奈川県航空機産業セミナー

[16] 岡野まさ子、「国際民間航空と地球環境問題」、航空政策研
究会月例会（2012年 9月 12日）

[17] 岡野まさ子、「欧米の地域航空の維持制度と日本の課題」
（工学部教授会室　2013年 1月 22日）、航空イノベーショ
ンフォーラム『地域航空と地方空港の未来』

[18] 岡野まさ子、「航空分野における産官学協働の人材育成」（名
鉄ニューグランドホテル　2013年 2月 16日）平成２４年
度航空イノベーションセミナー

[19] 鈴木真二、「グローバル航空産業の創成に向けて」（名鉄
ニューグランドホテル　2013年 2月 16日）平成２４年度
航空イノベーションセミナー

[20] 鈴木真二、「航空イノベーションに関する研究教育活動」
(2013年 3月 6日 東京大学産学連携協議会アドバイザリー
ボードミーティング )

[21] 谷口武俊、「原子力の安全確保と将来リスクの低減」、NACS
エネルギー討論会、貸会議室プラザ、2012年 8月 5日

[22] 谷口武俊、「技術リスクのガバナンスを考える -福島第 1
原発事故を振り返って -」、日本学術振興会プロセスシステ
ム工学第 143委員会、弘済会館、2012年 7月 27日

[23] 谷口武俊、「原子力災害への備えを考える」、福井市役所、
2012年 7月 24日

[24] 谷口武俊、「科学技術リスクと社会：福島第 1原発事故・

生学会総会、2012年 10月 24日－ 2012年 10月 26日（サン
ルート国際ホテル山口）

[5] 松尾真紀子、「リンのグローバル・ガバナンスに関する研
究」，2012年度 AGS研究プロジェクト (Seed Project(S)）報
告会，2012年 12月 13日（伊藤国際学術研究センター）

[6] 三浦瑠麗、帝国からの撤退―デモクラシーと権力移行．政
策ビジョン研究センター主催国際研究会『中印の台頭・海
洋進出とアジアの多国間協調の行方』2013年 2月

[7] 矢野正晴、山下秀、林輝幸、村上壽枝、東京大学における
リサーチ・アドミニストレーターの育成と制度定着の試み、
研究・技術計画学会第 27年次学術大会 (2012)

[8] 山下秀 (ファシリテータ )、星野鉄哉 (ラポルトゥール )、
村上壽枝 (ラポルトゥール )、「リサーチ・アドミニストレー
ターの育成と制度の定着化を目指して」、第 2回 URAシン
ポジウム分科会テーマ 5、名古屋大学、2013年 3月

[9] 森田朗　日本行政学会　共通論題Ⅰ「東日本大震災におけ
る行政の役割」（日本学術会議行政学・地方自治分科会共催）、
報告「東日本大震災における行政の役割　－ 2011年度行政
学会の取組以降」慶應義塾大学三田キャンパス 2012年 5月
19日 -20日

[10] 秋山昌範、「国際シンポジウム :立場や価値観の違いを超
えて患者の安全のための「合意形成」を考える～情報モデ
ルを活用した課題解決のための合意形成手法について /パ
ネルディスカッション」東京都　2012年　9月 12日

[11] 秋山昌範、「シンポジウム：在宅医療における医療介護福
祉連携」第 32回医療情報学連合大会（第 13回日本医療情
報学会学術大会）新潟県　2012年 11月 15日

[12] 秋山昌範、「番号制度化における医療情報の活用と保護に
関する検討」第 32回医療情報学連合大会（第 13回日本医
療情報学会学術大会）新潟県　2012年 11月 16日

[13] 秋山昌範、「ネットワーク解析でヒヤリハット情報を活か
す～自由文が最も重要～」第 7回医療の質・安全学会学術
集会　埼玉県　2012年 11月 23日

[14] 秋山昌範、「シンポジウム：医療安全のための情報活用と
は～インシデントレポートの構造化と活用～」第 7回医療
の質・安全学会学術集会　埼玉県　2012年 11月 24日

[15] 秋山昌範、（チェアー）「国際会議：医療ナンバー制度のあ
り方を考える～在宅医療と再生医療・ゲノム研究を例とし
て～」東京都　2013年 2月 14日

主な基調講演・招待講演（国際会議、国内学会の大会）
[1] Z. Wong et al., “Patient Safety Systems Between Japan and Hong 

Kong” the 10th ANQ(Asian Network for Quality Congress, Hong 
Kong(July31-Aug3, 2012),invited  

[2] I. Sakata et al., "Energy e�ciency roadmap project in Lao PDR"  
The 2nd EAS Energy Efficiency Conference, Phnom Penh, 
Cambodia (July31-Aug1, 2012), invited 

[3] I. Sakata, "Regional cluster policy for generating and absorbing 
innovation"  APEC Conference on Innovation and Trade, 
Singapore (April 4-5, 2012), invited

[4] K. Mikuniya, ”Governance and leadership at crossroads”, 
Council on Business $ Society, First Annual International Forum 
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放射線リスク問題を通して考える」、朝日 JTB・文化交流塾、
2012年 7月 21日

[25] 谷 口 武 俊、「Japan’s Energy Policy: Challenges faced in 
Globally Complex World」、第 3回エネルギー政策ラウン
ドテーブル・パネルディスカッション、伊藤謝恩ホール、
2012年 7月 12日

[26] 谷口武俊、「科学技術と社会：技術リスク・ガバナンスを
考える」、京都大学原子炉実験所、2012年 6月 28日

[27] 谷口武俊、「リスク・ガバナンス構築の課題：システミックリスク
への対応」、日本再建イニシアティブ・東京大学シンポジウム

[28] 「日本再建のための危機管理 -復元力ある社会を目指して -、
パネルセッション：今後のリスク・ガバナンスはどうある
べきか、伊藤謝恩ホール、2012年 6月 9日

[29] 谷口武俊、「技術リスクのガバナンスを考える -福島第 1
原発事故を振り返って」、三井化学・化学品安全センター、
2012年 6月 7日

[30] 畑中綾子、 「システムエラーへの対処―医療機関の行政処
分について」厚労科研高本班シンポジウム・東京大学 2013
年 2月 畑中綾子  「安全性確保に向けた薬事法の歩みと審査
承認プロセス」日本医事法学会WS2012年 11月、東京

[31] 畑中綾子、 「�e legal liability of drug approval for government 
authority」大和基金キングスカレッジ・東京大学医療安全に関
する日英共同ワークショップ 2012年 6月

[32] 松尾真紀子、「食品安全のガバナンスの視点　国際動向と
日本への示唆」（財団法人 日本科学技術連盟　本部３号館、
平成 24年度ＮＰＯ法人食科協公開講演会「食の安全管理に
関する国際動向と日本の課題について」、2012年 11月 9日、
招待講演）

[33] 松尾真紀子、「原発事故後の食品の放射線安全を考える」（お
茶の水ビル、2012年 10月 20日、第 26回放射線防護研究
会　放射線安全フォーラム「食品安全のガバナンスの視点
から規制整備の課題を考える」招待コメンテーター）概要　
http://www.rsf.or.jp/download/eventreports/EventReport_26.pdf

[34] 三國谷勝範、「金融情勢・金融規制の動向について」、公益
財団法人金融情報システムセンター、2012年 11月 21日

[35] 三國谷勝範、「我が国のセーフティネットについて」、預金
保険機構、2013年 1月 15日

[36] 三國谷勝範、「リーマンショック以降の状況など」、見附商
工会、2013年 1月 30日

[37] 三國谷勝範、「リーマンショックとその後の経済金融」、弘
前市法人会、2013年 2月 15日

[38] 三國谷勝範、「リーマンショックとその後の経済金融」、五
所川原市商工会議所、2013年 2月 15日

[39] 秋山昌範、　｢特別講演 :最新の解析手法を用いた新しい臨
床研究～WHO国際共同研究における全数解析｣ 第 21回日
本腎泌尿器疾患予防医学研究会（高知県　2012年 7月 13日、
招待講演）

[40] 秋山昌範、「泌尿器科領域における医療政策の課題～超高
齢社会における疾病構造の変化を踏まえた社会保障の視点
から～」医療政策勉強会（九州大学病院　2012年 8月 7日、
招待講演）

[41] 秋山昌範、「在宅医療高齢者モデルシステム～新居浜医療生
協を中心としたフィールド研究」第 10回日本女性薬剤師会移
動セミナー in愛媛（愛媛県 2012年 11月 4日、招待講演）

著書
[1] 松島克守、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）

[2] 松島克守、坂田一郎、ほか「地域新生のデザイン２」（honto
電子出版、2012年）

[3] 城山英明、「原子力安全規制政策－戦後体制の修正・再編成
とそのメカニズム－」（森田朗・金井利之編著『政策変容と
制度設計－政界・省庁再編前後の行政－政界・省庁再編前
後の行政』ミネルヴァ書房、2012年 4月、263-288頁）

[4] 城山英明、「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－新たな動向と原子力における課題」（『アトモス
（日本原子力学会誌）』54巻 5号、2012年、4-5頁）

[5] 城山英明、「これからの北極海ガバナンス」（奥脇直也・城
山英明編『北極海のガバナンス』、東信堂、2013年 3月、
194－ 202頁）

[6] 東京大学航空イノベーション研究会　鈴木真二、岡野まさ
子 [編 ]：『現代航空論：技術から産業・政策まで』，東京大
学出版会，2012年 9月

[7] 鈴木真二、「飛行機物語：航空技術の歴史」、ちくま学芸文庫、
２０１２年１２月

[8] 谷口武俊、「科学技術的なリスク・アセスメントの基本的な
考え方とアプローチ」、（中谷内一也編『リスクの社会心理学』
有斐閣、2012年 7月、89-110頁）

[9] 三浦瑠麗、『シビリアンの戦争―デモクラシーが攻撃的にな
るとき』岩波書店（2012年）総頁数 340頁

[10] 東京大学 URA 電子書籍プロジェクト矢野正晴、山上圭司、
野田正彦、山下秀、林輝幸、大内聡美、山野真裕、水谷健
太郎、村上壽枝、「URA を知っていますか　～大学、研究
の新しい取り組みを支えるユニバーシティー・リサーチ・
アドミニストレーター」東京大学 URA 電子書籍プロジェク
ト、（2013年 3 月）pp173-175、pp202-209

[11] 秋山昌範、成田徹郎、ほか「医療におけるデータマイニン
グ講座：第 2章　データマイニングの活用法と米国におけ
る医療データ解析の現状」日本医学出版 (2012)pp11-22

その他（新聞への投稿、本センターのペーパー商業紙のペー
パーなど）

[1] 坂田一郎、「経済教室　IT駆使し「埋没知」活用を　分野
超える知識結集　－高齢化など課題解決の鍵－」日本経済
新聞、2012年 5月 4日

[2] 主任研究者鎌江伊三夫、「医療技術評価の現状と我が国支援
策に関する基礎調査」外務省 国際協力局 国際保健政策室委
託研究（2013年 3月）における分担研修者としての執筆（佐
藤智晶が第 2章「グローバルヘルスのコア概念の変遷：Ｕ
ＨＣからＨＴＡへ」、第 3章「ＨＴＡのグローバル化への対
応：英国と米国」を担当）

[3] 佐藤智晶、「マサチューセッツ通り 1775番地から眺めた世
界」コラム、東京大学政策ビジョン研究センターウェブサ
イト（2013年 2月 26日）

[4] 佐藤智晶、「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」コラム、東京大学政策ビジョン研究
センターウェブサイト（2012年 7月 5日）
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ネットの進化 /国の資本参加法制」、週刊金融財政事情創刊
3000号記念秋季合併号 (2012.10.29/11.5)

[25] 三國谷勝範、「一つの金融法制小史　第二回　金融システ
ム改革法から金融商品取引法へ」、週刊金融財政事情新年特
大号 (2012.12.24/1.7)

[26] 三國谷勝範、山下友信、「会社法と金融商品取引法（対談）」、
「山下友信編会社法コンメンタール第 13回配本（株式 (1)）
のしおり、」

[27] 宮内康二、甲斐一郎、森田朗、齋藤真由美、飯間敏弘、黒
河昭雄、太田響子、「成年後見の実務的・理論的体系化に関
する研究」総括研究報告書および総合研究報告書、厚生労
働省科学研究費補助金（障害者対策研究事業）2013 年 3 月

[28] 宮内康二、齋藤真由美、飯間敏弘、宮﨑進一、黒河昭雄、
「地域における親族後見支援の試み」研究報告書、厚生労働
省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）
2013 年 3 月

[29] 長寿国日本の底力コンソーシアム（代表：東京大学政策ビ
ジョン研究センター）、「成年後見の推進と管理」調査研究
報告書、経済産業省医療・介護等関連分野における規制改革・
産業創出調査研究事業（医療・介護周辺サービス産業創出
調査事業）2013 年 2 月

[30] 宮内康二、「「後見の見える化」に向けて」、介護保険情報、
2012年 9月

[31] M. Akiyama, R. Nagai, “Information Technology in Health Care 
E-HEALTH FOR JAPANESE HEALTH SERVICES” A REPORT 
OF THE CSIS GLOBAL HEALTH POLICY CENTER, On line, 
March, 2012

[32] M. Akiyama, Z. Wong, “Patient Safety Systems Between Japan 
and Hong Kong” the 10th ANQ(Asian Network for Quality 
Congress, Hong Kong, in press, 2012

[33] 秋山昌範、｢超高齢社会における医療介護福祉の ICTによ
る多職種連携｣、看護管理、2012,Vol.22no.7、pp1-7

[34] 秋山昌範、｢個人情報利活用と情報セキュリティ｣ IDF、
2012年 189号コラム

[35] 秋山昌範、｢医療イノベーションとデジタル・フォレンジッ
ク｣ IDF、2012年 206号コラム

[5] 城山英明、「経済教室・原子力規制 組織残された課題・自治
体の関与、規定明確に」日本経済新聞、2012年 5月15日

[6] 城山英明、「グローバル・ガバナンス――国際ルール形成と
国内実施のメカニズム」（『法律時報』、1051号、2012年 9月号、
6-11頁）

[7] 城山英明、「原子力安全規制体制の再編成と今後の課題」（『公
明』85号、2013年 1月、60-65頁）

[8] 鈴木真二、「航空ルネサンス～日本人に宿る飛行の心～」、
きんか２０１２、６４－１２、pp17-20

[9] 鈴木真二、「航空安全獲得への取り組みの歴史（その 1）」、
航空情報２０１２、１０月号

[10] 鈴木真二、「航空安全獲得への取り組みの歴史（その 2）　
寺田寅彦が絶賛した事故調査と 2つの国家的航空機事故」、
航空情報２０１２、１２月号

[11] 鈴木真二、「航空安全獲得への取り組みの歴史（その 3）」、
フライト・シミュレータの役割、航空情報 2013、1月号

[12] 鈴木真二、「航空安全獲得への取り組みの歴史（その 4）
零戦を 2度墜落させたフラッタという空力弾性現象」、航空
情報２０１３、２月号　

[13] 鈴木真二、「航空安全獲得への取り組みの歴史（その 5）
「ルッサーの法則」を乗り越えたアポロ計画」、航空情報
２０１３、３月号　

[14] 鈴木真二、「UAVの歴史とその基礎技術」、航空情報
２０１２年３月号

[15] 鈴木真二、「革新的な将来旅客機のブループリント」、航空
情報、２０１２年６月号

[16] 谷口武俊、「複雑につながった社会におけるエネルギーインフ
ラの課題」、エネルギーレビュー、2012年 12月号、16-17頁

[17] 畑中綾子、鄭雄一、「ナノテクノロジーを使った骨の再建
術の実現までの道筋」畑中綾子「『ナノバイオ病院』～ナノ
バイオファーストが変える未来のがん治療～」ナノバイオ
ファースト広報誌第 4号 2012.12

[18] 畑中綾子、「SSF-UT合同ワークショップが開催されました
(2012年 11月 28日 )」東京大学工学部ウェブサイトイベン
ト情報 2012.12

[19] 畑中綾子、「研究者間の距離とパッション」東京大学学内
広報 Policy＋ Alt,2012.10

[20] 畑中綾子、「医療安全をめぐる対話」東京大学学内広報
Policy＋ Alt,2012.7

[21] 畑中綾子、一木隆範、「ナノテクノロジーを使ったがんの
早期診断デバイスの実現に向けた戦略とは？」同「日本が
イノベーションで世界を先導するための処方箋」ナノバイ
オファースト広報誌第 3号 2012.5

[22] 松尾真紀子（研究分担者）、森川想、大本裕一、速水寛基（研
究協力者）、厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推
進研究事業）「国際食品規格策定に係る効果的な検討プロセ
スの開発に関する研究」平成 24年度分担研究報告書、｢国
際食品規格策定のプロセス及びその課題に関する分析｣、添
付資料①松尾真紀子「ラクトパミン問題の経緯とコーデッ
クスにおける課題について」、添付資料②松尾真紀子「コー
デックスにおける放射性核種のガイドラインの経緯」

[23] 三浦瑠麗、「ワーキングマザー倍増計画」、政策ビジョン研
究センターウェブサイト掲載コラム、2012年 5月 29日

[24] 三國谷勝範、「一つの金融法制小史　第一回　セーフティ
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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、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。（佐藤 智晶 特任助教） 

第 1 回  医療イノベーションワークショップ
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

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設立委員 )

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、
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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、とてもシ

ンプルな問いから企画されたものである。すなわち、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。医療関連製品として、医薬品と医療機器が違うこと

は分かる。しかしながら、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か。 

　パネルディスカッションでは、医療機器分野の医療イノ

ベーションの実現までの道のりがどうして長く、かくも険

しいのかについて議論することができた。規制は必須だ

が、それはジグソーパズルのワンピースに過ぎない。し

かも、ピースの形自体、われわれにとってはとてもユニー

クで、今までに見たことがないものなのである。たとえば、

医薬品のように製品それ自体の安全性と有効性を確認して

も、医療機器では十分ではないと考えられている。医療機

器の場合には、製品が手技と相まって生み出す安全性と有

効性こそより重要であるが、はたして製品規制に関する法

令だけでそのような安全性と有効性を確保することがそ

もそも可能なのか。逆に言えば、医療機器にとって製品そ

れ自体で確保されるべき安全性や有効性とは一体何なのか、

それらをどのように評価すべきか、という難問に直面して

いるのである。仮にこの難問を乗り越えたとしても、科学

技術の水準自体を高めるようなさらなる研究開発、医療機

器使用の訓練、産業界だけでなく医師や患者を巻き込んだ

議論、さらにはイノベーションに対する適切な評価なども

必要になってくる。今後は規制以外のピースも含めて、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た議

論を続けてゆきたい。（佐藤 智晶 特任助教） 

第 2 回  医療イノベーションワークショップ
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

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。た

とえば、米国では 1970年、すなわち、医療機器規制導入

の 6年も前に、規制当局内部で医療機器と医薬品との間の

違い、規制の根拠、規制の方針が科学者を交えて議論され

ていました。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（開場 12:30）

場所：伊藤国際学術研究センター中教室（3階）

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

共催：東京大学公共政策大学院

開会挨拶　林 良造　東京大学公共政策大学院　客員教授

「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

佐藤 智晶　東京大学政策ビジョン研究センター特任助教

浅野武夫　内閣官房医療イノベーション推進室 企画官　
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iCeMS)　准教授

林良造 東京大学公共政策大学院　客員教授

松本洋一郎 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　

佐藤智晶　東京大学政策ビジョン研究センター特任助教

開催報告
　今回のワークショップでは、主に臨床現場に製品や医療

技術を届ける側の立場から、より優れた製品や医療技術の

上市までに何がより重要なインセンティヴになるのかにつ

いて検討した。日本には、優れた基礎研究、技術力、優秀

な医師とエンジニア、品質管理能力というイノベーション

にとって極めて重要な要素があるのにもかかわらず、医療

分野ではなかなか成果があがっていないとされる。その原

因を把握し、イノベーションを生み出させるインセンティ

ヴを検討するのが、今回のワークショップの目的であった。

　医療イノベーションを実現するためには、新しい製品や

医療技術を臨床現場に届けるためのパスウェイ、イノベー

ションの評価、そしてリソース面の 3つのインセンティヴ

が重要である。今回、データや事例で示された点は、リ

ソース面、医薬品以外の医療関連製品や医療技術にとって

のパスウェイの構築と評価、臨床研究への資金提供の在り

方、そして幹細胞技術の出口戦略などである。

　今回は、リソース面でもファイナンスと人材の問題が

特にクローズアップされた。また、3つのインセンティヴ

は、製品や技術の特性を反映させて設計されなければなら

ず、しかも関連情報を利用して、インセンティヴスキーム

を漸進的に改善する必要があることも言及された。医療イ

ノベーション 5ヵ年戦略では、3つのインセンティヴがす

べて扱われている。今後、日本の強みを発揮できるような

インセンティヴスキームが構築され、関連データに基づい

て環境をさらに改善し、モニタリングのもとで着実に同戦

略が進められるものと期待される。

（佐藤 智晶 特任助教） 

第 3 回 医療イノベーションワークショップ
医療とイノベーション－何がイノベー
ションを生み出させるのか

趣旨
　今回と次回 12月のワークショップでは、医療分野にお

けるイノベーションについて、どんなインセンティヴが関

係者にとってより重要な意味を持つのかについて、専門

家を交えて議論してみたいと考えています。2012年 6月

6日に決定された「医療イノベーション 5ヵ年戦略」では、

向こう 5年間で、医薬品や医療機器の研究から上市に至る

各ステージ（研究資金の集中投入、ベンチャー企業の育成

等、臨床研究・治験環境の整備、アジアとの連携、審査の

迅速化・質の向上、イノベーションの適切な評価）において、

更なる施策を展開する旨が謳われています。そして、医療

イノベーションを実現するためには、その利益を享受する

患者や国民はもちろんのこと、医師をはじめとする医療従

事者、医療機関、医療機器や医薬品メーカー、部材メーカー、

そして研究者など、さまざまな関係者の協力が欠かせませ

ん。医療機器や医薬品の上市までのプロセスにおいて、関

係者にとっての細かい利害は必ずしも等しくないはずです

が、それでもなお関係者の協力を得て医療イノベーション

を推進するためには、一体何が鍵になるのでしょうか。ア

メリカ合衆国でさえ、銀行やベンチャーキャピタルからの

医療分野への投資が鈍化している旨の報告があります。今

回のワークショップでは、主に臨床現場に製品や医療技術

を届ける側の立場から、より優れた製品や医療技術の上市

までに何がより重要なインセンティヴになるのかについて

考えてみたいと思います。 

日時：2012年 11月 27日（火）9:30-11:00

場所：伊藤国際学術研究センター特別会議室（3階）

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

開会挨拶

松本洋一郎 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

パネルディスカッション

大西昭郎　東京大学公共政策大学院　特任教授　

塩野誠 株式会社経営共創基盤　マネージングディレク

ター・パートナー　

仙石慎太郎　京都大学 物質－細胞統合システム拠点 (WPI-
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開催報告
今回のワークショップで着目したのは、主に医師や医療機

関にとってのインセンティヴである。メーカー等の主に臨

床現場に製品や医療技術を届ける側と、臨床現場側（医師

や医療機関）との間でインセンティヴに違いがあるのかど

うかについて明らかにするのが、今回のワークショップの

目的であった。

　今回のワークショップでは、3つの事例を取り上げてい

る。最近目覚ましい発展を遂げつつある心室補助人工心臓

（Ventricular Assist Device）、高度医療の代名詞ともいえる

骨髄移植（Bone Marrow Transplant）、そして日本でも現在

話題になっている電子カルテ（Electronic Health Record） に

ついて、米国ワシントン大学の 3名の医師から報告をして

いただき、日本側からは心室補助人工心臓についての現状

と課題について五條理志教授からご講演いただいた。 

　臨床現場でのイノベーションを促すためのインセンティ

ヴは、実はメーカーサイドのインセンティヴと表裏一体で

ある。医師にとっては、患者の回復に寄与したいという思

いを実現しやすい環境こそ、イノベーションの何よりも大

きなインセンティヴと言える。そして、実はそのような環

境というのは、実はメーカーサイドにとっては医師や医療

機関と協同で新しい医療関連製品の開発をし易い環境であ

り、しかもビジネスを行いやすい環境と言い換えることが

できる。そのような環境が、患者のアンメットメディカルニー

ズの解消を可能にするのである。

　メーカー側、医療機器を臨床現場に届ける側にとっては、

新しい製品や医療技術を臨床現場に届けるためのパスウェ

イ、イノベーションの評価、そしてリソース面の 3つのイ

ンセンティヴが重要である。

　他方、医師にとっては、臨床研究や臨床試験に従事しや

すい環境が大切であり、それがメーカー側へのインセン

ティヴと相まってよりよい診断や治療法の開発に直結する。

そうしてはじめて、患者としても恩恵を被ることができる。

また、イノベーションを起こそうと努力し、漸進的にでも

イノベーションを実現した医療従事者が報われる環境も必

要である。医療 ITシステムは、デザインや使い方次第で

イノベーションの実現を大いに助けるだろう。（佐藤 智晶 

特任講師） 

第 4 回 医療イノベーションワークショップ
医療とイノベーション－臨床現場でのイ
ノベーションの実現に向けて

趣旨
　今回は米国のワシントン大学医学部から 3名の医師をお

招きし、医療分野におけるイノベーションを実現するため

のインセンティヴについて議論しました。

　医療イノベーションは、患者と医師のいる臨床現場なく

して決して実現されることはありませんが、どのようにし

て発展を遂げ、実際に診断や治療に用いられ、臨床上の価

値や医療の質の向上に結びつけられているのでしょうか。

製品や医療技術が上市されるまでのプロセスを考えても、

そのゴールは必ず臨床現場にあります。米国の参考事例を

踏まえて、我が国における臨床現場でのイノベーションを

支えるインセンティヴを考えるのが、今回のワークショッ

プの目的になります。11月の第 3回ワークショップと併

せることで、より優れた製品や医療技術を臨床現場に届け

るだけでなく、臨床現場でのイノベーションを支援する方

向性を示すことができるものと期待しています。 

日時：2012年 12月 14日（金）10:00-12:00

場所：伊藤国際学術研究センター特別会議室（3階）

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

共催：ワシントン大学（McDonnell International Scholars 

Academy, Washington University in St. Louis） 

開会挨拶

松本洋一郎 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

パネルディスカッション（Q&A含む）

Fatima Karaki M.D. ,  Resident  (PGY-3),  Washington 

University School of Medicine/Barnes Jewish Hospital

Rohan Ahluwalia M.D. ,  Resident  (PGY-3),  Washington 

University School of Medicine/Barnes Jewish Hospital

加 藤 良 太 朗　M.D. J.D., Instructor, Washington University 

School of Medicine,/VA St. Louis Health Care System

五條　理志 京都府立医科大学大学院医学研究科人工

臓器・心臓移植・再生医学 教授

報告者　大西昭郎　公共政策大学院　特任教授

閉会挨拶（ビデオレター）

林良造　東京大学公共政策大学院　客員教授
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スカッションを行った。

　李教授による基調講演では、中国は本格的に低炭素社会

を目指しはじめており、このことを抜きにして現在の中国

のエネルギー政策は語れない状況に至っているとの話が

あった。なぜ中国は低炭素社会を目指しはじめたのか。そ

れは中国が、持続可能な発展を実現するためには現在の石

炭を中心とする化石燃料中心のエネルギー需要構造とそれ

に組み込まれた CO2排出増のメカニズムから可能な限り

脱却する必要があると認識を変化させてきたからであり、

むしろ低炭素社会を積極的に目指す中で経済発展を図ると

の発想の転換を図ったからである。このことを全国人民代

表会議で決議し、それに合わせて国際と国内の両面で戦略

をたてているのである。 国際的には、温暖化交渉において、

「共通であるが差異のある責任原則」を求めつつ、CO2排

出枠、すなわち経済成長の空間をしっかり確保することを

狙っている。一方、国内の戦略としては、国際戦略の成否に

かかわらず、次の 3つを低炭素社会に向かう柱としている。す

なわち、温暖化防止、エネルギー安定供給の確保、関連技術

開発と産業の育成である。

　低炭素社会の実現は地球的課題でもあり、円滑に進める

ためには、日中が協力する余地も大きいと思われる。特に

技術や制度設計などの分野は相互補完関係もくみやすいの

ではないかと考えられ、例えば、中国の弱点は、技術では

系統連系、インバーター等の周辺技術であり、制度設計

面では省エネ等について日本の知見は役に立ちうる。また、

エネルギー安全保障分野では、今や日本も中国も化石燃料

の大純輸入国であり、特に、直近ではアジア向け燃料は価

格も高いなどの共通の課題もあり、このような面でも日中

協力の余地は大きい。加えて、長期的には天然ガスの確保、

原子力開発、特に安全分野についても可能性のある分野で

ある。アジアにはこのようなエネルギー問題を話し合う場

がないので、例えば、アジア版の国際エネルギー機関（IEA）

といった組織も検討しるのではないか。 

　このような基調講演に対して、パネリストから様々な議

論や意見が提示され、活発な議論が行われた。議論は多岐

に及ぶが大きな論点は、政府による規制と市場機能、「第

12次 5か年計画」とその意義、原子力、低炭素社会に向

けた長期的課題、日中協力、アジアにおける多国間協力、

人材養成の 7点である。（芳川恒志 特任教授 ）

第 4 回 エネルギー政策ラウンドテーブル
中国のエネルギーの展望とエネルギー政策

趣旨
　第 4回エネルギー政策ラウンドテーブルでは、要望の多

かった中国のエネルギーの現状と展望、その政策について

講演していただく予定である。パネルディスカッションで

は、中国のエネルギー情勢や政策のみならず、エネルギー

分野での中国と世界やアジアとのかかわりかた、特に我が

国との関係等についても議論を行う。 

日時：2012年 10月 11日（木）14:00-16:15 

場所：伊藤謝恩特別会議室

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

共催：東京大学公共政策大学院

基調講演　「中国のエネルギーの展望とエネルギー政策」

　長岡技術科学大学　李志東教授 

パネルディスカッション及び質疑応答

　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 

　堀井伸浩　九州大学経済学研究院産業・企業システム部

門准教授

　城山 英明　東京大学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

　司会 芳川恒志　東京大学公共政策大学院　政策ビジョ

ン研究センター併任　特任教授 

開催報告
　このラウンドテーブルの本年前半での議論を踏まえ、今

回は世界で存在感をますます増している中国に焦点を当て

ることとした。特に、中国のエネルギー需給構造とその政

策について、「第 11次 5か年計画」の成果とスタートした

ばかりの「第 12次 5か年計画」を比較検討しつつ、中国

のエネルギー政策の課題、今後の中国のエネルギー政策の

方向と他のアジア、とりわけ我が国との関係について議論

を行った。日本における中国のエネルギー事情・エネルギー

政策研究の第一人者である長岡技術科学大学李志東教授か

ら「中国における低炭素社会に向けた総合エネルギー政策

の動向と取組み」と題した基調講演をしていただき、その

後、エネルギーや行政学、エネルギーを中心とする中国産

業分析の第一線の研究者の方にご参加いただきパネルディ
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エネルギー安全保障や地球温暖化等 3つの Eのいずれの観

点からも重要な要素であることは言うまでもないが、同時

に科学技術全体の観点からもエネルギー分野は波及性の高

い重要な分野でもある。また、福島原子力発電所事故を経

た我が国にとって、特に今後ますます重要性が高まる分野

でもある。今回は、まず、英国リーズ大学の Peter Taylor

教授から、エネルギー技術革新が世界及び地域のエネル

ギー問題をどのように対処可能にするのか、また、エネル

ギー技術をベスト・プラクティスの習得やよりターゲット

を絞った現実的政策を行うことで、さらに革新を加速でき

るのかといったことなども含めお話しいただいた。

　エネルギー政策当局者はトリレンマ (エネルギー安全保

障、環境保全及び経済性 )に直面しているが、これを解決

するカギを握るのは技術である。我々はより統一され、ス

マートなエネルギーシステムを見出していく必要がある。

結論として以下を強調したい。①クリーンエネルギー技術

の開発と普及が世界のエネルギー課題を解決すること、②

省エネと再生可能エネルギーが現実的な選択肢であること、

③現状では、特に普及面で不十分であること、④適切な技

術政策が進歩を加速すること、⑤ベスト・プラクティスか

ら学び政策に反映すべきこと、⑥日本においては現在の政

策見直しで分散型のエネルギー技術と省エネのより重要性

を与える機会になること、⑦日本は世界のエネルギー RD

を引っ張っていく機会があること、⑧アジアはエネルギー

の中心になりつつあり、エネルギー革新でも大きな役割を

果たしつつあること、⑨日本はアジアと協働することでエ

ネルギー革新を一層進め世界や地域のエネルギーの課題に

貢献する機会が高まること。

　このような基調講演に対して、パネリストから様々な議

論や意見が提示され、活発な議論が行われた。議論は多岐

に及ぶが大きな論点は、エネルギー技術の特殊性、技術評

価、エネルギーと科学技術、課題の構造化、エネルギーイ

ノベーション－技術の特色と市場の構造、政策のあり方、

プレーヤーの役割や司令塔の必要性、トランジショナル・

マネージメント、エネルギー安全保障と技術の 8点である。

（芳川恒志 特任教授 ）

第 5 回エネルギー政策ラウンドテーブル
エネルギー技術のイノベーションがもた
らす可能性

趣旨
　これまで 4回のエネルギー政策ラウンドテーブルでは、

エネルギーのグローバル性や面的な広がりを意識して、エ

ネルギーの現状と今後の展望・課題について、世界の中の

中国、ASEAN、我が国や相互の関係を踏まえ、多角的分

析がなされた。第 5回は、長期的視点から、重要な横断的

課題であるエネルギー技術革新に焦点を当てる。世界の最

新のエネルギー技術の動向を俯瞰しつつ、エネルギー技術

革新がエネルギー安全保障や地球温暖化等の課題達成にど

のように影響を与えるのか、将来目指すべき低炭素社会実

現に向けどのように貢献しうるのかなど多くの興味深い論

点が議論される予定である。同時に、エネルギー技術革新

がアジアや我が国のエネルギー政策に与える影響等も議論

される。

日時：2012年 12月 19日（水）09:30-11:45 

場所：東京大学工学部　2号館 213講義室

主催：東京大学政策ビジョン研究センター、東京大学公共

政策大学院 科学技術イノベーション政策の科学教育・研

究ユニット

講 演 “Meeting energy challenges through technology and 

innovation: implications for Japan and the rest of Asia”　

　ピーター・テーラー教授　英国リーズ大学 

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 

　城山 英明　東京大学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 

　笠木伸英　（独）科学技術振興機構上席フェロー (研究

開発戦略センター )、東京大学大学院工学系研究科機械工

学専攻名誉教授

　司会　芳川恒志　東京大学公共政策大学院　政策ビジョ

ン研究センター併任　特任教授

開催報告
　今回は長期的視点から、重要な横断的政策課題であるエ

ネルギー技術革新をテーマとした。エネルギー技術革新が
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その変化は深遠で、エネルギー、経済、外交政策、だけで

なく個人の生活にも影響を及ぼす。ここには 3つの原動力

がある。第 1点目はもっとも重要なことであるが、石油と

ガスの生産が米国等一部の国で台頭してきていることであ

る。第 2点目は福島事故後ドイツ、スイス、日本等多くの

国において原子力政策の変化が生じていることで、発電の

75%を原子力に依存するフランスにおいてもオランド大統

領は原子力への依存度を下げることを公約とした。第 3点

目は、しばしば見逃されるが省エネである。従来日本や北

欧等一部の国を除いて省エネ政策は進んでこなかったが、

過去数か月、新たな画期的な立法等がなされている。米国

の新法や中国の新 5か年計画がその好例であり、EUにお

いても新しい指令が出されている。省エネは長年にわたっ

て停滞してきたがようやく弾みがついてきたと言える。こ

の 3つの推進力によって世界のエネルギー地図が大きく変わ

ろうとしているのである。

　こうした大きな変化にともない、2つの分野で大きな影

響がある。一つが、エネルギーの地政学的意味合いであ

り、特にエネルギーの供給国として米国の影響がどうな

るのかということである。2つ目が産業競争力の問題であ

る。まず、電力価格を見てみると、世界に大きなかい離が

あることがわかる。米国と中国で安く、EUと日本で高い。

これはそれぞれの国・地域の産業の競争力に影響を与える。

EUの電力は高コストの天然ガスが使われているため高い。

このような中原発が後退しており、また、再生可能エネル

ギーの補助金も続いている。日本もこのまま高電力コスト

が続くと産業の競争力が失われるということにもなりかね

ない。米国は既に安価なエネルギーを享受できている。先

月、大手のドイツ石油化学メーカーが米国に移転すること

を発表したところであるが、このように米国製造業は安価

なエネルギーを活用して復活を遂げようとしている。中国

も国内の石炭等安価なエネルギーを使って引き続き競争力

を維持する。一方で欧州と日本は、競争力を失っていく可能

性がある。競争力を引き上げるためにはさらにエネルギーの効

率化が必要である。

　続くパネルディスカッションでは、ゲームチェンジャーとして

の中国、天然ガス価格、エネルギー価格と産業競争力、省エ

ネ、エネルギー補助金、グローバルなエネルギーガバナンス等

について、活発な議論が行われた。

（芳川恒志 特任教授 ）

第 6 回エネルギー政策ラウンドテーブル
世界の中の日本 エネルギー政策の方向性

趣旨
　これまで 5回のエネルギー政策ラウンドテーブルでは、

エネルギーのグローバル性や面的な広がりを意識して、エ

ネルギーの現状と今後の展望・課題について、世界の中の

中国、ASEAN、我が国や相互の関係を踏まえ、エネルギー

政策や技術革新等の含め多角的分析がなされた。

　第 6回は、これまでの議論を集約する観点から、あらた

めてグローバルなエネルギー需給構造の変化を検討し、今

後の展望を議論した上で、その中で日本のエネルギー政策

の今後の方向性について議論を行う。今回は、エネルギー

政策ラウンドテーブルとして一年間行ってきた議論の当面

の最終回となる予定である。基調講演は、第 1回の基調講

演を行っていただいた、国際エネルギー機関（IEA）首席

エコノミストで、「世界エネルギー展望 2012」を発表した

ばかりのファティ・ビロール博士をお迎えする予定である。

ビロール博士の講演後パネルディスカッションを行う。 

日時：2013年 1月 31日（木）

場所：伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

共催：東京大学公共政策大学院

基調講演 　ファティ・ビロール IEA首席エコノミスト

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

　城山 英明　東京大学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

　司会  芳川恒志　東京大学公共政策大学院　政策ビジョ

ン研究センター併任　特任教授

開催報告
　このラウンドテーブルは一年間の議論の最終回であり、

これまでの議論を総括し最新の世界のエネルギーを巡る

状況を再度確認する意味で、第一回の基調講演を行った

国際エネルギー機関 (IEA)の首席エコノミストであるファ

ティ・ビロール博士に基調講演をお願いした。

　ビロール博士の基調講演の概要は以下である。グローバ

ルなエネルギーの構図がめまぐるしく移り変わっている。
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開催事業・共催イベント等

高齢者の適切な医療提供の要件について

医療連携および診療報酬の観点を主題と
した国際会議 （非公開）

日時：2013年 2月 14日（木）17：00-21：00

場所：伊藤国際学術研究センター

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

国際会議

国民医療ナンバー制度のあり方を考える
（再生医療・ゲノム研究に関するクローズド会議）

日時：2013年 2月 14日（木）

場所：伊藤国際学術研究センター

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

国際会議（公開）　

国民医療ナンバー制度のあり方を考える
日時：2013年 2月 14日（木）

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

2013健康経営研究ユニット 創設記念シンポジウム

健康づくりを促す社会的評価が始まった
日時：2013年 2月 15日（金）午後 2時半～ 4時半

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユ

ニット

来賓：寄付社 (東京海上日動火災 ,日本政策投資銀行 ,電

通 )、厚生労働省、経済産業省、東京都医師会、健康保険

組合連合会、日本経済団体連合会、東京商工会議所

国際ワークショップ

Power Transition and Maritime Security

―中印の台頭・海洋進出とアジアの多国
間協調の行方―
日時：2013年 2月 25日（月）

場所：国際文化会館

"主催：東京大学政策ビジョン研究センター／

　　　  東京大学公共政策大学院海洋政策教育研究ユニット

立場や価値観の違いを超えて　－患者の
安全のための「合意形成」を考える－
Methodology for Consensus Building -�e Perspective of Patient 

Safety

日時：2012年 9月 12日（水）14:00-18:00

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

後援：World Health Organization

金融リスク管理の研究

リーマン・ショック、欧州ソブリンデットクラ
イシスや東日本大震災から何を学ぶか
日時：2012年 10月 25日（木）　　14:00-17:00

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

The Colloquium 
"Fukushima and the Ocean"
日時：2012年 11月 14日（水）16:00-19:00

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

共催（共同主催）：国際交流基金日米センター、日本学術

会議、東京大学政策ビジョン研究センター、東京大学大気

海洋研究所、横浜国立大学リスク共生型環境再生リーダー

育成プログラム、ゴードン＆ベッティ モーア財団、ウッ

ズホール海洋研究所

第 2回　市民後見全国大会

成年後見三位一体推進モデル（市民・行
政・バックアップ体制）の提案
日時：2012年 12月 2日　13:00～ 17:00

場所：東京大学本郷キャンパス 大講堂（安田講堂）

主催：東京大学政策ビジョン研究センター

共催：一般社団法人後見人サポート機構

ワークショップ　福島原発事故がアジアにもたらしたもの

社会的、政治的、経済的なリスクの連鎖
を考える
日時：2013年 2月 13日（水）　14:30-18:30

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学公共政策大学院　SEPP、政策ビジョン研

究センター
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場所：東京大学本郷キャンパス安田講堂

主催：東京大学総括プロジェクト機構「プラチナ社会」総

括寄付講座　共催：政策ビジョン研究センター、高齢社会

総合研究機構、フューチャーセンター推進機構、「電力ネッ

トワークイノベーション」総括寄付講座

科学技術イノベーションガバナンスセミナー

 エビデンスに基づく政策形成
科学技術イノベーション政策への示唆
日時：2012年 11月 14日（水）10:00～ 12:00

場所：東京大学本郷キャンパス小島ホール

主催：東京大学公共政策大学院

共催：科学技術振興機構研究開発戦略センター、東京大学

政策ビジョン研究センター

カルロス・ゴーン氏講演会

Global Leadership and Global 
Talent
日時：2012年 12月 19日（水）10:00-11:30

場所：東京大学本郷キャンパス 経済学部赤門総合研究棟

主催：東京大学大学院経済学研究科、ものづくり経営研究

センター

共催：東京大学政策ビジョン研究センター

Low Cost Model Flying over Japan
- its Potential and Prospects
日時：2013年 1月 8日（火）　13時 30分～

場所：東京大学本郷キャンパス 小柴ホール

共催：航空イノベーション総括寄付講座、東京大学政策ビ

ジョン研究センター

航空イノベーションフォーラム

地域航空と地方空港の未来
日時：2013年 1月 22日（火）13:30-17:00

場所：東京大学本郷キャンパス　工学部 8号館教授会室

主催：東京大学航空イノベーション研究会

共催：東京大学航空イノベーション総括寄付講座、東京大

学公共政策大学院、国際交通政策ユニット（ITPU）、東京

大学政策ビジョン研究センター

シンポジウム　

知的資産経営研究講座（新 NEDO社会連携講座）

国際シンポジウム

グローバル知的資産経営戦略：新興国と
の連携を考える
日時：2013年 3月 8日（金）13:00-17:30

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学政策ビジョン研究センター 知的資産経営

研究講座

後援：一般社団法人日本知財学会

宇宙政策とガバナンス　ワークショップ

アジア太平洋宇宙外交の可能性
日時：2012年 7月 25日（水）13:30-16:30

場所：東京大学 本郷キャンパス 山上会館 2階 大会議室

主催：東京大学公共政策大学院 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：東京大学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)

「医療技術評価」国際シンポジウム

世界で急拡大する「医療技術評価」を展
望する 
－欧米、アジア、そして日本の針路－
日時：2012年 9月 6日（木）10:30-17:40

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学公共政策大学院「医療技術評価・政策学」

寄付講座　共催：東京大学政策ビジョン研究センター、キ

ヤノングローバル戦略研究所

Sweden-Japan Life Science Symposium

Accelerating Innovative 
Bio Research
日時：2012年 10月 5日（金） 18:00～ 20:00

場所：東京大学　薬学部講堂（薬学系総合研究棟　2階）

主催：ナノバイオファースト

共催：東京大学政策ビジョン研究センター

後援：スウェーデン大使館科学技術部

「プラチナ社会」講座設立と特別シンポジウム

希望を集め 未来を創る
日時：2012年 10月 15日（月曜）　13:00～ 17:00
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東京大学科学技術イノベーション政策のための科学

第二回 国際シンポジウム
日時：2013年３月８日（金）10:00-17:00

　　　2013年３月９日（土）　9:30-12:00

場所：国際文化会館（六本木）　岩崎小弥太記念ホール

主催：東京大学公共政策大学院 科学技術イノベーション

政策のための科学ユニット

共催：東京大学政策ビジョン研究センター

国際シンポジウム 2012

エネルギー安全保障とエネルギービジネ
スの新展開
日時：2012年 11月 27日（火）　13:00-17:00

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

主催：東京大学公共政策大学院 /国際石油開発帝石 (株 )/

 　　　(一財 )日本エネルギー経済研究所 "

科学技術イノベーション政策の科学

政策の科学の手法・システムとイノベー
ションの実現
日時：2012年 12月 13日（木）10時～ 17時 40分

場所：東京大学本郷キャンパス工学部 2号館 213

主催：東京大学大学院工学系研究科 総合研究機構イノベー

ション政策研究センター

共催：東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻

協力：東京大学政策ビジョン研究センター

後援：NEDO（予定）, JST-RISTEX（予定）

科学技術イノベーション政策研究の
過去・現在・未来
日時：2012年 12月 14日（金）10:00-17:00

場所：政策研究大学院大学 想海樓ホール 

主催：政策研究大学院大学、東京大学、一橋大学、大阪大

学・京都大学、九州大学　後援：文部科学省

双方向型シンポジウム

どうする高レベル放射性廃棄物
日時：2013年 2月 17日午前・午後、3月 17日

場所：田中田村町ビル会議室

主催：資源エネルギー庁　

協力：東京大学政策ビジョン研究センター

危機に晒される日本のエネルギー・環境
技術
日本のエネルギー・環境技術の競争力と気候変動交渉

日時：2013年 2月 13日（水）　9:30-13:00

場所：東京大学本郷キャンパス　伊藤謝恩ホール

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

第 8回仮想政府セミナー　

米連邦政府における業務改革と EA
～事例研究～
日時：2013年 2月 22日（金）14:00-17:00

場所：東京大学法学政治学系総合教育棟 101

主催：東京大学公共政策大学院 PADIT（情報通信技術と

行政）研究プロジェクト、STIG（政策のための科学）教育・

研究ユニット、社団法人　行政情報システム研究所

共催：東京大学政策ビジョン研究センター

シンポジウム　海洋調査研究産業の現在と展望

海洋に関する多様な調査研究の国内と海
外の事情の全体像を把握し、今後の展望
を探る
日時：2013年 2月 26日（火）9:30-17:30

場所：国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール

主催：東京大学公共政策大学院

共催：東京大学海洋アライアンス、東京大学政策ビジョン

研究センター

後援：独立行政法人水産総合研究センター

ワークショップ

宇宙政策とガバナンス
日時：2013年 2月 27日（水）13:00-18:00

場所：国際文化会館・講堂

主催：東京大学公共政策大学院 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、STIG（政策のための科学）教育・研究ユニット

共催：東京大学政策ビジョン研究センター

協力：独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
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産経新聞

SankeiBiz　【論風】（渡部俊也教授）

企業の発明奨励に向けて　2013/9/2

大学発ベンチャーの振興　2013/5/27

技術貿易黒字が拡大　2013/3/14

SankeiBiz　【生かせ！知財ビジネス】（坂田一郎教授）

“第３の矢”の課題（６）　2013/7/1

テレビ
NHK
坂田一郎教授 出演

NHKスペシャル　震災ビッグデータ　File.2　復興の壁　

未来への鍵

放送：　2013年 9月 8日 (日 )　21:00-21:58

市民後見人養成講座修了生が設立した NPO法人の後見

活動　取材放送

どう育てる？“市民後見人”

6月 18日（火）午後 6：40　「ほっとぐんま 640」（NHK

総合・群馬県内のみ放送）

6月 19日（水）午前 7：45　「おはよう日本・首都圏」（NHK

総合・首都圏にて放送）

坂田一郎教授 出演

「成長戦略第二弾スピーチ」に関して

NHK「ニュースウオッチ 9」　

放送： 2013年 5月 17日 (金 )　21:00-

城山英明教授 出演

原子力安全規制についてコメント

NHK NEWS WEB　敦賀原発直下に活断層 今後廃炉も

「おはよう日本」　放送： 2013年 5月 16日 (木 )　午前

7:00-

坂田一郎教授 出演

NHKスペシャル　メイド・イン・ジャパン　逆襲のシ

ナリオⅡ　第 2回　新成長戦略　国家の攻防

放送：　2013年 5月 12日 (日 )　21:00-21:58

再放送：　2013年5月16日 (木 )午前1:39-2:37（15日深夜）

 

新聞記事
日本経済新聞

日本の将来を変えるグリーンイノベーション（林良造

教授編著　書評掲載）　2012/12/2

日本経済新聞 経済教室

IT戦略を問う 下 （坂田一郎教授）

高度な人材育成の強化を　2013/8/30

中国の経済政策をどうみるか 上 （田中修 客員研究員）

李首相の改革、多くの困難　2013/8/26

成長戦略を問う （林良造教授）

医療産業　創意促す診療報酬制度に　2013/6/7

原子力規制の論点　下 （城山英明教授）

自治体の役割、制度整備を　2013/4/22

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　2012/5/4

転機の中国経済　 （田中修 客員研究員）

社会の安定維持 優先　2012/4/24

朝日新聞

市民後見人 育てよう　東大に支援組織、全国初

2012/9/30　（市民後見研究実証プロジェクト）

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

読売新聞

東日本大震災 2年（森田朗特任教授のコメント掲載）　

2013/3/12

エネルギー対論「戦略議論　多次元的に」（城山英明教

授のコメント掲載）　2012/12/7

市民後見人の養成に関して（宮内康二特任助教のコメ

ント掲載）　2012/7/14
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Policy + alt vol.40　「高齢者の在宅ケア　ビックデータの

活用が鍵」　秋山 昌範 教授　2013/1/25

Policy + alt vol.39　「知を社会課題の解決へとつなげる方

法論の研究」　坂田一郎 教授 2012/12/17

Policy + alt vol.38　「プロジェクト型共同研究」

城山 英明 センター長　2012/11/26

Policy + alt vol.37　「研究者間の距離とパッション」

畑中 綾子 特任研究員　2012/10/25

Policy + alt vol.36　「エネルギー供給側の効率化に焦点」　

2012/9/24

Policy + alt vol.35　「市民後見人養成講座修了式 後見の

質を上げる時代へ」　2012/8/27

Policy + alt vol.34　「在宅医療研究会　多職種連携の課題

を解決」　2012/7/25

Policy + alt vol.33　「意匠法と著作権法　狭間にある死の

谷」　2012/6/25

Policy + alt vol.32　「医療イノベーションとハーモナイ

ゼーション」　2012/5/25

Policy + alt vol.31　「日本は変わったのか 変わっていな

いのか」　2012/4/23

東京大学工学部広報誌

Ttime!　Vol.48

情報の海を泳ぐ　～知識の体系化を目指して～（坂田

一郎教授）　2012/6

月刊 介護保険情報

409人が市民後見人の養成講座を修了　東大の履修証

明書授与式が行われる（2013年 6月号）

テレビ朝日

坂田一郎教授出演

「環境省 再生可能エネルギー新戦略 発電能力 6倍に」

報道ステーション　2012/8/31（金）21:54-

ラジオ
NHKラジオ（ラジオ第一放送）

坂田一郎教授出演

「福祉先進国の北欧から何を学ぶか」　

2013/10/1　17:30-17:45

森田朗特任教授出演　

「成熟社会への覚悟」 　2013/3/27　18:30-18:45

TOKYO FM

古井 祐司 特任助教 出演　2013/4/2

Chronos：メタボリックシンドロームってなに？　

ウェブサイト
日経ビジネスオンライン

健康経営最前線／社員の健康増進で企業価値アップ | 

尾形裕也特任教授　2013/4/15

CBニュース

患者の医療安全を考えた合意形成を - 東大でシンポジ

ウム　2012/9/13

雑誌・機関誌
東京大学 学内広報 （連載記事）

Policy + alt vol.44　「ゼロからの 3年半」

山野 泰子 特任専門職員　2013/5/27

Policy + alt vol.43　「大学と社会の関係構築」

渡部 俊也 教授　2013/4/23

Policy + alt vol.42　「技術リスクのガバナンスを考える」

谷口 武俊 教授　2013/3/25

Policy + alt vol.41　「行動の積み重ねとそれらをつなぐセ

オリー」　三國谷 勝範 教授　2013/2/22
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オープンデータからの発見、そしてデータ加工貿易へ

2013/8/7　

東京大学名誉教授、事業構想大学院大学教授 岩田修一

参院選大勝 ― 強権自民 期待より危惧　2013/8/5

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

成年後見人の実務の実態とは 1 

親族後見と専門職後見　2013/7/24

政策ビジョン研究センター特任研究員 飯間敏弘

各国知財政策の展望　プロパテントの多義化による

イノベーション戦略　2013/7/22

政策ビジョン研究センター教授 渡部俊也

翻訳文化の時代が過ぎて ― 日本語への引きこもり 

2013/6/19

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一 

G8首脳会議で議論されるオープンデータと透明性  

2013/6/17

政策ビジョン研究センター特任研究員 佐々木一

成年後見人の報酬額はどのように決まる？　2013/6/17

政策ビジョン研究センター特任研究員 飯間敏弘

違うと見るか、同じと見るか 

― 市民と専門家への調査結果から　2013/6/14

政策ビジョン研究センター特任研究員 土屋 智子

慰安婦問題 ― 戦争の何を記憶するのか　2013/5/24

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一 

サッチャーとその時代 ― 貫いた中産階級の視点  2013/5/7

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

揺らぐ安全保障 ― 戦わない米国の限界　2013/5/1

 大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

コラム・インタビュー
　東京大学政策ビジョン研究センターウェブサイトのパブ

リケーション欄では、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たコラム

やインタビューを掲載しています。

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

コラム
成年後見人の実務の実態とは 3 

業務はどう評価されているか　2013/9/27

政策ビジョン研究センター特任研究員 飯間敏弘 

シリア対応 ― 「攻撃より外交」の意味　2013/9/24

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一 

FRANDをめぐる特許訴訟の動向　2013/9/13

弁護士、英国事務弁護士、政策ビジョン研究センター 客

員研究員 南かおり 

米国のMyriad最高裁判決　2013/9/11

ニューヨーク州弁護士、政策ビジョン研究センター客員研

究員 小野奈穂子

市民でより良い政府をつくる、シビックテクノロジー

2013/9/10

政策ビジョン研究センター特任研究員 佐々木一

今夏も誓う廃絶の願い　2013/8/30

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

成年後見人の実務の実態とは 2 

財産管理と身上監護　2013/8/27　

政策ビジョン研究センター特任研究員 飯間敏弘

トロール問題からみたアメリカの特許制度をとりまく現状 .

2013/8/20

米国連邦巡回区連邦控訴裁判所 客員研究員、政策ビジョ

ン研究センター客員研究員 古谷真帆
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Publications

政治の暴力化　2012/10/31

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

尖閣問題への視角　2012/10/24

政策ビジョン研究センター客員研究員 田中修

領土領海　2012/8/29

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

尖閣問題への向き合い方　2012/8/22

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

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

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一 

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

インタビュー
芳川 恒志 特任教授インタビュー　2012/10/30

谷口 武俊 教授インタビュー　2012/10/23

三國谷 勝範 教授インタビュー　2012/7/31

森田 朗 特任教授インタビュー　2012/11/29

真の経済的相互依存の確立が平和と繁栄を築く  2013/4/18

政策ビジョン研究センター研究員 三浦瑠麗

北朝鮮の核実験問題　2013/3/15

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

米国官僚の霞が関派遣　2013/3/15

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

マサチューセッツ通り1775番地から眺めた世界　2013/2/26

政策ビジョン研究センター特任講師 佐藤智晶 

結社の時代の予感　2013/1/18

NHK解説委員 大島春行

憲法改正　2013/1/7

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一 

違いの見えない政党　2013/1/7

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一

与野党党首選　2013/1/7

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一 

市民社会の安全保障③　2012/12/28

政策ビジョン研究センター特任教授 森田朗 

市民社会の安全保障②　2012/12/28

政策ビジョン研究センター特任教授 森田朗

市民社会の安全保障①　2012/12/28

政策ビジョン研究センター特任教授 森田朗

複雑につながった社会におけるエネルギーインフラの課題

2012/11/27

政策ビジョン研究センター教授 谷口武俊

尖閣巡る日中関係　2012/11/14

大学院法学政治学研究科教授 藤原帰一
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顧問会規則
平成 25年 3月 28日制定

役員会議決

東大規則第 92号

(趣旨 )
第 1条　この規則は、東京大学政策ビジョン研究センター規則第７

条第２項の規定に基づき、東京大学政策ビジョン研究セン
ター顧問会 (以下「顧問会」という。)の組織及び運営につ
いて定めるものとする。

(任務 )
第 2条　第２条　顧問会は、センターの運営に関し、領域横断及び

外部連携を推進する観点からセンター長に助言又は勧告を
行うことを任務とする。

(組織 )
第 3条　第３条　顧問会は、政策に関し広くかつ高い見識を有する

学外者のうちからセンター長が委嘱する７名以内の顧問を
もって組織する。

(任期 )
第 4条　第４条　顧問の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　顧問が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前
任者の残任期間とする。

(会議 )
第 5条　顧問会は、センター長がこれを招集する。

２　顧問会の座長は、顧問の互選による。
３　顧問会は、最低年１回開催しなければならない。

(補則 )
第 6条　この規則に定めるもののほか、顧問会の運営に関し必要な

事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。

附　則　この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

規則
平成 25年 3月 28日制定

役員会議決

東大規則第 90号

（趣旨）
第 1条　この規則は、東京大学基本組織規則（以下「基本組織規則」

という。）第２１条の規定 (全学センター )に基づき、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、社会の関係者と連携しつつ東京大学の有する

高度で多様な知性を結集して研究を行い、新たな政策選択
肢を提示することにより、未来社会の開拓や国際社会の発
展に広く貢献することを目的とする。

（センター長）
第 3条　センターに、センター長を置く。

2　センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3　センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4　センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5　センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、
前任者の残任期間とする。

（副センター長）
第 4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、センター長の職務を助ける。

（研究部門）
第 5条　センターに、研究部門を置く。

2　前項の研究部門に、研究ユニット及び研究実証プロジェ
クトを置くことができる。
3　前 2項に定めるもののほか、第 1項に規定する研究部門
の組織及び運営については、別に定める。

（運営委員会）
第 6条　センターに、センターに関する重要事項を審議するため、

東京大学政策ビジョン研究センター運営委員会 (以下「運
営委員会」という。)を置く。
2　運営委員会は、基本組織規則第 9条第 5項の規定（教授、
准教授及び講師の任命に関する教授会の議決）の適用に関
しては、これを教授会とみなす。
3　運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

（顧問会）
第 7条　センターの運営に関し、センター長の諮問に応えるため、

センターに東京大学政策ビジョン研究センター顧問会 (以
下「顧問会」という。)を置く。
2　顧問会の組織及び運営については、別に定める。

（事務組織）
第 8条　センターの事務は、法学政治学研究科等事務部において処

理する。

（補則）
第 9条　この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に

関し必要な事項は、運　営委員会の議を経てセンター長が
別に定める。

附　則　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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（補則）
第 7条　この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必

要な事項は、運営委員　会の議を経てセンター長が定める。

附　則　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。

（了解事項）
１　第 3条第 1項第 3号「前 2号以外の本学専任の教授の
うちから若干名」とは、5～ 10名とする。なお、当分の間は、
公共政策学連携研究部・公共政策学教育部、法学政治学研
究科、経済学研究科、工学系研究科、医学系研究科からそ
れぞれ１名を含む若干名とする。
２　センター教員の選考にあたっては、センター規則第２
条の趣旨にのっとり広く専門研究者の意見を徴するものと
する。関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。

運営委員会規則
 平成 25年 3月 28日制定

役員会議決

東大規則第 91号

（趣旨）
第 1条　この規則は、東京大学政策ビジョン研究センター規則（以

下「センター規則」と　いう。）第６条第３項の規定に基づき、
東京大学政策ビジョン研究センター運営委員会 (以　下「運
営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものと
する。

（審議事項）
第 2条　運営委員会は、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。)　に関する次の事項を審議する。
（1） 組織に関する事項
（2） センター長候補者の選考に関する事項
（3） 教員の人事に関する事項
（4） 予算に関する事項
（5） 研究部門並びに研究ユニット及び研究実証プロジェク
トの設置及び廃止に関する事項
（6） 政策提言の公表に関する事項
（7） その他センターの運営に関する重要事項

（組織）
第 3条　運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

（1） センター長
（2） センター専任の教授
（3） 前２号以外の本学専任の教授のうちから若干名
（4） 必要に応じて、センター専任の准教授
（5） その他総長が必要と認めた本学教職員
２　前項第 3号から第 5号までの委員は、センター長が委
嘱する。

（任期）
第 4条　前条第１項第３号から第５号までの委員の任期は、２年と

する。ただし、再任を妨げない。
２　委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前
任者の残任期間とする。

（委員長及び会議）
第 5条　運営委員会に委員長を置きセンター長をもって充てる。

２　運営委員会は、センター長が招集し、その議長となる。
３　センター長に事故があるときは、あらかじめセンター
長の指名した委員がその職務を代理する。
４　運営委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開
き、議決することができない。
５　運営委員会の議事は、別に定める事項を除き出席委員
の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
６　運営委員会は、必要と認めるとき、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。

（専門委員会等）
第 6条　運営委員会は、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、運営委員会の議を経て、委員
長が委嘱する。
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教員選考内規
平成 25年 4月 15日制定

第 1条　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。）の教員（教授、准教授及び講師をいう。以下同じ。）
の選考については、この内規の定めるところによる。

第 2条　センター長は、教員の選考の必要が生じた場合には、セン
ター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を招集し、
選考の基本方針を審議し決定する。

第 3条　センター長は、教員の選考にあたっては、前条の基本方針
に基づき、運営委員会の下に教員選考委員会（以下「選考
委員会」という。）を設置する。
２　選考委員会は、対象者について選考を行い、運営委員
会に教員候補者（以下「候補者」という。）を推薦する。
３　運営委員会は、選考委員会が推薦した候補者について
審議を行い、投票により最終候補者を決定する。
４　前項の投票においては、出席した運営委員の３分の２
以上の賛成を必要とする。
５　運営委員会は、決定した最終候補者をセンター長に報
告する。
６　センター長は、最終候補者の任用のために必要な手続
を行う。
７　教員の選考について必要なその他の事項は、運営委員
会の議を経てセンター長が定める。

第 4条　選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
（1） センター長
（2） 運営委員会委員のうちからセンター長が委嘱した者　
若干名
（3） その他センター長が必要と認めるときは、センターに
関係のある学内教員　若干名
２　選考委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
３　選考委員会は、教授の候補者を審議する場合は教授を
もって構成し、准教授の候補者を審議する場合は教授及び
准教授をもって構成し、講師の候補者を審議する場合は教
授、准教授及び講師をもって構成する。
４　選考委員会は、委員の３分の２の出席がなければ開催
し、議決することができない。

第 5条　特任教員（特任教授、特任准教授及び特任講師をいう。）及
び客員教員（客員教授及び客員准教授をいう。）の選考につ
いては、本内規を準用する。

第 6条　助教、特任助教及び特任研究員の選考については、原則と
して本内規を準用する。ただし、選考委員会の設置を要し
ない。

第 7条　この内規に定めるもののほか、教員選考の実施について必
要な事項は、センター長が別に定める。

附　則　この内規は、平成 25年 4月 15日から施行し、
平成 25年 4月 1日から適用する。

客員研究員等の委嘱に関する内規
平成 25年 4月 15日制定

第 1条　学術顧問、客員研究員及び協力教員（以下「客員研究員等」
という。）の委嘱については、この内規の定めるところによる。

第 2条　政策ビジョン研究センター（以下「センター」という。）に、
その活動に対し、助言その他の支援を行う者として学術顧
問、センターにおいて政策研究に従事する者として客員研
究員及びセンターの活動に協力する者として協力教員を置
くことができる。

第 3条　学術顧問は、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。
２　学術顧問には、シニアフェローの称号を付与すること
ができる。

第 4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　客員研究員には、委嘱内容に応じ、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 5条　第５条　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 6条　任期は、学術顧問は２年、客員研究員及び協力教員は１年
とする。ただし、再任を妨げない。

第 7条　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承諾を得るものと
する。
２　前項の規定により発言・発表等を行ったときは、その
内容を報告するものとする。

附　則　この内規は、平成 25年 4月 15日から施行し、
平成 25年 4月 1日から適用する。
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研究部門の組織に関する内規
平成 25年 4月 15日制定

（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規則第 5

条第 3項に基づき、政策ビジョン研究センター（以下「セ
ンター」という。）の研究部門の組織及び運営について定める。

（研究部門の組織）
第 2条　センターに、次に掲げる研究部門を置く。

（1） 高齢社会制度・医療イノベーション研究部門
（2） 技術・リスクガバナンス研究部門
（3） イノベーション制度研究部門
（4） 多様化する安全保障研究部門
（5） 大学と社会システム研究部門
（6） 共同研究・寄付研究等部門

（研究ユニット及び研究実証プロジェクト）
第 3条　前条に規定する研究部門及び共同研究・寄付研究部門に、

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。）を置くこ
とができる。

（研究ユニットの組織）
第 4条　研究ユニットに、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。

（研究実証プロジェクトの組織）
第 5条　研究実証プロジェクトに、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。

（設置手続）
第 6条　第 6条　研究ユニット等の設置を希望する者は、所属する

研究部門、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、成果発表の時期及び資金
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 7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 8条　ユニット長及びプロジェクトリーダーは、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
定期的に報告しなければならない。

（ユニット等の廃止）
第 9条　研究ユニット等は、その目的の達成、設置期間の満了その

他の設置理由の消滅等により廃止する。
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 25年 4月 15日から施行し、
平成 25年 4月 1日から適用する。
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メンバー紹介　※ 2013 年 12月現在

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

 ノレーン ステファン 

政策ビジョン研究センター客員教授、
九州大学大学院医学研究院　医療経営・管理
学講座 教授

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

公共政策大学院 特任教授 

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講師、国際広報補佐

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
医療における IT政策研究ユニット
大学ビジョン研究ユニット
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
兼任 知的財産権とイノベーション研究ユニット
テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト
社会的合意形成支援研究ユニット
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
複合リスクガバナンスプロジェクト・公共政
策学連携研究部兼任、公共政策大学院 特任
研究員（併任）
安全保障研究ユニット、複合リスクガバナン
スプロジェクト
外国人特別研究員

国立大学法人政策研究大学院大学 教授
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
京都市ベンチャー企業目利き委員会委員長、
京都大学総長顧問

特任教授

総長室顧問・特任研究員
客員教授
尾形 裕也

特任教員
古井 祐司
宮内 康二

併任教員 
芳川 恒志
岡野 まさ子
佐藤 智晶

協力教員 
中島 勧

福田 一徳

特任研究員 
飯間 敏弘
魏 琪
桐山 恵理子
齋藤 真由美
佐々木 一

田代久人
土屋 智子
中村 裕子

畑中 綾子
松尾 真紀子

三浦 瑠麗

黃 穗兒 （ウォン スイ）

顧問
有本 建男
肥塚 雅博
堀場 雅夫

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

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

渡部 俊也　　　
政策ビジョン研究センター教授
先端科学技術研究センター　教授（併任）
知的財産とイノベーション研究ユニット

秋山 昌範（休職中）　
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



89

東京大学政策ビジョン研究センター年報 2013

People

東京農工大学大学院工学研究院 准教授
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
大阪大学大学院医学系研究科 准教授
国立循環器病センター臨床研究部 治験推進室長

 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 CRM推進部 上席調査役
みずほ総合研究所㈱研究開発部 研究員
財団法人地球環境産業技術研究機構 研究員
（財）医療機器センター附属医療機器産業研究所 主
任研究員
（株）ワンビシアーカイブス業務サービス本部一般社員
先端科学技術研究センター（渡部研究室）協力研究員
（財）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 コンサルタント
フリージャーナリスト
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
政策ビジョン研究センター 客員教授
健康経営研究ユニット
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
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
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
政策ビジョン研究センター教授
知的財産権とイノベーション研究ユニット
大学と社会に関する研究ユニット

スタッフ
太田 佳孝
大内 聡美
大屋 安恵
岡本 香代子
金原 和也
金子 えり子
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
久江 圭子
宮崎 進一
村上 壽枝
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
廣瀬 大也
二又 俊文
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

妙中 義之

田村 暁彦
徳永 保
橋本 正洋

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  

技術補佐員（大学と社会に関する研究ユニット） 
学術支援専門職員（市民後見研究実証プロジェクト） 
学術支援専門職員（市民後見研究実証プロジェクト）  

特任専門職員（武藤教授研究室）  

学術支援専門職員（市民後見研究実証プロジェクト） 
学術支援専門職員（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（国際広報担当、テクノロジーア
セスメント研究実証プロジェクト、医療イノベー
ションプロジェクト）
事務補佐員（市民後見研究実証プロジェクト） 
事務補佐員（医療イノベーションプロジェクト） 
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 

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
経済産業省
財務省財務総合政策研究所
内閣官房日本経済再生総合事務局・企画調査官
シズベル・ジャパン㈱相談役

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 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
国立循環器病センター研究所 副所長、同研究所研究
開発基盤センター長（併任） 
（財）日中経済協会 北京事務局長
文部科学省国立教育政策研究所 統括客員研究員
早稲田大学大学院国際情報通信研究科 教授、早稲田
大学理工学術院教授 ナノ理工学研究機構 副機構長

藤田 桂英
松見 芳男

吉澤 剛
山本 晴子
リサーチャ― 
David James Brunner

Jiang Juan

杉山 昌広
高尾 みどり
塚越 由郁
長島 美由紀
中野 壮陛

松浦 賢弘
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

尾形 裕也

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
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