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今日、学術研究の成果の蓄積は加速しており、サステナビ

リティ、レジリアンス、エネルギー制約、地域社会の安

定等、地球的な課題の解決に対する学術的貢献の潜在力は高

まっていると考えられます。ただ、その際、単一分野の学理

だけで課題に対応出来るケースは少数です。このため、課題

解決に必要な複数の学術分野の知見を適切に組み合わせて解

決策を設計していく仕組みが必要となっています。　

　政策ビジョン研究センターは、現実の社会における課題解

決のための政策の選択肢を提言・発信していくことを目的と

している組織です。総合大学である東京大学の利点を活かし

て、多分野の部局における研究成果を結び付け、課題解決に

必要なエビデンスを生み出すための分野横断的な研究を進め

るとともに、分野や組織を越えた研究交流のための「場」の

形成を行っています。　

　本センターでは、主要な 6つの研究部門の下、合計 40人を

超える研究者・スタッフに加え、学内外の教員、研究員等が

様々な形で混じり合い、社会と連携しつつ、学際的な研究を

進めています。解決すべき課題の探索を行いつつ研究を企画

し、研究の成果として得られたデータや知見、論文等をエビ

デンスとして社会に発信するとともに、「政策提言」の形で具

体的な政策選択肢の提案も行っています。今後は、課題解決

の場から個々の学術研究へのフィードバックを支援する役割

も重視しつつ、国際機関や海外の大学も含めた更なるネット

ワークの拡大・充実を図っていきたいと考えています。また、

世界を先導する将来のグローバル・リーダーの養成を目指す

リーディング大学院プログラムにおける教育に対して、政策

的な知見、人的ネットワーク、研究フィールドの提供を行っ

ていきたいと考えています。

東京大学政策ビジョン研究センター・センター長

坂田一郎

センター長挨拶
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政策ビジョン研究センターは、「東京大学アクションプラ

ン 2005–2008」を受け、2008年に総長直轄組織として設

立されました。未来社会に貢献しうる新たな選択肢としての

「政策提言」を提示するため、東京大学の多様な知的成果を結

集して、分野横断的に研究を行っています。研究ユニット等

の研究活動の成果を会議やウェブサイト、メディアを通して

発信し、法改正等につながるキーワードも多数生み出して参

りました。

　2010年には 3年毎に行われる組織評価の結果を受けて時限

延長となり、2012年 3月には本郷キャンパス赤門の隣に新し

く建てられた伊藤国際学術研究センターに拠点を移しました。

2013年 4月には東京大学が国立大学法人化してから初めてで

きた全学センターとなり、10年ぶりに新設された部局となり

ました。これまでに 16件の提言等や、震災復興提言 32件含

む約 580件の政策レスポンスをメディア・政策カンファレン

ス等で発信しています。

沿革

センターのあゆみ

2008（平成 20）年 7月 政策ビジョン研究センター創設

2010（平成 22）年 12月 組織評価時限延長

2012（平成 24）年 3月 伊藤国際学術研究センターへ移転

2013（平成 25）年 4月 全学センターとしてリニューアル

構成人数と外部資金状況

顧問会（2014年 12月）
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研究部門
政策ビジョン研究センターはこれまでに拡大してきた全学的

特徴と、学内外のネットワークをさらに強化する機能を担う

ため、2013年に全学センターとして新たなスタートを切りま

した。これにあたり、社会的課題の重要性を考慮し、主要な 6

つの研究部門を設置しました。今後は発信をベースにしつつ、

同時にそれを研究の生産プロセスのほうにもつなげていくと

いうことが、私たちの新しい課題だと考えています。

センターの活動
政策ビジョン研究センターは、様々な課題について学内の多

様な部局の多分野の専門家からなる研究ユニットおよび、研

究ユニットにおける研究結果を基礎に現場における実証を試

みる研究実証プロジェクトを設置し、これらを研究単位とし

て、課題の解決に結びつく研究情報の交換、提言の作成を行っ

ています。

　当センターは、東京大学における多様な部局における研究

と外部の課題情報を結合させるハブとして機能してきました。

また、国際的なネットワークを構築してきています。

　センターの運営に関しては、毎月開催される運営委員会が

研究ユニット等の設置や政策提言等の重要事項について審議

します。政策提言へ向けての研究は、所属する教職員の企画

調整の下に、各研究ユニットおよび研究実証プロジェクトに

参加する研究者が担当しています。

政策提言の方法
政策に関する研究を行う単位を「研究ユニット」、具体的な社

会実証の研究を行う単位を「研究実証プロジェクト」と呼び、

研究に基づく政策提言は同単位を主体として行います。

　研究は、受託研究や寄付講座等のプロジェクトを母体とし

て構築します。また、社会的に認知されていなくても、研究

者の観点から見て将来生じることが予測される重要な課題に

ついては、センター独自の研究ユニットもしくは研究実証プ

ロジェクトを立ち上げて探究します。

　政策の選択肢の提示に当たっては、客観的なデータに基づ

きメリット・デメリットを明示しつつ、複数の可能性を示す

ことで、実際の政策決定を支援する情報を提供することを原

則とします。

組織概要

活動の概念図

政策に関する提言をセンターが自ら発信するとともに、学内

の様々な部局等による研究成果からアイディアを汲み上げ、

政策の選択肢として社会に発信します。

多様な研究者を擁する総合大学の利点を生かし、多分野のネッ

トワーク構築によって、それぞれの分野単独では発見できない

ような課題の探知とそれに対する総合的な解決策を模索します。

多角的な研究発信を行うために、学内の諸部局をはじめ、官

庁、企業、マスメディア、NPO、その他の組織とネットワー

クを形成し、相互の交流と政策研究の活性化を図ります。

センターの役割

– 東京大学の研究成果を活かした政策の選択肢の発信

–多分野のネットワーク化による課題の探知

–学内外の組織との交流による政策研究の活性化
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（併記は各ユニット責任者）

研究部門
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2. 第二回アンケート調査

第二回アンケート調査の結果について

は、シンポジウムにおける報告後直ちに、

ワーキングペーパー第 13号（未定稿版）

として公表した 
2
。後日、シンポジウム

におけるラウンドディスカッションの概

要を書き加えたうえで正式版にすること

を予定している。第二回アンケート調査

結果の概要は右欄のとおりである。

　ラウンドディスカッションでは、各分

野の専門家により、それぞれの分野のリ

スクのとらえ方と抱えている課題、各分

野横断的に俯瞰した場合のリスクのとら

え方、アンケートの手法、俯瞰の先の対

応、具体的にはレジリエンスやさらには

トリアージ、その場合の意思決定システ

ムのあり方などについての広範な議論が

行なわれた。広範多岐にわたるリスク項

目が議題であるにもかかわらず、レジリ

エンスの重要性など、議論がかみ合い調

和していたことが特徴的であった。

ナショナルリスクアセスメント調査
同じくナショナルリスクの研究として、

「ナショナルリスクアセスメント（NRA）

調査」にも取り組んでいる。領土および

国民に及びうる脅威に対して、いくつか

の国ではオールハザード・アプローチに

基づく NRAが実施され、その結果が統

合的なリスク管理スキームに活用されて

いる。これを踏まえ、2013年度におい

ては、米国、オランダ、カナダ及び英

国において実施されている NRAの現状、

一般的な手順や評価項目、実施体制など

の調査を行った。

リスク対応研究
リスクが発現した場合の対応のあり方の

研究として、COCN（産業競争力懇談会）

の取組みとして、ナショナルリスク・ラ

ンドスケープ調査を行っている。同調査

は、世界経済フォーラムのグローバル

リスク報告書（GRR）を参考にしながら、

有識者に対するアンケート調査に基づ

き、今後 10年を展望した場合の日本の

ナショナルリスクの洗出し、リスクの強

度と相互連関性の分析、ナショナルリス

ク・ランドスケープの可視化などに取り

組んでいるものである。具体的な活動状

況は次のとおりである。

①  2013 年 に「RLJ (Risk Landscape of 

Japan)研究会」を設置し、経済・政治・

社会・環境・科学技術の各分野の専

門家を招き、意見交換を行った。

② そのうえで、2013年 3月に、日本の

ナショナルリスク・ランドスケープ

の第一回アンケート調査を行い、2014

年 7月、この結果を政策ビジョン研究

センターのワーキングペーパー第 12

号「日本のリスク・ランドスケープ　

第一回調査結果（Pari WP14 No.12）」

としてホームページで公表した 1
 。

③ 第一回アンケート調査の結果と経験

を踏まえ、2014年 8月から 9月にか

けて、67リスク項目について第二回

アンケート調査を行った。この調査

結果を踏まえ、2014年 10月 29日に、

公開シンポジウム「これからの日本

のリスクを俯瞰する」（東京大学伊藤

謝恩ホール）を開催した。同シンポ

ジウムでは、第二回アンケート調査

の結果の報告とともに、RLJ研究会に

招いた専門家を中心とする参加型ラ

ウンドディスカッションが行われた。

また、後述するレジリエンスガバナ

ンス研究会の成果報告も行われた。

現代の社会経済の各機能は、相互に連関

し、依存し合っている。機能の相互連関

性は、生じるリスクの相互連関性にもつ

ながる。世界経済フォーラムのグローバ

ルリスク報告書を含め、世界及び各国に

おいて、様々な視点と構成の下、グロー

バルリスクやナショナルリスクの研究や

報告が行われているところである。この

ような状況の下、「複合リスク・ガバナ

ンスと公共政策研究ユニット」は、未だ

日本では研究事例が見当たらない日本の

ナショナルリスクの俯瞰と可視化などに

取り組んでいる。研究の視点としては、

① 過去のリスク事例を検証するもの

② 今後のナショナルリスクを俯瞰し可

視化するもの

③ リスクが発現した場合の対応のあり

方について研究し提言を行うもの

などがある。

事例研究
過去のリスク事例の研究として、「科学

技術リスク・ガバナンス研究」において

東日本大震災・福島原第一原子力発電所

事故の検証を行っている。同研究では、

原子力安全規制基準の作成プロセス及び

事故後の規制制度改革プロセスの課題の

分析、原子力発電技術利用の際のリスク・

ガバナンスの欠陥分析、放射性物質によ

る食品汚染の基準値等作成プロセスの政

策分析、震災時の金融リスク対応の整理

分析などを行っている。これらの成果は、

2015年春に「福島原発事故と複合リス

ク・ガバナンス（仮）」として出版する

ことを予定している。

ナショナルリスク・ランドスケープ調査
1. 活動状況

今後のナショナルリスクの俯瞰と可視化

研究紹介

ナショナルリスクの俯瞰と複合リスク・ガバナンス研究

複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット
http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/crg.html

城山英明（責任者）・谷口武俊・三國谷勝範・岸本充生・松尾真紀子・太田響子
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 第二回ナショナルリスク・ランドスケープ調査の概要

1. 日本のナショナルリスク
調査では、経済・環境・地政学・社会・テクノロジー各分野にわたる 67リスク項目
について、日本への影響可能性と日本にとっての影響度の評価を行った。影響可能性
と影響度の評点の上位 20は、表 1のようになった。太字は双方で上位 20に入った
ものである。

2. 相互連関マップ
アンケート調査による相互連関性の回答数に基づいて相互連関マップ（図 1）も作成
した。

3. 中枢リスク
リスク分野ごとに最も重要と思われる中枢リスクには、回答数により次のものが選定
された。
・経済リスク分野：    「慢性的財政危機」
・環境リスク分野：    「大地震の発生」
・地政学リスク分野：    「グローバルガバナンスの機能不全」
・社会リスク分野：    「少子高齢化問題への取組みの失敗」
・テクノロジーリスク分野：「重要なシステム障害」と「技術開発力の低下」

リスク項目は、GRR（グローバルリスク報告書）でも取り上げられている項目と、日本
の実情に応じて別途取り上げた項目から成る。特徴的なことは、影響可能性と影響度では
GRR項目の評点が低くなる傾向があるのに対し、中枢リスクでは GRR項目の回答数が多
くなる傾向が見られることである。ナショナルリスクには日本の実情に応じた固有のリス
ク項目が選定される傾向が強い一方で、リスクの根源を辿っていけば、中枢リスクにおい
てグローバルリスクとナショナルリスクが共通のものに収斂していく傾向がみてとれる。

と共同で「レジリエンスガバナンス研究

会」を設置し、2014年 3月に報告書を

まとめた。関係機関への報告や意見交換

のほか、10月 29日開催のシンポジウム

「これからの日本のリスクを俯瞰する」

においても成果の報告が行われた。同

報告書は、レジリエント・ガバナンスの

定義を〈大規模災害等の非常事態に直面

した際、限られたリソース（ヒト、モノ、

情報、時間、空間）をもとに、政府・地

方自治体・民間企業・NPO・市民社会が

協働メカニズムによる事前準備・応急措

置を進め、社会システムを支える重要イ

ンフラシステムの「被害の最小化」と「早

期の機能回復」の実現を図ること〉とし

たうえで、社会システムのデザイン、政

府の危機管理体制の強化などについて各

般の提言を行っている。

　この他、2013年 10月から「市民社会・

社会活動の安全確保のためのレジリエン

ス分析」に取り組むとともに、「レジリ

エンス政策研究会」の設置による行政機

関関係者等との意見交換を行っている。

アウトリーチ活動
また、「科学技術のリスク・ガバナンス

についての国際シンポジウム」（2013年

12月 17日、山上会館）、ワークショッ

プ「福島原発事故はアジアに何をもたら

したか」（2013年 2月 13日、伊藤謝恩ホー

ル）、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

ンデットクライシスや東日本大震災から

何を学ぶか」（2012年 10月 25日、伊藤

謝恩ホール）その他の各般のアウトリー

チ活動も行っている。

　今後とも、当ユニットは、ナショナル

リスク・ランドスケープ調査の継続をは

じめとする複合リスクと公共政策の研究

に取り組んでいくこととしている。■

1 http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/WP14_12.

html （調査結果／概要）, http://pari.u-tokyo.

ac.jp/policy/WP14_12.pdf （調査結果／全文）
2 http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/WP14_13.

html, http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/WP14_13.

pdf

表 1  日本への影響可能性と影響度の大きいリスク項目

図 1  リスクの相互連関性マップ
        （リスク項目名は略称。正式名称は脚注 URLの調査結果本文に掲載）
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研究として、ミャンマーのエネルギーア

クセス向上に不可欠である IPP事業者と

の利害関係者会議を通じた投資のバリア

分析を実施した。ミャンマー国内の発電

ポテンシャルは少なくないものの、これ

を開発するためには相応の投資が必要と

なる。現状、国内の資本が限られてお

り、経済的に先行する国々からの外資誘

致が決定的に重要となる。ここで着目さ

れるのは、需給がひっ迫する自国への電

力輸入インセンティブを持つ、中国及び

タイ資本の動きである。これまで、チュ

ラロンコン大学エネルギー研究所と共同

して、タイの投資家に焦点を絞り、ヒア

リング及び 3回のワークショップを通じ

て、ミャンマー IPP投資のバリアについ

て、水力発電と火力発電を比較してきた。

第 2に、同国のオフグリッド電化に際す

る経済的現実性を検討するための定量的

研究を実施した。この研究は大きく分け

て、

① 2030年までの需要想定

② 単位マイクログリッド費用概算

③ オフグリッド電化費用概算に基づく

シナリオ作成

から構成される。JICA が調査中の「電

力マスタープラン」では、2030 年までの

電力供給計画が提案されている。本研究

では、調査対象を地方のオフグリッド地

域の電化に特化し、同計画で想定される

国民一人当たり電力供給量（低需要ケー

ス）を近隣諸国の電化実績（電力供給量・

電化率）に照らすことにより、2030年の

ミャンマー全体の目標電化率（70%）を

設定した。同年の各地方（農村）におけ

る電力需要は、目標電化率 70%が実現

される場合の需要として設定された。次

に、各農村の電力需要に対して再生可能

エネルギーを原資とするマイクログリッ

ドによる電化を考慮し、最小限の電化コ

こうした地域においてすら電力供給が

安定していないのが実情である。例えば、

工場やホテルなど安定的電力供給が求め

られる施設においては、バックアップ

用の自家発電設備を持たざるを得ず、電

力アクセス確保のための負担は小さくな

い。こうした状況で、地方におけるエネ

ルギーアクセス向上には十分な配慮がな

されていない。地方におけるエネルギー

アクセスの課題に対し、豊富な資源を土

台とした再生可能エネルギーの利用促進

をも通じて、可能な限り早急かつ経済合

理的な政策選択肢を示すことが本研究の

問題意識である。

　政策選択肢を示すに当たり、課題の根

本的な原因を直視せずに将来の方向性は

描けない。したがって、研究はまず現実

を把握し分析するところから開始してい

る。また、政府に対する勧告についても、

政策がどのように議論・調整され成立し、

実施されるのか、時間軸も含め現実的な

解決に向けた方策を示していく必要があ

る。しかしながら、公的なデータや統計

は未整備であり、各省の垣根を越えた議

論が難しいこともあって、多くの数字が

出回っている。このために、本研究では

① フィールドワークを実施し、生のデー

タ等の取得を目指し

② チュラロンコン大学と共同研究を実

施し、隣国からミャンマーの国境地域

に焦点を当て可能な限り客観的な分析

を活用し

③ 他の研究とも協力しつつさまざまな

知見を統合する

よう努めてきた。このように、データを

ボトム・アップ志向で取得し、その過程

で政策当局者、産業界、大学等における

有識者等関係者との間で活発な議論を行

い、そのうえで分析することを志してきた。

　具体的な研究内容は、第 1に、定性的

背景
IEAチーフエコノミストの Fatih Birol博士

によれば、グローバルなエネルギー需給の

あり方は、大きな変革期にある。周知の通

り、シェール革命以後、最大のエネルギー

輸入国でありつづけてきたアメリカは、エ

ネルギー輸出国に様変わりした。他方で、

人口増加を背景に、最大のエネルギー輸出

地域である、中東域内でエネルギー消費の

伸びが喧しい。こうした、エネルギー需給

のメイン・プレーヤーの変化は、エネルギー

の国際貿易のあり方に大きな変化をもた

らしている。他方で、変革が求められてい

るにも関わらず、これまでのトレンドに変

化が見られない分野もある。言うまでも無

く、気候変動問題はその最たる事例であ

る。また関連して、枯渇性資源へのエネル

ギー補助金は削減が余儀なくされる機微

な政策分野である。そして、これとトレー

ドオフの関係とも位置付けられ、極めて解

決困難な課題が、アフリカやアジアなどで

の貧困部におけるエネルギーアクセスの

向上である。そこで、「国際エネルギー分

析と政策研究ユニット」では、「エネルギー

貧困（Energy Poverty）」に焦点を当てるこ

ととした。

ミャンマーのエネルギー事情
「エネルギー貧困」を考えるに当たり、「豊

饒な資源と、貧しいエネルギーアクセ

ス」というパラドックスを抱えるミャ

ンマーに着目することとした。同国は

天然ガスを輸出する化石燃料の産出国

でもある。しかしながら、IEAが各国の

エネルギー貧困を分析した指標（Energy 

Development Index, EDI）によれば、ミャ

ンマーは世界でも最下位のグループに位

置するとされ、電化率は現状で 30％に

も満たない。ヤンゴンやネピドーといっ

た都市部では、既に電化率は高いものの、

研究紹介

ミャンマー地方部におけるエネルギーアクセス：
ボトムアップ・アプローチによる電化提案

国際エネルギー分析と政策研究ユニット
http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/gepea.html

 坂田一郎（責任者）・芳川恒志（責任者）・城山英明・杉山昌広・佐々木一・橋本信雄・山口健介
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フィールドワークに基づく再生可能エ

ネルギーの潜在力・適正分析

③ 中国国境における電力取引・投資分析

これらの研究の精度向上に努める。さら

に、これらの研究成果を統合して、ミャ

ンマーの地方電化計画の基盤整備に寄与

することを期待するものである。

アウトリーチ
さらに、「国際エネルギー分析と政策研

究ユニット」では、研究の実効的なアウ

トリーチのために、ミャンマー政府との

間で協力関係を構築するよう努力してき

た。この協力関係構築のために、2014年

9月より「エネルギー政策ワークショッ

プ」を開催している。このワークショッ

プは、もともと 2013年末にウー・ミン・

ゾーエネルギー副大臣から経済産業省と

芳川特任教授に対して、「ミャンマーの

エネルギー政策に携わる行政官を対象に

して、具体的なテーマを絞って専門的な

教育・人材育成を行ってほしい」との要

請があったことに端を発する。受講生は

単に講義を聞くだけではなく、グループ

毎に政策提言を実際に取りまとめ、2015

年春を目処に国家エネルギー管理委員会

（NEMC）に提出することを目的としてい

る。これを、本研究チームを中心とする

講師陣がサポートしている。また、その

過程では受講生による政策提言のドラフ

トができた段階で「国際ワークショップ」

を開催し、受講生は世界のエネルギー議

論をリードするような講演を実際に聴く

とともに、講演者の前でこのドラフトを

発表し議論を行う機会も設ける予定であ

る。ミャンマー政府との協力関係強化に

より一層努め、「地方電化計画」のアウ

トリーチの糧にしてゆく所存である。■

期待できることが確認できた。これらを

基に 2030年までの、設備増強シナリオ

を構築した結果、地方電化のための設備

増強にかかる総費用として 70億米ドル

以上（内、設備設置費は約 25%で、残

りは運転費）の莫大な費用がかかること

が想定された。なお、JICA 調査（本研

究で基準としているシナリオ 3）によれ

ば、2030 年までの全国の高圧送電線整備

に要する建設費は約 57.5億米ドルと試算

されていることからもオフグリッド電化

のための資金が如何に莫大なものである

ことが分かる。ただし、これらの試算に

は、人口をはじめとした多数の不確実な

仮定が用いられており、今回の算出は暫

定的なものであることを付言したい。

　ミャンマーにおける地方電化計画策

定のベースとなる材料を提示すること

が、本研究の目的である。また、今後の

ASEAN域内のコネクティビティ向上の

1つのキーポイントが、国境付近の電力

供給及びそのためのインフラ整備である

ことを踏まえると、ASEANの電力整備

計画の礎とも位置づけられよう。現段階

では、情報の分析を進めつつ問題意識と、

その解決に至る基本的な考え方を明確に

した上で、分析のための主要なツールを

確定し分析を開始した段階である。今後

は、統計・データをはじめ電力需給に関

係する実態の把握に引き続き傾注し、同

時にこれを補完するものとして、フィー

ルドワークによる実態調査、タイ等他国

からの情報収集やその分析等を行う。具

体的には、

① 中心となるオフグリッド地域におけ

る需要予測とマイクログリッド構築の

コスト分析に基づくシナリオ作成

② これを補完するオフグリッド地域の

ストを算出した。これらのコストを積算

することで、オフグリッド電化に必要と

なる電化コストを算出した。

地方電化を阻むもの
国境地域におけるバリア分析については、

社会的及び経済的バリアの観点から、次

のように両発電の差異をまとめることが

出来る。まず、社会的バリアがより際立

つのは、水力発電である。これは、タイ

への輸出を目的とした水力発電が位置す

るサルウィーン川が、民族問題を抱える

地域であることに起因する。ダム開発に

よる便益分配について、政府側及び反政

府側も含めて合意できるまでは、事実上、

事業実施は困難であろう。他方で、経済

的バリアに関して、バンカビリティの

課題が際立つのは火力発電である。現状、

石炭発電の可能性が模索されているが、

石炭発電に対する国際世論の風当たりは

厳しく、世銀や ADBには頼れないから

資金調達は難しい。限られた資金の貸し

手に向けて、事業者側がバンカビリティ

を確保する事のハードルは高い。一方、

定量的研究における需要想定を行なった

結果、基幹送電線網から離れた一部地方

では、2030年になってもグリッド接続を

通じた電化はほとんど進まない可能性が

示唆された。こうした地域では、再生可

能エネルギーを活用したオフグリッド電

化が進むことが想定される。また、オフ

グリッド電化が必要となる村落を需要レ

ベルおよび再生可能エネルギー資源賦存

量条件に基づいて 6つのケースに分類し

た。各ケースそれぞれに最も低価格な複

数の再生可能エネルギーの組み合わせで

あるマイクログリッドに係るコストを算

出した結果、特に水力発電は高い貢献が

分析概略フローチャート
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によって、技術の埋没傾向はかなり改善

すると思われる。

　しかしこのように技術が適切に育成さ

れ、社会に受け入れられてイノベーショ

ンに結び付いたとしても、ライバル企業

に瞬く間にシェアを奪い取られてしまう

ということもしばしば起きている。最近

欧米企業で発達してきたイノベーション

の起こし方の戦略である、オープンイノ

ベーション、オープン＆クローズ戦略、

デザインドリブンイノベーションなどが、

収益化ビジネスモデルと組み合わされる

ことによって時として極めて劇的な効果

を発揮し、多くの競争者を制して一人勝

ち状態になるということが、多くの事例

で見出される。

　そこにはしばしば国際標準等によって

形成されるビジネスエコシステムが重要

な役割を果たしている。企業がいくら多

くの経営資産を有していたとしても、企

業間のネットワークにおける複雑な関係

性は、自らの経営資産の及ぼす影響力の

範囲を超えるため、影響を及ぼすことは

ションに結び付ける効果的なプロセスは

必ずしも十分明らかになっているわけで

はない。ただ、技術が埋没し知財が無力

化する原因には大きく分けて２つの側面

があることに気づく。一つは、研究開発

途上の技術の本質は人の頭の中にある知

識であるため、完成した技術とは異なる

様々な配慮が必要となるが、そういう知

識のしっかりしたマネジメントがうまく

行われていないという問題である。

　知識には厄介な性質があり、例えば

100人の組織があったとしたら、100人

の中に均一に生まれるものではなく極端

に偏った集中度で生まれてくる。そして

生まれた知識を他者に伝えようと思って

も、簡単には伝わらず、伝える相手にそ

の知識を吸収する能力が必要になること

が多い。さらに組織外部の知識は均一に

組織内部にもたらされることはなく、特

定の媒介者を介してもたらされるなど、

様々な特性がある。組織に合わせたこれ

らの知識マネジメントが適切に行われ、

知財のマネジメントと組み合わせること

埋没する技術、無力化する知財
日本産業は、過去 10年以上の長きにわ

たって、研究開発の成果である技術がな

かなか事業化に結びつかず埋没してしま

うという現象が目立っている（技術の埋

没）。また、多くの特許を取得して事業

化に成功したとしても、必ずしもその特

許が有効に機能せず事業競争力に結びつ

きにくい状況もみられる（知財の無力化）。

　日本の成長を支えたエレクトロニクス

産業では半導体や太陽電池、ＤＶＤ、携

帯電話などの事業が、優れた技術や数多

くの特許に支えられていたはずなのにそ

の世界におけるシェアを瞬く間に失って

しまった。この衝撃的な出来事は多くの

日本人の記憶に刻み込まれたのではない

だろうか。リーマンショック以降減少し

たとはいえ、日本の企業の研究開発投資

は決して世界的に見れば少ないわけでは

ない。また国も科学技術基本計画に基づ

き、4次にわたり科学技術基本計画に従っ

て研究開発投資を続けてきた。最近では

財政の悪化により政府全体の予算がある

程度抑制されてきた中、科学技術だけは

堅調に投資が行われてきたのである。納

税者に対する説明責任としても、これら

の投資の結果である経済効果、そしてそ

の経済効果を将来にわたって支えてくれ

るようなイノベーションの創出にしっか

り結び付けていくべきなのだが、必ずし

もうまくいっていないというのが現実か

もしれない。

知識マネジメントと知的資産経営戦略に
よる対処
いうまでもないことだが、科学技術の発

展はそのまま社会に恩恵をもたらすわけ

ではない。両者をつなぐ技術経営の重要

性は指摘されてきたが、一方で科学技術

開発の成果を社会に受容させイノベー 図 1 オープン &クローズ戦略

研究紹介

先端イノベーション戦略の研究と人材育成：
「戦略タスクフォースリーダーの養成」プログラム構想

知的財産権とイノベーション研究ユニット
http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/ipr.html

渡部俊也（責任者）・坂田一郎（責任者）・杉光一成・佐々木一・山野宏太郎・小野奈穂子・古谷真帆・小川紘一
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者をメンバーとした半年程度の戦略タス

クフォースを実施して、経営戦略の提言

を行うことからスタートするべきではな

いかとの結論を得ているところである。

　そしてこのようなイノベーションと知

財戦略（知的資産経営戦略）を担うべき

リーダー人材の早期の育成の必要性を強

く認識し、「知的財産権とイノベーショ

ン研究ユニット」としてこのような人材

育成に従事する拠点「戦略タスクフォー

スリーダー養成プログラム」を来年度か

ら実施することを提案するに至った。

多様性を克服してタスクフォースを成功
に導く
ただし異なる部門から集まった多様な専

門性のある人材があつまれば自動的に成

果が上がるかというと、実はそうではな

く、平均的にはパフォーマンスは下がっ

てしまう。これは異なるものの考え方や

捉え方などが共有されることがまず難し

く、議論の共通基盤が形成されるのに時

間がかかったり、調整に大きな労力がか

かったりすることが一つの原因であると

考えられる。しかしこれらの障害を乗り

越えられれば、狭い専門家のチームに比

べて何倍ものパフォーマンスを示すこと

もできるポテンシャルがある（図 2）。「戦

略タスクフォースリーダー養成プログラ

ム」では、このようなタスクフォース運

営のポイントやリーダーの育成に関する

重要事項なども組み込んで実施すること

を計画している。

　このような戦略タスクフォースリー

ダーは企業に必要なだけでなく、政府研

究開発プロジェクトにも必要性が高まっ

てきており、特にファンディングエイ

ジェンシーや政府系の研究開発機関にお

いても育成が求められている。当研究ユ

ニットではこのような人材育成拠点を設

立するとともに、その育成手法や教育コ

ンテンツについての研究をさらに深め、

その成果を多くの分野で広く普及させて

いきたいと考えている。■

1 http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/iam/outcomes/

index.html

研究成果の展開施策としての戦略タスク
フォースリーダー養成プログラム
本研究プロジェクトでは、東京大学政策

ビジョン研究センターの「知的財産権と

イノベーション研究ユニット」で実施し

ている知的資産経営研究講座（NEDOプ

ログラム）を中心に、産学連携が関与す

るテーマについては「大学と社会研究ユ

ニット」としても取り扱いながら、こ

の「技術の埋没」と「知財の無力化」の

2つの問題の原因を解き明かし、製造業

に優れる日本企業が行うべき新たなイノ

ベーション戦略のあり方を模索してきた。

その研究結果は数多くの著作や論文、そ

してこのプロジェクトのディスカッショ

ンペーパーにまとめられている 
1
。

　何故このような現象が起こるのかを明

らかにしたとしても、それで具体的に企

業などの組織でこれらの高度な戦略の策

定と実践をするための方法まで自明にな

るわけではない。当プログラムでは、こ

のような企業の実践方法についても企業

経営者を交えた議論を重ねてきた。目的

のためには全社の経営リソースを統合し

て、戦略策定と実行に従事する必要があ

る。本研究プロジェクトでは、このよう

な経営リソースの統合を、役員などの上

位者の指示のもと異なる部門からの参加

難しいと考えるのが普通だが、最近の事

例ではそのようなことが可能であること

が分かってきている。例えば国際標準に

おいてその標準を実施するうえで必須な

特許があると、この特許権を有する企業

が影響力を行使して自分に都合の良い標

準規格を作り上げ、ビジネスエコシステ

ムに影響力を行使した例が少なくない。

　知的財産権は特に差し止め請求権とい

う強力な効力を有するため、一見その会

社と関係のないビジネスエコシステムに

対しても、知財権を用いて影響力を発揮

することが理論的に可能であるといえる。

例えばインテルがパソコンの周辺技術を

台湾企業に供与したり、標準化して多く

の企業の参入を即したりする一方、自社

のコアである CPUのみはクローズ領域

として決して他社の参入を許さないとい

う、所謂オープン＆クローズ戦略と言わ

れるこのような知的財産の活用方法は

新しく、最近発達してきたものである

（図 1）。実は日本企業は膨大な知的財産

権を保有しながら、伝統的なクロスライ

センスによる実施権確保などにほとんど

の資産を使ってしまっている。このよう

な戦略的な知財の活用の遅れが知財の無

力化を招きやすいということができる。

図 2 異分野融合（Cross-Pollination）の成功確率

Source: Lee Fleming (2004), "Perfecting Cross-Pollination", HBR, Sep. 2004, pp. 22-24.
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「提言『航空イノベーションに向けて』̶

失われた 20年からの脱却における航空

産業の貢献̶」は、図１の概要に示す

ように、50年ぶりの完成機製造の再開、

グローバルなカスタマーサポートも含む

システム産業としての完成機事業におけ

るインテグレータの確立、近距離国際線

を含む国内航空ネットワークの充実、さ

らには、それらを支える研究開発、人材

育成に関する新たな枠組み、いわば航空

イノベーションに向けた課題と今後の方

向性を取りまとめたものである。さらに、

本文においては、失われた 20年からの

脱却過程において、航空産業がなし得る

貢献を社会に提示している。この提言

が、将来に向かって航空産業への国民的

理解を醸成し、航空産業の発展、ひいて

は我が国の持続的成長を推進するための

一助となれば幸いである。提言本文、概

要、要旨は、政策ビジョンセンターおよび

航空イノベーション総括寄付講座のホーム

となっている。さらには、地球環境問題

に対する取組みの重要性が高まる中、温

室効果ガスの排出削減は航空分野におい

ても喫緊の課題であり、製造、航空輸送

全体において従来型のビジネスからの変

化が求められている。

　こうした航空の諸問題の解決に向けて、

東京大学航空イノベーション総括寄付講

座は 2014年度、提言「『航空イノベーショ

ンに向けて』̶失われた 20年からの脱

却における航空産業の貢献̶」を発行す

るとともに、航空機産業の持続的成長の

達成のためのアクションリサーチとして

国内での低炭素な次世代航空燃料入手の

検討を関係企業との議論を始めた。「航

空政策研究ユニット」は、学内連携、政

策的観点からの議論を通して、この二つ

の活動に参加・協力を行っており、その

概要をここに紹介したい。

提言「航空イノベーションに向けて」

現在の我が国が直面している人口減少社

会は、20年に渡る長期の経済停滞と相

俟って、将来への不安感を社会に蔓延さ

せている。失われた 20年を取り戻すた

め、我が国は、将来の成長に向けた戦略

を描くと同時に実行する必要がある。 

　今後、人口減少を背景とする国内需要

の減少が見込まれる中、我が国の成長の

ためには海外需要の取込みが必須である

ことは論を待たず、海外の成長市場を対

象に、我が国経済の市場規模を拡大させ

ることが重要である。すなわち、海外の

成長市場で、我が国の生み出す価値が競

争力を有することが見込まれる産業に、

我が国のリソース (ヒト、モノ、カネ )

を投入し、成長を継続させることが重要

である。一方、世界の航空輸送は、アジ

アの経済成長を基に今後の大きな成長が見

込まれ、それに付随して新たな航空機の需

要が期待できる有望な成長市場と言える。 

　戦後の空白期間の後に開発された国際

旅客機 YS-11は、我が国地域航空ネット

ワークを支えるとともに、海外でも活躍

した航空機であった。しかし、製造、販

売主体の日本航空機製造 (日航製 )にお

いて寄り合い所帯ゆえに生じた混乱や、

カスタマーサポート体制の不備等により、

赤字が膨らみ、1973年の生産中止、1982

年の日航製解散を経て、我が国の完成機

事業が中断された。

　今、ほぼ半世紀を経て国産ジェット旅

客機ＭＲＪの開発が開始されているとこ

ろであり、成長産業の期待の下に、製造

のみならずグローバルなサービスも含む

システム産業への変革が求められている。

航空輸送についても、高度経済成長下で

急激な成長を遂げたものの、格安航空会

社の急成長等市場環境の厳しさが増す中

で質的な変容を迫られ、近距離国際線を

含む国内航空ネットワークの充実が課題 図 1  提言「航空イノベーションに向けて」概要

II. 完成機事業におけるインテグレータの確立

III. 地域航空ネットワークの充実

IV. 航空技術研究開発の更なる推進

V. 人材の育成

I. 航空産業の我が国経済成長への貢献

・インテグレータに必要な生産技術者・生産技能者育成のための施策

・我が国の経済成長と国際的地位における航空産業の重要性

・インテグレータ確立による技術ニーズの抽出
・産学官の連携体制の構築

・アジアの成長を取り込み地域活性化を達成する手段
・国産航空機を活用した地域航空ビジネスの可能性
・次世代地域航空ネットワーク検討協議会への期待

・新たな航空システムの構築に向けたパラダイムシフトの必要性
・産学官の協働、国内リソースの結集に向けた国家戦略の必要性
・サプライチェーン構築による国内経済への貢献
・高品質の航空機製造とインフラ輸出の両立
・国際ルールづくりへの参画

研究紹介

「航空イノベーション」に向けて

航空政策研究ユニット
http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/ap.html

鈴木真二（責任者）・林泰三・坂田一郎・飯塚秋成・中村裕子・日原勝也・岡野まさ子
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1
でダウンロードすることができる。

次世代航空燃料イニシアティブ
地球環境問題に対する取組みの重要性が

高まる中、温室効果ガスの排出削減は航

空分野においても喫緊の課題である。国

際航空では国際民間航空機関（ICAO）

2010年総会において、温室効果ガス削

減に関する目標が、2050年まで燃料効

率を毎年 2%改善すること，2020年以降

温室効果ガスの排出を増加させないとし

て合意された。

　図 2はその目標達成のためのプランで

ある。この図より、機体の技術革新、飛

行管制の効率化のみでは航空輸送が増加

するため、総量として温室効果ガスを削

減することが困難であり、その達成のた

めには化石燃料に由来しない低炭素次世

代航空燃料への切り替えを促進すること

が求められていることが分かる。

　次世代航空燃料は

① 植物油脂・糖類からの合成

② 植物廃棄物の発酵（Biomass to Liquid）

③ 非食用植物（カメリナ、ジャトロファ、

藻）からの合成

などの生成方法が存在するが、いずれも

現状のジェット燃料（ケロシン）と混合

して使用 (drop-in)することで、ジェッ

トエンジンの改造、変更を必要としない

ことが求められる。航空機用燃料として

の認証は米国材料試験協会（ASTM）を

中心に実施され、５０％混合を上限とし

た場合でも ASTM規格を満たすことが求

められるが、2014年 11月時点で、3つ

の技術パスにより精製された次世代航空

燃料に対し ASTMの認証がおりている。

　次世代航空燃料は今や試験段階を終え、

導入段階となり、アメリカ・カルフォル

ニア、およびイギリス・ロンドンでは、

ASTM認証済み技術である水素化触媒

処理エステル脂肪酸 (HEFA)法とフィッ

シャー・トロプシュ合成法とを用いたプ

ラントが、Alt Air 社と Solena Fuels社が

それぞれ中心となり建設中である。両者

は、2014年と 2017年に操業を目指して

いるなど世界中で次世代航空燃料の実用

化に向けた動きが活発化している。一方

日本では、原材料の入手が国内では困難

という事情もあり、バイオ燃料の研究は

推進されているものの、実用化に向けた

動きが活発とはいいがたい。ただし、本

邦航空会社といえども温室効果ガスの排

出削減の要求は同じであり、国内での次

世代航空燃料入手の検討が強く望まれて

いる。

　こうした状況をうけ東京大学航空イノ

ベーション総括寄付講座は、日本での次

世代航空機燃料入手の道筋をたてるべく、

ステークホルダー（ボーイングに代表さ

れる航空機製造会社、日本航空に代表さ

れるエアライン、関係各省庁・研究機関、

エネルギー関連会社、空港運営会社、商

社・金融機関など）を集めた研究会を組

織し、幅広い連携を推進する活動を始め

た。導入・実用化への課題として主なも

のは、化石由来の燃料と比較して非常に

高い価格の現状と、原料・精製燃料の安

定供給であり、これらを解決する仕組み

を考える上で、航空政策研究ユニットと

しても、分野横断型議論の支援や政策的

観点での考察を提供していきたい。

国際航空では 2020年以降温室効果ガス

の排出を増加させないとして合意された

とし、その達成のためには化石燃料に由

来しない次世代航空燃料への切り替えを

促進することが求められていること、世

界でその実用化に向けた動きが活発化し

ていることを既に述べた。本邦において

は、2020年はさらに重要な意味合いを

持つ。この年は、東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催年であり、これに向

けて、国は、訪日外国人旅行者数 2000

万人を目指している。

　観光と航空は、我が国の持続的成長を

需要面と供給面から支える車の両輪であ

る。現在開発中のＭＲＪプロジェクトは、

2015年に初飛行、2017年に初号機引渡

しが予定されている。世界中が注目する

東京オリンピック・パラリンピックの機

会に、ＭＲＪが次世代航空燃料を用いて、

聖火をギリシャから運ぶとともに日本各

地に空輸することを期待したい。■

1 東京大学航空イノベーション総括寄付講

座ウェブサイト http://aviation.u-tokyo.ac.jp/

Source: Billy Glover, Global Business & Environment Strategy, Japan International Transport Institute Seminar on Sustainability Aviation, Hotel Okura (18 Oct 2012)
             http://www.jterc.or.jp/english/kokusai/conferences/pdf/121018_presentation02.pdf

Using less fuel

- Efficient airplanes

- Operational efficiency

Changing the fuel

- Lower lifecycle CO2

- No infrastructure modifications

- "Sustainable Biofuels"

図 2  ICAOの 2050年までの CO2削減取組みの方向感
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グローバルな知的資産経営戦略実践のための人材育成
̶̶戦略タスクフォースリーダー養成構想とプログラムのグローバル展開を見据えて̶̶
【会場】 丸ビルホール
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター（知財権とイノベーション研究ユニット、大学と社会研究ユニット）
【共催】 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
【後援】 日本知財学会、知的財産教育協会

アジアの発展のための宇宙法政策
【会場】 東京国際交流館プラザ平成会議室 1
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター

戦略タスクフォースリーダー養成実証プログラム
【会場】 東京大学 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知的資産経営研究講座
【日程】2014年 10月 25日、11月 1日、11月 8日

公開セミナー 知的資産経営新ビジネス塾
【会場】 三菱ビル コンファレンススクエアM+ 10F グランド
【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
【日程】2014年 9月 11日、9月 18日、9月 25日、11月 20日

国際シンポジウム『食品安全規格の国際調和とその課題̶̶コーデックス委員会の役割』
【会場】 東京大学本郷キャンパス 小柴ホール
【主催】 厚生労働科学研究費補助金「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」、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

これからの日本のリスクを俯瞰する
【会場】 東京大学 伊藤国際学術研究センター地下 2階 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，政策シンクネット
【共催】 科研費 A「複合リスクガバナンス」（代表：城山英明）、東京大学 GSDM

政府の成長戦略で進める健康経営̶̶健康投資を促す仕組みを産官学で創造し、運営する̶̶
【会場】 東京大学 伊藤国際学術研究センター地下 2階 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
【後援】 厚生労働省、経済産業省、一般社団法人日本経済団体連合会、東京商工会議所、健康保険組合連合会、全国健康保険協会、公益社団法人国民
健康保険中央会、一般社団法人企業研究会、日本人材マネジメント協会、全国保健師長会、中央労働災害防止協会、一般社団法人日本産業保健師会

【特別協賛】 花王株式会社 Q-STATION

公開ワークショップ：東アジアの核軍備管理̶̶過去・現在・未来
【会場】 国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター 安全保障研究ユニット
【協力】 国際文化会館

公開シンポジウム 政府研究開発プロジェクトの制度と効果的マネジメントを考える
 ̶̶日本版バイ・ドール制度の活用̶̶
【会場】 三菱ビル コンファレンススクエアM+ 10F グランド
【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
【共催】 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

東大・ブルッキングス研究所による健康・医療シンポジウム
【会場】 東京大学本郷キャンパス情報学環・福武ホール地下 2階 福武ラーニングシアター
【主催】 東京大学公共政策大学院、ブルッキングス研究所、東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム（「社会構想マネジメント
を先導するグローバルリーダー養成プログラム」略称 GSDM: Global Leader Program for Social Design and Management）、東京大学政策ビジョ
ン研究センター、政策シンクネット

【協力】 明治大学国際総合研究所、国立社会保障・人口問題研究所、村田学術振興財団研究助成

日愛交流社会科学シンポジウム̶̶日本・欧州の福祉社会の将来を探る̶̶
【会場】 東京大学法科大学院総合教育棟（ガラス棟）101号室
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター
【共催】 東京大学「社会構想マネジメントを先導するグローバルリーダー養成プログラム (GSDM)」、「活力ある超高齢社会を共創するグロー
バル・リーダー養成プログラム (PinG: GLAFS)」、University College Dublin (UCD): Public Policy Programme, College of Human Sciences; Sutherland 
School of Law; School of Applied Social Science; Geary Institute
【協力】 東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター
【支援】 国際交流基金

2014.12.19

2014.12.3

 2014.10.25–
          11.8

 2014.9.11–
          11.20

2014.11.8

2014.10.29

2014.9.17

2014.8.5

2014.7.11

2014.7.7–
         7.8

2014.6.21
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政策シンクネットプロジェクトにおけるリスクガバナンスワークショップ
【会場】 ブリティッシュコロンビア大学（カナダ バンクーバー）
【主催】 Liu Institute for Global Issues, Institute for Resources, Environment and Sustainability (IRES), Institute for Asian Research (IAR), the University of 

British Columbia, 東京大学政策ビジョン研究センター

東京大学 NEDO知的資産経営研究講座 国際シンポジウム：
ネットワークのハブへの位置取りとイノベーション戦略 知的資産経営戦略の視点から
【会場】 東京大学 伊藤国際学術研究センター地下 2階 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】 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
【後援】 一般社団法人日本知財学会、一般社団法人知的財産教育協会、独立行政法人工業所有権情報・研修館

東日本大震災 3周年国際シンポジウム̶̶リスク・ガバナンス・リーダーシップ̶̶
【会場】 東京大学 伊藤国際学術研究センター地下 2階 伊藤謝恩ホール
【主催】 一般財団法人日本再建イニシアティブ、東京大学政策ビジョン研究センター
【協力】 株式会社日本政策投資銀行
【後援】 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

東京大学政策ビジョン研究センター政策シンクネット 第 1回シンポジウム：大学改革とケイパビリティ
【会場】 東京大学本郷キャンパス情報学環・福武ホール地下 2階 福武ラーニングシアター
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター・慶應義塾大学 SFC研究所
【協力】 ハルデザインコンサルティング株式会社

宇宙をめぐる国際関係と日本の役割
【会場】 東京大学本郷キャンパス情報学環 福武ホール
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター、株式会社三菱総合研究所
【協力】 外務省

東アジアにおける国際紛争管理に関するワークショップ
【会場】 品川プリンスホテル
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター 安全保障研究ユニット

公開セミナー 知的資産経営新ビジネス塾
【会場】 三菱ビル コンファレンススクエアM+ 10F グランド
【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
【日程】2014年 1月 16日、1月 23日、1月 30日、2月 6日、2月 13日、2月 20日

科学技術リスク・ガバナンスに関する国際シンポジウム
【会場】 東京大学本郷キャンパス 山上会館 2階 大会議室
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター
【共催】 東京大学サステナビリティ学連携研究機構、東京大学科学技術イノベーション政策の科学（STIG）教育・研究ユニット

国立大学法人法施行から 10年 大学改革とイノベーションへの貢献
【会場】 東京大学 伊藤国際学術研究センター地下 2階 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】 工学系技術経営戦略学専攻、産学連携本部

コーデックス委員会設立 50周年国際シンポジウム：
国際食品規格の役割と日本̶̶グローバル社会における食品安全確保に向けて
【会場】 東京大学本郷キャンパス 小柴ホール
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター、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」

シンポジウム「宇宙が拓く国家、社会、人類の未来」
【会場】 東京大学弥生講堂 一条ホール
【主催・事務局】 東京大学政策ビジョン研究センター、（株）三菱総合研究所
【協力】 外務省、（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）

ワークショップ 漁業協定から考察する東シナ海の平和と安定への可能性
【会場】 東京大学本郷キャンパス第二本部棟 6階 610号室
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター、東京大学海洋アライアンス

専門職を活用した戦略的な健康経営の推進
【会場】 ソラシティカンファレンスセンター ROOM C
【共催】 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、花王（株）Q-STATION

2014.5.1–
         5.2

2014.3.18

2014.3.11

2014.3.4

2014.2.4

2014.2.1

2014.1.26–
         2.20

2013.12.17

2013.10.12

2013.9.24

2013.9.17

2013.8.28

2013.6.20
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 ■査読なし論文
 –杉山昌広 , 2014, 「エネルギー業界におけるベンチャーの役割̶クリー
ンテックの台頭̶」, 『環境経済・政策研究』, 7(2), pp. 77-81

 ■国際会議・プロシーディングス
 – Sakata, I., Sasaki, H., Hashimoto, M. and Kayukawa, K., 2014, A parallel 

running-type growth model in Asia: A case study of clean technology, 
Portland International Conference on Management Engineering and 
Technology 2014

 – Tanunya, V., Sasaki, H. and Sakata, I., 2014, Detection and introduction 
of emerging technologies for green buildings in Thailand, Portland 
International Conference on Management Engineering and Technology 
2014, pp. 620-631

 – Zhidong, L., Sasaki, H. and Sakata, I., 2014, Study on the academic 
landscape of hydropower: a citat ion-analysis based method and 
its application, Portland International Conference on Management 
Engineering and Technology 2014, pp. 3572-3579

 – Sasaki, H., Yamaguchi, K., Weerin, W., Sengprasong, P. and Sakata, I., 
2013, Energy E�ciency Standards and Labeling Forecasting Model in the 
Capital of Lao PDR, 8th Conference on Sustainable Development of Energy, 
Water and Environment Systems

 ■著書
 – Shiroyama, H., Yoshikawa, H., Sato, C. and Orsi, R., The Future of 

Energy Policy in East Asia, Handbook of Clean Energy Systems, Wiley 
CO, May 1, 2015

 ■主な基調講演・招待講演
 – Sakata, I., Distributed and off-grid energy solutions, WEF, Annual 

Meeting of the New Champions 2014, September 10, 2014, China

社会的合意形成支援研究ユニット

 ■査読付き論文
 – Kato, H., Shiroyama, H. and Nakagawa, Y., 2014, Public policy 

structuring incorporating reciprocal expectation analysis, European 
Journal of Operational Research, 233, pp. 171-183

テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト

 ■著書
 –立川雅司 , 松尾真紀子 , 2014, 「フードナノテクを巡る規制の国際動向：
米欧を中心に」, 『BIO INDUSTRY（バイオインダストリー）』, 31(9), pp. 
63-68

 –松尾真紀子 , 「第 2章米欧の規制動向とガバナンス」, 立川雅司・三上
直之編著『萌芽的科学技術と市民－フードナノテクからの問い』, 日本経
済評論社 , 2013年 , pp. 37-56

複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット

 ■査読付き論文
 – Takeshita, J., Kishimoto, A. and Gamo, M., 2014, Investigation of organ-

specific assessment factors related to sub-acute and sub-chronic toxicity 
studies , Fundamental Toxicological Sciences, 1(1), pp. 1-6

 – Ogura, I., Hashimoto, N., Kotake, M., Sakurai, H., Kishimoto, A. and Honda, K., 
2014, Aerosol Particle Collection E�ciency of Holey Carbon Film-Coated TEM 
Grids, Aerosol Science and Technology , 48(7), pp. 757-767

 – Matsuo, M. and Yoshikura, H., 2014, Zero in Terms of Food Policy and 
Risk Perception, Food Policy, 45, pp. 132-137

 –太田響子 , 2014, 5月 , 「イギリス対人社会サービス政策の形成と変容─
複合的政策の構造分析」, 『年報行政研究』, pp. 61-80

 –城山英明 , 2013, 9月 , 「科学技術イノベーション政策の政治学」, 『研
究技術計画』, 28(1), pp. 23-26

 –佐藤隼 , 佐藤俊秀 , 仲川祐司 , 林志洋 , 松本頌 , 城山英明 , 松尾真紀子, 
鎗目雅 , 2014, 4月 , 「国内下水道からのリサイクル・リン普及の課題」, 『社
会技術研究論文集』, 11, pp. 108-118

 –松尾真紀子 , 2013, 「日本の食品安全ガバナンスのこれまでとこれから
－制度設計からの考察（Retrospection and Prospection Concerning the 
Japanese food safety Governance from an Institutional Analysis）」, 『日
本リスク研究学会誌』, p. 135

 ■国際会議・プロシーディングス
 – Kishimoto, A., Matsuo, M., Hiruma, Y., Mikuniya, K., Taniguchi, T. 

and Shiroyama, H., 2014, 20th-23th, August, In corporating “All Hazards 

大学と社会に関する研究ユニット・大学ビジョン研究ユニット

 ■国際会議・プロシーディングス
 – Hayashima, K., Sawamura, H., Matsumoto, Y., Sasaki, H. and Sakata, 

I., 2014, to appear, Analysis of Scienti�c Research Structure in Singapore 
Using Bibliometrics and Network Analysis for Understanding Their 
Characteristics of R&D: A Case Study of Biomedical Field, The IEEE 
International Conference on Industrial Engineering and Engineering 
Management

 – Sakata, I., Sasaki, H., Hashimoto, M. and Kayukawa, K., 2014, A parallel 
running-type growth model in Asia: A case study of clean technology, 
Portland International Conference on Management Engineering and 
Technology 2014 (PICMET'14)

知的財産権とイノベーション研究ユニット

 ■査読付き論文
 – Iwami, S., Mori, J., Sakata, I. and Kajikawa, Y., 2014, Detection method 

of emerging leading papers using time transition, Scientometrics, 101(2), 
pp. 1515-1533

 – Nakamura, H., Suzuki, S., Sakata, I. and Kajikawa, Y., 2014, Knowledge 
combination modeling: The measurement of knowledge similarities 
between di�erent technological domains, Technological Forecasting and 
Social Change, to appear

 – Sakata, I., Sasaki, H. et al., 2013, Bibliometric analysis of service 
innovation research: identifying knowledge domain and global network 
of knowledge, Technological Forecasting and Social Change, 80(6), pp. 
1085-1093

 –犬塚篤 , 渡部俊也 , 2014, 「パネルデータ分析を用いた社会的埋め込み
理論の検証」, 『組織科学』, Vol.47(3), pp. 64-78

 ■主な基調講演・招待講演
 – Watanabe, T., Grace Period for Whom and for What?, Tegernsee 

Symposium – focused on Grace Period, organized by AIPPI,FICPI and 
JPO, July 10, 2014, Tokyo

技術ガバナンス研究ユニット

 ■国際会議・プロシーディングス
 – Nagai, Y., Space and security: A Japanese perspective, REGIONAL SPACE 

POLICY ROUNDTABLE MEETING, August 14, 2014, Bangalore, India
 – Nagai, Y., Shiroyama, H. and Uchitomi, M., 2014, Space governance in Japan, 

Proceedings of International Institute of Space Law 2013, pp. 479-494

航空政策研究ユニット

 ■国際会議・プロシーディングス
 – Nakamura, H., 2014, Patent Pool Analysis in Bibliometrics, Informs 2014
 – Nakamura, H., Suzuki, S. and Kajikawa, Y., 2014, A Bibliometrics Application 

for Evaluating Contribution of a Research Institute to Science, 29th Congress of 
the International Council of the Aeronautical Sciences

 ■主な基調講演・招待講演
 – Suzuki, S., Technology and Innovation for Flight Safety, AEROTECH V 

conference, October 29, 2014, Malaysia
 –鈴木真二 , 「Aircra� Development and Fuel Consumption」, GSDM設立記
念シンポジウム・分野別ワークショップ, 2014年 3月 8日 , 東京都

国際エネルギー分析と政策研究ユニット

 ■査読付き論文
 – Sakata, I. and Sasaki, H., 2013, Bibliometric analysis of international collaboration 

in wind and solar energy, Journal of Sustainable Development of Energy, Water 
and Environment Systems, 1(3), pp. 187-198

 – Sasaki, H., Sakata, I., Yamaguchi, K., Weerin, W. and Sengprasong, P., 
in press, Appliance Di�usion Model for Energy E�ciency Standards and 
Labeling Evaluation in the Capital of Lao PDR, Journal of Sustainable 
Development of Energy, Water and Environment Systems

 – Sasaki, H., Yamaguchi, K., Yoshizawa, G., Sakata, I. and Shiroyama, 
H., 2013, Energy Efficiency Road Mapping in Three Future Scenarios 
for Lao PDR, Journal of Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems, 1(3), pp. 172-186

※ 下線は当センター所属メンバー。研究ユニット等の業績に一部重複があります。
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 –大西昭郎 , 佐藤智晶 , 2014, 「医療機器をめぐる現状と展望 (56)医療
機器を介した健康・医療の分野横断的なイノベーションに向けて : 遺伝
子検査ビジネスを例に」, 『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』, 
45(8), pp. 652-657

 –大西昭郎 , 佐藤智晶 , 2013, 「医療機器をめぐる現状と展望 (44)医療
機器を介した健康・医療分野の更なるイノベーションに向けて」, 『医薬
品医療機器レギュラトリ－サイエンス』, 44(8), pp. 635-642

 ■著書
 –佐藤智晶 , 「アメリカの民間保険会社による技術評価の運用」, 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 , 『じほう』, 
2013/4/1, pp. 277-291

健康経営研究ユニット

 ■査読付き論文
 – Koike, S. and Furui, Y., 2013, Long-term care-service use and increases 

in care-need level among home-based elderly people in a Japanese urban 
area, Health Policy, pp. 94-100

 – Omiya, T., Yamazaki, Y., Shimada, M., Ikeda, K., Ishiuchi-Ishitani, S., 
Tsuno, Y. S. and Ohira, K., 2014, Mental health of patients with human 
immunodeficiency virus in Japan: a comparative analysis of employed 
and unemployed patients, AIDS Care, 26(11), pp. 1370-1378

 –津野陽子 , 丸山美知子 , 鈴木良美 , 大宮朋子 , 美ノ谷新子 , 杉本正
子 , 2014, 「「保健師教育の技術項目と卒業時の到達度」の学生自己
評価による実習日数別の到達度の検討 Undergraduate Students' Self-
assessment of "Skill Items and Achievement Levels in Public Health 
Nursing Education" in Comparison to Length of Practicum」, 『東邦看護
学会誌』 , pp. 1-7

 ■著書
 –津野陽子 , 戸ヶ里泰典 , 中山和弘 , 『市民のための健康情報学入門』, 
放送大学教育振興会 , 2013年 , pp. 160-198, 227-229

 –古井祐司 , 『図解ここがポイント !データヘルス―データに基づいた効
果的な保健事業の展開“8つのチェック”』, 東京法規出版 , 2014年 9月
1日 , pp. 1-127

大学連携による政策シンクネット研究実証プロジェクト

 ■査読付き論文
 – Takeshita, J., Kishimoto, A. and Gamo, M., 2014, Investigation of organ-

specific assessment factors related to sub-acute and sub-chronic toxicity 
studies ,  Fundamental Toxicological Sciences, 1(1), pp. 1-6

 – Matsuo, M. and Yoshikura, H., 2014, Zero in Terms of Food Policy and 
Risk Perception, Food Policy, 45, pp. 132-137

 – Kramer, DB., Tan, YT., Sato, C. and Kesselheim, AS., 2013, Postmarket 
Surveillance of Medical Devices: A Comparison of Strategies in the US, 
EU, Japan, and China. , PLoS Medicine, 10(9)

 – Kramer, DB., Tan, YT., Sato, C. and Kesselheim, AS., 2014, Ensuring 
Medical Device E�ectiveness and Safety: A Cross-National Comparison 
of Approaches to Regulation., Food and Drug Law Journal, 69(1), pp. 1-23

 –太田響子 , 2014, 5 月 ,「イギリス対人社会サービス政策の形成と変容─
複合的政策の構造分析」, 『年報行政研究』, pp. 61-80

 –城山英明 , 2013, 9月 , 「科学技術イノベーション政策の政治学」, 研究
技術計画 , 28(1), pp. 23-26

 –松尾真紀子 , 2013, 「日本の食品安全ガバナンスのこれまでとこれから
－制度設計からの考察（Retrospection and Prospection Concerning the 
Japanese food safety Governance from an Institutional Analysis）」, 『日
本リスク研究学会誌』, p. 135

 –犬塚篤 , 渡部俊也 , 2014, 「パネルデータ分析を用いた社会的埋め込み
理論の検証」, 『組織科学』, Vol.47(3), pp. 64-78

 ■国際会議・プロシーディングス
 – Kishimoto, A., Matsuo, M., Hiruma, Y., Mikuniya, K., Taniguchi, T. 

and Shiroyama, H., 2014, 20th-23th, August, In corporating "All Hazards 
Approach into Japanese National Risk Gvernment", 2014 Society for Risk 
Analysisis—Asia Conference, Taipei, Taiwan

 ■著書
 – Mizuguchi, S., Ohta, K., Yamaguchi, M. and Nishimura, T., Interactions 

among Multiple Niche-Innovations and Multi-Regimes: The Case of 
the "Welfare Mall" in Higashi-Ohmi, Urban Governance to Sustainable 
Development, Springer, 2015 (in press)

 –岸本充生 , 「第 6章大気汚染の基準値」, 「第 10章交通安全の基準値」, 
『基準値のからくり』, 講談社 , 2014年 6月 20日 , pp. 154-172

 –城山英明 , 「はじめに－テクノロジーアセスメントの動向と医療分野での
活用」, 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 , 『じ
ほう』, 2013年 4月 , pp. 2-9

Approach into Japanese National Risk Gvernment", 2014 Society for Risk 
Analysisis—Asia Conference, Taipei, Taiwan

 – Ohta, K., 2014, Oct. 22, Sustainable Model for Geographical Integration 
of Welfare, Renewable Energy and Food Policies: the government’s 
grant as a governance tool for policy innovation, EROPA (Eastern 
Regional Organization for Public Administration) Conference 2014, Hanoi, 
pp. 1-20

 – Ohta, K., 2013, Oct. 16, �e Top-down Policy Process for the Decentralization of 
Adult Social Care: legacy and innovation in the national care insurance system 
in Japan, EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration) 
Conference 2013, Tokyo, pp. 1-12

 – Ohta, K., 2014, Sept. 11, �e Multi-level Policy Process for the Localization 
of Adult Social Care: dilemma and innovation with the national care 
insurance system in Japan, NOW/JSPS International Joint Seminar, Studying 
Sustainability Transitions in Welfare States: A Research Agenda for Japan 
and the Netherlands, Rotterdam, pp. 1-20

 ■著書
 – Yarime, M., Carliell-Marquet, C., Hellums, D T.., Kalmykova, Y., Lang, 

D J.., Le, Q B., Malley, D., Morf, L S.., Matsubae, K., Matsuo, M., Ohtake, 
H., Omlin, A., Petzet, S., Scholz, R W.., Shiroyama, H., Ulrich, A E.. 
and Watts, P., Chapter 6 Dissipation and Recycling: What losses, what 
dissipation impacts, and what recycling options?, Sustainable Phosphorus 
Management, Springer, 2014年 , pp. 247-274

 – Mizuguchi, S., Ohta, K., Yamaguchi, M. and Nishimura, T., Interactions 
among Multiple Niche-Innovations and Multi-Regimes: The Case of 
the "Welfare Mall" in Higashi-Ohmi, Urban Governance to Sustainable 
Development, Springer, 2015 (in press)

 – Shiroyama, H., Corell, R W., Kang, J S-C. and Kim, Y H., "Commentary: 
Japanese Perspective - Issues of the Arctic Ocean for Japan", The Arctic in 
World A�airs - A North Paci�c Dialogue on Arctic Transformation, Korean 
Transport Institute, January 1, 2013, pp. 334-339

 – Shiroyama, H., Hulsroj, P., Pagkratis, S. and Baranes, B., "Recent 
Development of Japan's Space Policy: The Quasi-Zenith Satel l ite 
ProgrammCe and the the Space Policy Making Process", Yearbook on 
Space Policy 2010/2011, Springer, January 1, 2013, pp. 207-221

 – Shiroyama, H., Jurcys, P., Kjaer, P F.. and Yatsunami, R., "Dynamics of 
International Harmonization and Divergence of Safety Standards:The 
Regulatory Hybridization of Automobile and Food Safety", Regulatory 
Hybridization in the Transnational Sphere, Martinus Nijho� Publishers, 
January 1, 2013, pp. 125-146

安全保障研究ユニット

 ■査読なし論文
 –鈴木達治郎 , 2013, 「今後の高レベル放射性廃棄物（HLW)処分への取
り組みについて」, 『学術の動向』, pp. 14-19

 –藤原帰一 , 2014, 9, 「映画と戦争 (15)イスラエルとアラブの間 「壁」を乗
り越える願いを込めた二つの作品」, 『外交』, 27, pp. 136-141

 –藤原帰一 , 2014, 7, 「映画と戦争 (14)夢のような戦争 「現実」から「架空」
の戦争へ」, 『外交』, 26, pp. 140-145

 –藤原帰一 , 2014, 5, 「映画と戦争 (13)西部の平和・宇宙の戦争 隠され
た暴力を語るとき」, 『外交』, 25, pp. 144-149

 –藤原帰一 , 2014, 3, 「映画と戦争 (12)西部劇の変容 視点を変えて見え
てくる もう一つの「戦争」」, 『外交』, 24, pp. 130-135

 –藤原帰一 , 2014, 1, 「映画と戦争 (11)イーストウッドの戦争 成熟した「他
者性の認識」の発露」, 『外交』, 23, pp. 140-145

 –藤原帰一 , 2013, 11, 「映画と戦争 (10)誰の戦争を語るのか」, 『外交』, 
22, pp. 142-147

 –藤原帰一 , 2013, 9, 「映画と戦争 (9)失われた南部 『風と共に去りぬ』
が描く南北戦争」, 『外交』,21, pp. 140-145

 –藤原帰一 , 2013, 7, 「映画と戦争 (8)南北戦争の描き方 アメリカ社会が
見える「南北戦争」とは」,『外交』, 20, pp. 140-145

 –藤原帰一 , 2013, 5, 「映画と戦争 (7)アメリカを映す鏡 「スピルバーグの
戦争」を考えてみたい」,『外交』, 19, pp. 150-155

 – Orsi, R., Immagini che dividono: lo strano caso delle Relazioni 
Internazionali, Immagini, Immaginari e Politica, ETS (Pisa, Italy), 
October 1, 2013, pp. 113-132

医療機器の開発に関する政策研究ユニット

 ■査読付き論文
 – Kramer, DB., Tan, YT., Sato, C. and Kesselheim, AS., 2013, Postmarket 

Surveillance of Medical Devices: A Comparison of Strategies in the US, 
EU, Japan, and China. , PLoS Medicine, 10(9)

 – Kramer, DB., Tan, YT., Sato, C. and Kesselheim, AS., 2014, Ensuring 
Medical Device E�ectiveness and Safety: A Cross-National Comparison 
of Approaches to Regulation., Food and Drug Law Journal, 69(1), pp. 1-23

 ■査読なし論文



PARI Annual Report 201420

  マーケティング・ツールとしての知的財産

 Ŗ「航空イノベーションに向けて」 ̶̶失われた 20年からの脱却における航空産業の貢献̶̶
アジアをはじめとして航空需要の増加が見込まれる中、今後の成長市場を国内に取り入れるべく各国がそれぞれの強みを確立

しつつある世界の潮流。我が国も遅れをとることなく、国産ジェット旅客機の開発を契機として成長するためにはいかなる価

値を世界に提供すべきか、価値創造のために航空産業はどうあるべきか。航空分野関係者はもとより、広く国民に問い、訴えたい。

■ 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 航空政策研究ユニット
■ http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy140925_ap.html

  組織境界を越えた知識探索の成果定着と研究コンソーシアムの関係̶NEDOプロジェクト成果特許の実証分析̶

  バイドール制度の各国比較

  先進国型製造業としての日本企業の方向性̶オープン＆クローズ戦略思想の展開 (1)̶

  日本のリスク・ランドスケープ　第 1回調査結果

  Industrial Designers as a Driver of Technology Innovation: Evidence from a Japanese electronics industry

  E�ect of Non-Practicing Entities on Innovation Society and Policy: An agent based model and simulation

  人材移動に伴う技術流出の実証分析

 Ŗ レジリエント・ガバナンス研究会 最終報告
先進各国でのグローバルな政策議論において、レジリエンスに代表される危機管理能力は企業や経済の競争力、ひいては国家

競争力と認識されつつある。一方、我が国では自然災害を中心とした防災・減災対策として国土強靭化対策の第一歩が踏み出

されたところである。先進各国の危機管理施策に学びつつ、総合俯瞰的な観点から国家のリスク・アセスメントを実施するこ

とが求められる。

■ 東京大学政策ビジョン研究センター・産業競争力懇談会（COCN）
■ http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy140327_cocn.html

 Ŗ 国立大学法人法施行から 10年 大学改革とイノベーションへの貢献
激変する社会構造の変革期において、大学が期待される役割は、単に技術開発に貢献する産学連携ではなく、社会システムの

設計を見据えた、バックキャストの研究開発や規制改革などの分野における大学と社会との連携分野の拡大をも含む。大学の

リソースを結集し国内外にネットワークを広げて、その役割の実現に近づいていくため、長期的展望に基づく国立大学法人の

設計と 10年計画が必要である。
■ 東京大学政策ビジョン研究センター 大学と社会に関する研究ユニット
■ http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy131216_university.html

 Ŗ レジリエント・ガバナンス研究会 中間報告
危機の際に損なわれる可能性のある社会の諸機能に着目し、それらの機能が損なわれた時に被害を最小化し迅速な復旧を実現

するレジリエント・ガバナンスが必要とされている。本研究では、社会の諸セクターの構造や相互関係を明らかにする検討プ

ロセスを踏まえ、災害発生後の各ステージにおける行動計画を含む、具体的で汎用性のあるリスクマネジメント計画を提示する。

■ 東京大学政策ビジョン研究センター・産業競争力懇談会（COCN）
■ http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy131107_cocn.html

 Ŗ 政策提言 市民後見研究実証プロジェクト
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。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、地域の市民の力を活用しながら、成年後見制度の利

用や啓発をより一層促進していくことが重要となる。一般の人々が、これまで以上に安心して制度を利用できるようにするた

めに、後見実務の流れに沿いつつ実践的な提言を行う。

■ 東京大学政策ビジョン研究センター 市民後見研究実証プロジェクト
■ http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy130703_sigt.html

  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

  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

  国立大学整備政策にみる大学への投資効果の研究
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 Ŗ 研究成果に基づく提言を研究ユニット等の名前で発信

  時事的な政策課題についてのレスポンス

  研究成果の早期公開
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Working Paper

Working Paper
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Policy Issue
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特任研究員

飯間 敏弘 
 ●市民後見研究実証プロジェクト

太田 響子
 ●複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット
 ●大学連携による政策シンクネット研究実証プロ
ジェクト

金 貝
 ●大学連携による政策シンクネット研究実証プロ
ジェクト

佐々木 一
 ●国際エネルギー分析と政策研究ユニット
 ●知的財産権とイノベーション研究ユニット

佐藤 智子
 ●市民後見研究実証プロジェクト

清野 正幸
 ●国際エネルギー分析と政策研究ユニット

土屋 智子
 ●社会的合意形成支援研究ユニット

永井 雄一郎
 ●技術ガバナンス研究ユニット
 ●安全保障研究ユニット

藤田 正美
 ●大学連携による政策シンクネット研究実証プロ
ジェクト

古谷 真帆
 ●知的財産権とイノベーション研究ユニット

松尾 真紀子
公共政策大学院 特任研究員 （兼務）

 ●複合リスクガバナンスプロジェクト

劉 大煒
 ●大学連携による政策シンクネット研究実証プロ
ジェクト

スタッフ

東 啓二 特任専門職員
 ●市民後見研究実証プロジェクト

井浦信子 学術支援専門職員
 ●市民後見研究実証プロジェクト

石川 由佳 学術支援職員
 ●安全保障研究ユニット

大屋 安恵 技術補佐員
 ●大学と社会に関する研究ユニット

岡本 香代子 学術支援専門職員
 ●社会的合意形成支援研究ユニット

兼務教員

城山 英明
法学政治学研究科教授、公共政策大学院 院長

 ●複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット
 ●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
 ●大学連携による政策シンクネット研究実証プロ
ジェクト

岸本 充生
公共政策大学院 特任教授

 ●複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット

芳川 恒志
公共政策大学院 特任教授

 ●国際エネルギー分析と政策研究ユニット

飯塚 秋成
航空イノベーション総括寄付講座 特任准教授

 ●航空政策研究ユニット

オルシ ロベルト
公共政策大学院 特任講師

 ●安全保障研究ユニット

佐藤 智晶
公共政策大学院 特任講師、国際広報補佐

 ●医療機器の開発に関する政策研究ユニット
 ●医療イノベーション

中村 裕子
航空イノベーション総括寄付講座 特任助教

 ●航空政策研究ユニット

客員教授

鈴木 達治郎
長崎大学 核兵器廃絶研究センター（RECNA） 副セ
ンター長・教授

 ●安全保障研究ユニット

竹内 洋 
 ●複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット

協力教員 

中島 勧
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 准教授

畑中 綾子
高齢社会総合研究機構 特任助教

非常勤講師

内冨 素子
宇宙航空研究開発機構（JAXA） 法務部法務課長

 ●技術ガバナンス研究ユニット

センター長

坂田  一郎
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
 ●ナノテクノロジーイノベーション研究ユニット
 ●国際エネルギー分析と政策研究ユニット

副センター長

藤原 帰一
法学政治学研究科 教授

 ●安全保障研究ユニット

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（兼務）・工学系研究科 教授（兼担）

 ●大学と社会に関する研究ユニット
 ●知的財産権とイノベーション研究ユニット

専任教員

谷口 武俊
教授

 ●複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット

三國谷 勝範
教授

 ●複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット

杉山 昌広
講師

 ●国際エネルギー分析と政策研究ユニット
 ●ナノテクノロジーイノベーション研究ユニット

特任教授

尾形 裕也
 ●健康経営研究ユニット

近藤 誠一
 ●安全保障研究ユニット

特任教員 

津野 陽子
特任助教

 ●健康経営研究ユニット

古井 祐司
特任助教

 ●健康経営研究ユニット

松田 尚子
特任助教

 ●ナノテクノロジーイノベーション研究ユニット

向 和歌奈
特任助教

 ●安全保障研究ユニット

運営体制

メンバー
（2014年 12月 1日現在）
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橋本 信雄
電源開発 （株） 土木建築部開発調査室 専任役

橋本 正洋
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント
研究科 教授

古月 文志
北海道大学大学院 地球環境科学研究院・教授

松見 芳男
伊藤忠商事株式会社理事

吉澤 剛
大阪大学大学院医学系研究科 准教授

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 
先端医療・治験推進部 部長

劉 文君
東洋大学 IR室 准教授

リサーチャー

遠藤 典子
元（株）ダイヤモンド社

桐山 恵理子
元東京大学政策ビジョン研究センター 特任研究員

熊谷 奈穂子
株式会社ナノサミット・取締役

高尾 みどり
三菱UFJニコス株式会社 CRM推進部 上席調査役

長島 美由紀
（財） 地球環境産業技術研究機構（RITE） 研究員

中野 壮陛
（財）医療機器センター 専務理事

西尾 啓
株式会社創成知財解析研究所・弁理士

西内 啓
Data Science Research Institute・統計家

平井 祐理
元（株） MetaMoJi・社員

南 かおり
University of London・弁護士

李 龍
華東理工大学法学院 専任講師

柳 美樹
（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

山野 宏太郎
三菱総合研究所 研究員／元政策ビジョン研究セン
ター 特任研究員

山本 一郎
株式会社ダックビル・エンタテインメント

アドバイザー

潮田 洋一郎
株式会社 LIXILグループ取締役・取締役会議長

大島 春行
NHK 解説委員

西山 淳一
公益財団法人 未来工学研究所 研究参与

宮崎 緑
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

顧問会

有本建男
政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策
プログラム 教授、JST研究開発戦略センター・副
センター長 （兼務）

肥塚 雅博
富士通株式会社・執行役員副会長

瀬谷 俊雄
株式会社地域経済活性化支援機構・代表取締役社長

柘植 綾夫
公益社団法人科学技術国際交流センター・会長

永井 良三
自治医科大学・学長

客員研究員

リサーチ・アソシエイト

浅野 大介
経済産業省資源エネルギー庁 石油精製備蓄課 課
長補佐

五十棲 浩二
私立聖光学院中学校・高等学校 校長補佐

岡野 まさ子
観光庁国際観光課 課長

田中 修
財務省 財務総合政策研究所 次長 （副所長）

角田 義人
元先端科学技術研究センター 渡部研究室 協力研
究員、元日立製作所 執行役専務電池システム社社
長

廣瀬 大也
経済産業省貿易経済協力局 資金協力課 課長補佐

二又 俊文
前シズベルジャパン （株） 代表取締役

シニア・リサーチャ̶

牛久保 雅美
サンデン社 代表取締役会長

浦嶋 将年
鹿島建設株式会社 専務執行役員

小川 紘一
元東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究
員

小田 哲明
立命館大学大学院 テクノロジー・マネジメント研
究科 准教授

小野 奈穂子
コロンビア大学ロースクール 客員研究員

倉本 泰信
京都大学産官学連携本部 客員教授

小舘 尚文
アイルランド国立大学 ダブリン校 専任講師

杉光 一成
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

妙中 義之
国立循環器病研究センター 副所長

千村 浩
元社会保険診療報酬支払基金・審議役

徳永 保
筑波大学 教授

小野 理恵 技術補佐員
 ●複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット

金原 和也 学術支援専門職員
 ●市民後見研究実証プロジェクト

黒河 昭雄 学術支援専門職員
 ●医療イノベーション

小林 範子 助手 （事務）

 ●総務担当

佐々木 佐織 特任専門職員
 ●市民後見研究実証プロジェクト

佐藤 多歌子 学術支援専門職員
 ●国際広報担当、国際エネルギー分析と政策研究ユ
ニット

柴田 祐子 学術支援専門職員
 ●リーディング大学院担当

中村 裕子 学術支援職員
 ●大学連携による政策シンクネット研究実証プロ
ジェクト

 ●庶務担当

西島 明子 事務補佐員
 ●医療イノベーション

早瀬 翔 技術補佐員
 ●安全保障研究ユニット

松田 佳世 事務補佐員
 ●医療イノベーション

宮崎 進一 学術支援専門職員
 ●市民後見研究実証プロジェクト

森 麗奈 学術支援専門職員
 ●健康経営研究ユニット

村上 壽枝 特任専門職員
 ●企画担当、リサーチ・アドミニストレーター (URA)

山野 泰子 特任専門職員
 ●広報担当

運営委員

坂田 一郎
政策ビジョン研究センター センター長

谷口 武俊
政策ビジョン研究センター 教授

三國谷 勝範
政策ビジョン研究センター 教授

渡部 俊也
政策ビジョン研究センター 教授

浅見 泰司
大学院工学系研究科 教授

五神 真
大学院理学系研究科 教授

城山 英明
大学院法学政治学研究科 教授

竹野内 真樹
大学院経済学研究科 教授

田辺 国昭
大学院法学政治学研究科 教授

藤原 帰一
大学院法学政治学研究科 教授

山崎 力
大学院医学系研究科 教授
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東京大学 伊藤国際学術研究センター内

Tel. 03-5841-1708

Fax. 03-5841-1709

Email: pari@pari.u-tokyo.ac.jp

URL: http://pari.u-tokyo.ac.jp

南
北
線
東
大
前
駅

千
代
田
線
根
津
駅

丸
ノ
内
線
本
郷
三
丁
目
駅

大江戸線本郷三丁目駅




	PARI_AnnualReport2014_表1_2015_outline_oo
	PARI_AnnualReport2014_表2_201505_o
	PARI_AnnualReport2014_20150119_o
	PARI_AnnualReport2014_表3_201505_oo
	PARI_AnnualReport2014_表4_2015_outline_o

