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○ごあいさつ

政策ビジョン研究センターは、総合大学である東京大学の知的リソースを統合

して政策研究を行い、その成果を社会に発信していく目的で 2008 年 7 月に

創設されました。社会の多様な課題と、科学技術研究や人文社会科学研究の最先端

研究を突き合わせて、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

政策の選択肢を提示する、それが第一のミッションです。そしてそれらの研究成果

を一般の方々にも理解でき、現実の社会の改善に結びつくような形に加工して発信

すること、これが第二のミッションです。

　最近、政策形成プロセスの透明化が進み、従来人々の目に触れることのなかった

政策決定プロセスが注目を集めています。そのことが同時に実質的な政策判断の基

準や根拠に対する疑問を、世に投げかけることにもなりました。エビデンスに基づ

いた政策の立案、および政策の優先順位を規定する論拠が求められるようになって

います。まさに十分なデータと緻密な論理に基づいて、多面的観点から行われる政

策議論というニーズは、時代の要請とも言えます。

　そうした議論をわかりやすく伝えるインタープリターの役割も重要です。多様な

情報を構造化して提示することによって問題点を明確にし、政策・制度や技術社会

システムの多様な便益とリスクをバランスよく評価して、社会意思決定にフィー

ドバックするメカニズムが、今まさに求められていると思います。政策の選択肢

(Policy Alternatives) を研究するセンターとして、今後とも多様な研究の現場と社

会をつなぐ橋渡しとなり、研究者間はもちろん、民間企業、メディアや NPO といっ

た様々な民間機関の方々とも連携しながら、新しい政策の選択肢を提示できるよう

努めてまいりたいと思います。

　現在、当センターでは、高齢社会、医療情報、医療機器、知的財産権とイノベーショ

ン、技術ガバナンス、航空政策といったテーマ毎に研究ユニットが発足し、それぞ

れの課題に応じた研究会やシンポジウムを通して研究成果の発信をしています。今

後、ホームページやニュースレターをはじめ、様々な媒体を使って政策の研究・提

言活動を展開していくつもりです。学内において社会への政策発信の必要性を感じ

れておられる方や、学外から東京大学のこのような活動に関心を持たれている方の

ご支援・ご協力をお願いします。    　

  photo by Ryoma.K

センター長　城山 英明
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組織概要

 ⿌ 機構等名 : 東京大学政策ビジョン研究センター　  

Todai Policy Alternatives Research Institute

 ⿌ 代表者名 : 城山　英明

 ⿌ 設置年月日 : 平成 20 年 7 月 8 日  

（平成 20 年 10 月より実質的活動開始）

 ⿌ 事務担当部局 : 公共政策学連携研究部  

（法学政治学研究科等事務部）

 ⿌ 所在地 : 〒 113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

　政策ビジョン研究センターは、様々な課題について学

内の多様な部局の多分野の専門家からなる研究ユニット

および、研究ユニットにおける研究結果を基礎に現場に

おける実証を試みる研究実証プロジェクトを設置し、こ

れらを研究単位として、課題の解決に結びつく研究情報

の交換、提言の作成を行っています。

　当センターは、東京大学における多様な部局における研

究と外部の課題情報を結合させるハブとして機能してきま

した。また、国際的なネットワークを構築してきています。

　センターの運営に関しては、概ね 3 ヶ月に１回程度開催

される運営委員会（法学政治学研究科、医学系研究科、

理学系研究科、工学系研究科、経済学研究科の教員がメ

ンバー）が研究ユニット等の設置や政策提言等の重要事

項について審議します。政策提言へ向けての研究は、所

属する教職員の企画調整の下に、各研究ユニットおよび研

究実証プロジェクトに参加する研究者が担当しています。

センターの役割と活動

政策ビジョン研究センターは、以下のようなシンクタン

ク機能を持つ発信機関です。

 ▍東京大学の研究成果を活かした政策の選択肢の発信

政策に関する提言をセンターが自ら発信するととも

に、学内のさまざまな部局等による研究成果からア

イディアを汲み上げ、政策の選択肢として社会に発

信します。

 ▍多分野のネットワーク化による課題の探知

多様な研究者を擁する総合大学の利点を生かし、多

分野のネットワーク構築によって、それぞれの分野

単独では発見できないような課題の探知とそれに対

する総合的な解決策を模索します。

 ▍学内外の組織との交流による政策研究の活性化

多角的な研究発信を行うために、学内の諸部局をは

じめ、官庁、企業、マスメディア、NPO、その他の

組織とネットワークを形成し、相互の交流と政策研

究の活性化を図ります。
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組織概要

政策研究・提言の方法等

政策に関する研究を行う単位として「研究ユニット」、

具体的な社会実証の研究を行う単位として「研究実証プ

ロジェクト」を設置し、研究に基づく提言はこれらの単

位を主体として行います。

研究は、各部局の既存の受託研究や寄付講座等のプ

ロジェクトを母体として構築します。また、社会的

に認知されていなくても、研究者の観点から見て将

来生じることが予測される重要な課題については、

センター独自の研究ユニットもしくは研究実証プロ

ジェクトを立ち上げて探究します。

研究ユニット等による研究とその成果に基づく政策

提言は、原則として研究ユニット等の名称、もしく

はそれらの代表者の名前で行います。

政策の選択肢の提示に当たっては、客観的なデータ

に基づきメリット・デメリットを明示しつつ、複数

の可能性を示すことで、実際の政策決定を支援する

情報を提供することを原則とします。

組織と運営体制

 ▍総長室直轄の組織

センターは、東京大学の研究科・学部等からの全学

的な参加を実現するために、総長室直轄の組織とし

て 2008 年 7 月に設置されました。

 ▍センターの運営体制

 ⿌ 運営委員会：部局代表の委員 5 ～ 6 名とセンター長及

び専任教員で構成。センターの管理運営に関する重

要事項の審議決定、発信する政策提言の承認

 ⿌ センター長：センターの運営全体を統括

 ⿌ 学術顧問（シニア・フェロー）：センターの活動に関す

る学術的助言、支援・専任教員：政策提言の企画、

研究ユニットの調整

 ⿌ 併任教員、特任助教、特任研究員：研究ユニットの担

当

 ⿌ 顧問（フェロー）、協力教員：センターの活動に関する

助言、支援

 ⿌ 客員研究員（リサーチ・アソシエイト、シニア・リサー

チャー、リサーチャー、アドバイザー）：政策研究、

センターの活動への協力

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

研究ユニット・研究実証プロジェクトとは

 ⿌ 政策に関する研究を行う単位を「研究ユニット」と

呼び、発信は同ユニットを主体として行います。

 ⿌ 研究ユニットは、各部局の既存の受託研究や寄付講

座等のプロジェクトから募ります。また、社会的に

認知されていなくても、研究者の観点から見て将来

生じることが予測される重要な課題については、セ

ンター独自の研究ユニットを立ち上げて探究しま

す。

 ⿌ 研究ユニットによる研究とその成果に基づく政策提

言は、原則としてユニット名ないしユニットの代表

者の名で行います。

 ⿌ 政策の選択肢の提示に当たっては、客観的なデータ

に基づきメリット・デメリットを明示しつつ、複数

の可能性を示し、実際の政策決定に役立つ情報を提

供することを原則とします。

 ⿌ 具体的な社会実証を行う単位組織として「研究実証

プロジェクト」を置いています。

研究ユニット

　安全保障研究ユニット

　知的財産とイノベーション研究ユニット

　技術ガバナンス研究ユニット

　航空政策研究ユニット

　医療におけるＩＴ政策 研究ユニット

　医療機器の開発に関する政策研究ユニット

　市民後見 研究ユニット

　生命・医療倫理政策研究ユニット

　再生医療政策研究ユニット

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

共同研究等

 ⿌ 活力ある高齢社会に向けた研究会―産業競争力懇談

会（COCN）

 ⿌ 知的財産とイノベーション―特許庁

 ⿌ 総括寄付部門─航空政策、ＧＳ＋Ｉ公共政策大学院：

国際交通政策 (ITPU)、科学技術と公共政策研究ユ

ニット、SEPP　エネルギーと地球環境の持続性確

保と公共政策、I2TA　先進技術の社会的影響評価手

法の開発と社会への定着

 ⿌ 市民後見プロジェクト―医学系研究科

 ⿌ 大学ビジョン研究会―国立教育政策研究所
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研究ユニット

安全保障研究ユニット

　

研究ユニット概要   　    

 ▍趣旨

　北朝鮮の核開発により北東アジアの国際情勢は大きく

変わりました。そうした環境変化の中で、日本を含む北

東アジアの安全保障をどのようにして行うべきか。軍事

力だけではなく、食糧やエネルギー、経済や人的交流を

含む多角的な検討が必要です。また、北東アジアの安全は、

この地域だけではなく、広く地球大に影響が及ぶ課題です。

この問題については、多くの人が関心をもち発言をして

きましたが、情報の不足もあり、国際政治や国際経済の

研究成果を踏まえて、包括的、体系的になされた研究は

まだないといってよいでしょう。国際的なプロジェクトに参

加し、その一端を担うことにより、多くの国の研究者の参

加の下に、多角的な観点から現状の正確な分析と安全保

障のあるべき形について研究することは喫緊の課題です。

　本ユニットでは東京大学における安全保障研究の中核

として、国際連携のなかで世界第一線の研究者とともに

安全保障概念の再構築と政策提言を行います。

 ▍内容

1） 北東アジアの安全保障

力の分布が顕著に変化している北東アジアにお

ける脅威の把握と制度形成の模索。東京大学＝

プリンストン大学共同研究、並びに現在申請中

のマッカーサー財団アジア安全保障イニシアチ

ヴの基本プロジェクトとして遂行。

2） 新しい脅威と新しい安全保障

非国家主体の好戦行動をはじめとした非伝統安

全保障の研究。ＩＡＲＵ（研究重点型大学連合）

の安全保障プロジェクトとの連携。

 ▍責任者　

藤原 帰一 教授（法学政治学研究科）

 ▍ユニット構成メンバー　

北岡 伸一教授（法学政治学研究科）、田中 明彦教授（東

洋文化研究所・情報学環）、高原 明生教授（法学政治学

研究科）、久保 文明教授（法学政治学研究科）、松田 康

博准教授（東洋文化研究所・情報学環）、ロジャー・ス

ミス准教授（東洋文化研究所・情報学環）、森田 朗教授

（政策ビジョン研究センター）、三浦　瑠璃特任研究員（政

策ビジョン研究センター）

活動内容

安全保障研究ユニットでは、アジアの安全保障

とその機構化の試みの将来、経済的相互依存関係が

安全保障に与える影響などの問題意識に基づき、マ

ッカーサー財団の支援を受け、カリフォルニア大学・

延世大学とともに「アジア安全保障イニシアチブ」

と題する共同研究を過去二年にわたって進めてきま

し た。2010 年 は、“The Economic Security Nexus 

in Northeast Asia” と題したワークショップを 8 月

23~24 日に東京で開催し、最終的な論文集への結

実に向けて議論を深めました。また、今回は新しい

試みとして、続く 8 月 25~26 日に、“The Role of 

Diplomacy in Northeast Asian Security” と題し、日

米中韓から多数の若手・中堅の実務家を招いたトレ

ーニング・セッションを行い、他国の立場や多角的

な視野に立った討論を行っていただきました。

東アジアの経験は、経済－安全保障間の連関が、従

来考えられていたよりも限定的である可能性を示唆

しています。けれども、それは東アジアの経済と安

全保障が無関係であるということではなく、経済交

流の増大によって蓄積された政治的資源を最大限に

活かす政策イニシアチブが必要とされていることを

意味します。共同研究では、東アジアの各国の経済

的相互依存が一層深まり、各国が市場にのみ協力関

係を委ねる姿勢を改め、政治指導者間の協力ととも

に相互依存を強化していくことを通して各国が相互

依存を制度化するならば、安全保障上の緊張関係に

対してプラスの影響を与えることができると考えて

います。こうした「アジア安全保障イニシアチブ」

の研究成果を発信するため、日本国際問題研究所と

の共催により、政策提言を政策実務家の方々に提供

し、意見交換を行うための会合を企画しました。同

様の趣旨の会合を中国、韓国で行った後、東京にお

いて 11 月 18 日に主要政党の国会議員の方々を招

いて、19 日には行政官や専門家の方々を招いて研

究成果を発表し、両日とも活発な討論が行われて成

功を収めました。
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研究ユニット

活動内容

本ユニットでは、イノベーションのオープン化、グ

ローバル化、産学の接近、アジアの科学技術力の急

上昇等の構造変化を踏まえ、世界の課題解決に貢献

し、同時に、我が国に競争優位を生み出すイノベー

ション制度について、研究と政策提言を行っている。

視野に置く制度としては、特許及び著作権制度、技

術標準、産学連携システム、先端技術の市場化のた

めの制度、国際協力を促進する枠組み等がある。平

成 21 年度に 2 つの政策提言（「未来を創造する特

許制度のための 15 の提言」、「日米欧 3 極知財シン

ポジウムへのアカデミアからの提言」）を行ったこ

とに続き、制度の詳細について検討を続けた。研究

の成果は、グレースピリオドの拡大等、平成 23 年

度通常国会における特許法改正に活かされている。

平成 22 年度においては、新たに、「新興国におけ

るイノベーション・技術標準と知的財産権戦略研究

会」を立ち上げ、報告書をとりまとめた。また、「仮

想世界と法を考える研究会」を開催した。そこでの

研究結果も踏まえ、「知的財産推進計画 2011」で

は「3D デジタルデザインを含む意匠の保護対象拡

大について検討し、結論を得る。」という項目が盛

り込まれた。更に、地球的課題解決のための国際協

力政策に関する意見（「アジア研究共同体構想」）が、

日経新聞経済教室に掲載をされた。

知的財産権とイノベーション研究ユニット

研究ユニット概要 

 ▍趣旨

知的財産制度が企業のイノベーションに与える影響は複

雑化しています。特に近年のイノベーションのオープン

化、出願の急増、学術研究と産業技術との接近（サイエ

ンスリンケージの上昇）、新興国の台頭等の変化は、そ

の関係を益々複雑なものにしており、知的財産制度がイノ

ベーションを阻害する側面も指摘されていることから「イノ

ベーションを促進する知財制度の在り方」は最も注目され

る研究課題であるといえるでしょう。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、『次世代の知

的財産権制度（特に特許制度）のあり方』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います。

 ▍内容

世界の知的財産権制度（特許制度）は、構造的な変革期

にあります。知的財産権制度がイノベーションに与える

影響の実証的研究、オープン・イノベーションの進展等

の環境変化が制度に及ぼす影響の学術的研究等を踏ま

え、世界における『次世代の知的財産権制度』にあり方

について、体系的な改革の選択肢を示します。これに含

まれるのは、例えば、権利の保護と利用のバランス、特

許の質向上のための制度・運用改革や国際協力のあり方、

国際産学連携等増加している複雑なケースへの特許管理 

、大学における特許管理のあり方です。中国における知

財とイノベーション、仮想空間の知的財産法、標準と特

許などはまた我々の新しい研究テーマです。さらに、特

許権以外のイノベーションに関する制度、枠組み等にも

研究の幅を広げている。

 ▍活動報告

新興国におけるイノベーション・技術標準と知的財産戦

略研究会 2010 年度 報告書（抜粋編）　 2011 年 3月 6日

「新興国におけるイノベーション・技術標準と知的財産

戦略研究会」を発足しました。　2010 年 9月

平成 21 年度 活動報告　2010 年 3月

国際シンポジウム 2009：イノベーションにおける競争

と協調　2009 年 6月11日

「未来を創造する特許制度のための 15 の提言」　
2009 年 7月27日

仮想世界と法を考える研究会　2009 年 7月27日

大学の特許を考える会＠東京大学の開催について　
2009 年 9月4日

日米欧三極知財シンポジウム　2009 年 11月12日

「日米欧三極知財シンポジウムへのアカデミアからの提

言」2009 年 11月12日

 ▍責任者

渡部 俊也 教授（先端科学技術研究センター）

 ▍ユニット構成メンバー

坂田 一郎教授（政策ビジョン研究センター）、杉光 一

成教授（金沢工業大学教授・政策ビジョン研究センター

客員研究員）、小林　徹特任研究員（政策ビジョン研究

センター）、瀬川　友史特任研究員（政策ビジョン研究

センター）、佐々木 一特任研究員（政策ビジョン研究セ

ンター）ほか 
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

活動内容

　テクノロジーアセスメントの定着に向けては、科学

技術に関わる多様な社会的価値とそのガバナンスの

あり方について包括的な知見と視点を得ることも重要

です。これによって TA として取りあげるにふさわしい

テーマを見出すとともに、TA を行うことによる社会的

インパクトも大きくなると期待されます。そうした意識

のもと、2010 年度は「科学技術ガバナンス研究会」

と題した連続ヒアリング研究会合を 14 回開催し、各

分野で活躍されている自然科学系研究者や政策実務

家から現場の抱える社会的課題についての意見を伺

うとともに、政策研究者との議論を行う場を設けまし

た。7 月 3 日には、中間的な総括の場として鈴木寛

文部科学省副大臣を招いた公開講演会を開催し、こ

れまでの研究会の論点について討議しました。また、

10 月 3 日には京都大学の芝蘭会館において、欧州と

日本における科学技術ガバナンスに関する会合を開催

し、欧州議会の TA 機関である STOA 議長ほか欧州

議会議員や日欧の政策担当者や専門家の方々を招き、

欧州と日本における今後の科学技術ガバナンスのあり

方について議論しました。

技術ガバナンス研究ユニット

研究ユニット概要  

 ▍趣旨

今日の科学技術の進歩は著しく、われわれの社会を便利

かつ快適なものにしてくれています。しかし、今日の複

雑な科学技術には未知の要素も多く、社会に便益ともに

リスクももたらします。科学技術の利用に伴う社会的な

リスクを回避し、便益を最大化するためには、科学技術

研究とその応用のプロセスを適正に制御することが必要

です。不充分な規制はリスクを拡大させる一方で、過剰

な規制は研究を停滞させる可能性があります。適正な規

制のあり方および時代の変化に対応した規制制度のメイ

ンテナンスのあり方について、科学技術の社会影響評価

（新たなテクノロジー・アセスメント）手法を用いた技

術ガバナンス政策の研究及び発信を行います。

 ▍内容

技術に関わる多様な技術革新の便益とリスクを俯瞰的に

踏まえて行う、技術の社会影響評価（新たなテクノロ

ジー・アセスメント）などの社会意思決定支援の枠組み

と、技術や社会の要請の変化に対応した原子力法制等の

制度革新のあり方について、関係者の認識を踏まえた上

で、制度的課題と制度的選択肢を提示し、社会的政策議

論を喚起します。

 ▍活動報告

科学技術ガバナンス関連 連続イベントを開催します。

※ 2 月～ 3 月にかけて開催する技術ガバナンス研究ユ

ニット関係のイベントを 7 つ掲載しています。

 ▍責任者

城山 英明 教授（法学政治学研究科）

 ▍ユニット構成メンバー

諸葛 宗男特任教授（公共政策大学院）、松浦 正浩特任

准教授（公共政策大学院）、森田 朗教授（政策ビジョン

研究センター）、北郷 太郎特任研究員（政策ビジョン研

究センター／研究推進部研究推進課付（併任））ほか 
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

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」と併せ

て、ボーイング社と共同で英語による夏季集中講座

も実施し、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。さらに、中小企

業の実務者を対象に「航空産業セミナー」を開催し、

航空産業の概要や新規参入の実例等について講義を

行った。

　また、2010 年は日本の航空 100 年記念の年で

あったため、「東大・ボーイング　航空と環境ワー

クショップ」（約 100 名参加）、「北東アジア地域に

おける航空自由化と域内協力に関する国際シンポジ

ウム」（約 100 名参加）、「航空セーフティーフォーラ

ム 2010」（約 400 名参加）、「日本の航空の明日を考

える～日本の航空 100 年記念フォーラム～」（約 400

名参加）といったシンポジウム等を多数開催し、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。

航空政策研究ユニット

研究ユニット概要 

 ▍趣旨

「空」は、「宇宙」、「海洋」と並ぶ国家的な戦略領域である。

実際、空を利用する航空産業（航空機製造と空輸サービ

ス）は、世界的にみて、航空路に関する航空協定、空港

インフラ、安全性、信頼性の認証、先端技術の開発、経

済外交等の面で、政府による介入が大きな分野となって

いる。その結果、政策の介入の在り方（政策）が産業の

成長や環境等の新技術の導入スピードを左右する面が大

きい。一方、我が国では、航空関連行政は、製造、利用、

通信、研究開発等の面で縦割りの壁が存在しており、制

度的な補完性等も考慮した総合的な政策形成と実行が行

われる環境が整っていない。また、環境性能等で優れた

部品・素材産業は発達しているが、長く旅客機全機開発

の経験が無いことから、欧米と比べ、政策の実施体制も

弱体である。我が国の航空機製造業がＹＳ１１以来半世

紀ぶりに旅客期全機開発に挑もうとしている今、東京大

学において、法学、経済学、国際関係論、工学等の知恵

を結集し、国の誇りを持てる国産航空機の世界市場への

展開など航空産業の発展と空の有効活用による国民生活

の向上（航空イノベーション）を実現するための総合的

な「航空政策」の選択肢を検討する。

 ▍内容

航空イノベーションを支える社会システムの要素としては、

①研究面：素材や環境技術等での優位性を活かした先端

技術の戦略的な先行技術開発への国家的な支援

②製造面：高度な安全性・信頼性の認証システム、部品・

素材産業との連携の仕組み

③利用面：航空輸送網の開拓、型式証明、環境規制、Ｗ

ＴＯ、経済協力等に関する国家間交渉

④共通基盤要素：イノベーションを担う人材育成等

がある。このような多角的な観点から総合的な検討を行

い、航空イノベーションを加速させる社会システムを提

案する。

 ▍責任者

鈴木 真二 教授（工学系研究科航空宇宙工学専攻）

 ▍ユニット構成メンバー

日原 勝也特任教授（公共政策大学院）、奥村 裕一客員教

授（公共政策大学院）、森田 朗教授（政策ビジョン研究

センター）、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 

 ▍報告書等

東京大学航空イノベーション総括寄付講座

「日本の航空 100 年記念フォーラム

日本の航空の明日を考える」報告書
http://aviation.u-tokyo.ac.jp/eventcopy/Dec09report.pdf
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

活動内容

　ユニットメンバーらは、医療情報システムにおける

医薬品情報データベースは医療安全や効率的なオー

ダシステムの実現にとって必要性が増しているが公的

でオーサライズされたものがなく民間企業からの提供

に頼っており標準化されていない。そこで医療情報の

標準化領域において、厚労省保健医療情報標準化会

議などの場を通して医薬品情報データベースの公的提

供のあり方の検討に参画した。また、レセプトデータ

の研究目的利用、副作用早期検知のための医療情報

データベースの活用について厚労省の会議等で意見

を述べ、医療情報の標準化と多目的利用についてそ

の推進を図る必要性を提示した。一方、標準化に適

合した医療情報システムの導入について医療提供側

にインセンティブを与える方法、および国が進める医

療連携構想について、保健医療情報システム工業会、

日本医療情報学会などとともに定期的に議論の場を

持ち、前者については関係団体を通じて中医協に要

望文書を出せる準備を進めた。

医療における IT 政策研究ユニット

研究ユニット概要 

 ▍趣旨

　我が国では、高齢者の増加や高度医療の普及に伴って

年々医療費が増大していますが、それを負担する現役世

代は減少傾向にあります。人員・経済状況の制約の中

で、増大する医療ニーズに応えるためには医療の費用対

効果を向上させ、効率化を図る必要がありますが、一方

で、医療の質や安全性向上も目指さねばならず、これら

の課題を同時に実現することは、医療現場に過度の負担

を強いることになってしまいます。この課題を実現する

ための一つのアプローチとして、これまで活用されてこ

なかった医療界の知の集合体である、診療録のクリニカ

ルデータを用いる手法が考えられます。

　医療の質の向上、コスト削減等、医療現場のニーズに

即した、クリニカルデータの高度活用を促進するための

IT 政策について研究します。 IT 政策を医療において実

現するために、乗り越えなくてはならない多くの課題（情

報技術、医療経済、法制度、個人情報保護、ステークホ

ルダー間の合意形成など）に対して、課題解決への提言

を行い、社会の理解促進を図ります。

 ▍内容

　多様な症状や疾患に対して行われた様々な治療と、そ

の結果が残された臨床医療情報は、診療データベースと

して高度活用することにより、診療はもとより、創薬や

医療機器の開発、医療人材の教育、医療の効率化、安全

性の向上など、大きなメリットをもたらす可能性があり

ます。

　医療におけるＩＴ政策は、高度情報通信ネットワーク

社会形成基本法 (2000 年）にもとづき内閣に設置され

たＩＴ戦略本部 * で e-Japan 戦略（2001 年）、同戦略

Ⅱ（2003 年）、ＩＴ新改革戦略 (2006 年）の流れで取

り扱われており、厚生労働省などでも多くの検討が行わ

れていますが、その実現には、情報規格の標準化などの

技術的課題、医療経済的制約、複雑な医療関連法制度上

の制約、個人情報保護に関する問題、医療者、保険者、

医療関係団体、医療機関、研究機関、行政、患者団体な

どのステークホルダー間の合意形成等、数多くの乗り越

えるべき障壁があります。

　こうした障壁、とりわけセンシティブな個人情報であ

るクリニカルデータの取り扱いに関する合意形成に関し

ては、個々の専門集団だけでは解決できず、目指すべき

方向を示し、一般国民の方が方向性を理解することが非

常に重要です。

　本研究ユニットでは、部局横断的に専門家が意見交換、

研究会、シンポジウムなどを行うことにより、問題解決へ

の提言や、社会の理解促進を図るための提案を行います。

 ▍責任者

大江 和彦 教授（医学系研究科医療情報経済学）

 ▍ユニット構成メンバー

永井 良三教授（医学系研究科循環器内科学）、橋本 英樹

教授（医学系研究科臨床疫学・経済学）、山本 隆一教授

（情報学環）、樋口 範雄教授（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）、秋山 昌範教授

（政策ビジョン研究センター）ほか 
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

活動内容

2010 年度は、医療機器に関連する製造物責任と規

制について研究を進めた。具体的にいえば、専門

家を交えた毎月のワークショップを 5 回開催した。

そのうち 2 回については、著名な外国人研究者を

招聘し、活発な意見交換をした。また、先端的な超

音波治療機器及び治療法の早期導入に向けて 6 月

12 日に開催されたパネルディスカッションに協力

した（日本超音波治療研究会主催）。9 月には、医

療技術評価に関するこれまでの調査を踏まえて、森

田朗教授の APEC 報告の基礎資料および英文ディ

スカッションペーパーの作成に関与した。さらに、

HTAi や RAPS2010 など、国際的な学会に参加して、

最新の知見の獲得とネットワークの拡大を図った。

特に米国ワシントン大学医学部やブッルッキングス

研究所とは、議論を継続している。政策的なイン

プリケーションを持つ成果としては、平成 22 年度 

医療機器分野への参入・部材供給の 活性化に向け

た研究会報告書（経済産業省商務情報政策局 医療・

福祉機器産業室）を挙げることができる。本報告書

には、ユニット設立当時から周知すべきと考えられて

いた BAA 法が紹介され、医療機器分野における部材

供給のあり方について支配的な見解を示している。

医療機器の開発に関する政策研究ユニット

研究ユニット概要

 ▍趣旨

医療水準の画期的向上、Innovation による国民経済に

対する刺激効果の両面からその普及が期待されている医

療機器の研究開発の活性化を促すために、安全規制や製

造物責任のあり方などの制度整備について研究し、政策

提言を行う。

 ▍内容

 ⿌ 未承認機器使用に伴う法的責任と制度設計

 ⿌ 審査 ･ 承認の手法 ･ 体制と審査官の責任

 ⿌ 医工連携を促進する観点からの諸制度の評価

 ⿌ 部材・供給の円滑化のための制度改革（欧米におけ

る製造物責任法の研究、部材供給メーカーと医療機

器メーカー間の契約、製造物責任法上の開発危険の

抗弁、損害賠償責任保険等）

 ⿌ 医療機器の適正な開発インセンティブを確保するた

めの保険診療報酬のあり方

 ⿌ 製造物責任と医療事故の交錯を踏まえた責任分担の

あり方について（患者、医師、医療機器メーカー、

および行政間のリスク負担のあり方）

 ⿌ 医療機器の改良とリコール

 ⿌ その他

 ▍活動報告

医療機器の開発に関する政策研究ユニット 

１年目の報告書　2011/03/07

 ▍責任者

林 良造 教授（公共政策大学院）

 ▍ユニット構成メンバー

樋口 範雄教授（法学政治学研究科）、佐久間 一郎教授（工

学系研究科）、秋山 昌範教授（政策ビジョン研究セン

ター）、佐藤 智晶特任助教（政策ビジョン研究センター）
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研究ユニット

活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

活動内容

研究・調査

 ⿌ 経済産業省の支援を受け、金融機関・不動産業界・

介護サービス事業者・一般市民を対象に、成年

後見に対するニーズと実態調査を行った。事業

者から見て後見人により善し悪しがあること、一

般市民の 3 割以上が後見は家族以外を希望して

いることなどがわかった。

 ⿌ 厚生労働省の支援を受け、親族後見人の実態調

査と親族後見人向けの相談・研修会を行った。

40 の事例分析から、介護をしながら後見を行う

親族の苦労が把握された。後見制度に対する理

解が十分でないことから、特に財産管理面での

課題があることも認められた。

教育・事業

 ⿌ 市民後見人養成講座の 2 期生・3 期生・福井県生、

あわせて 600 名を輩出した。山形講座は 100 名

以上が受講中である。

 ⿌ 600 名のうち 300 名程度が市民後見活動支援室

に登録した。支援室では、それら登録者による

市民後見 NPO 法人等の設立（30 程度）および

後見受任と受任者支援（20 程度）を行った。

 ⿌ 成年後見や市民後見に関するワークショップ、

セミナー、執筆、その他を全国各地で８０回程

度行った。 

市民後見研究ユニット

研究ユニット概要 

 ▍趣旨

加齢とともに落ちる判断能力、これを法的に補う成年後

見制度の利用促進策を検討しながら、医療・介護・金融・

住宅ほかの生活産業の取引の安全および活性化を図る社

会事業を創出する。そのための事業モデルと制度改革を

提言する。

 ▍内容

 ⿌ 成年後見の円滑な利用を目指す（仮称）成年後見促

進法の制定および成年後見法人の在り方

 ⿌ 個人の生活や人生を受託する任意後見（補助類型）

連動信託事業の可能性

 ⿌ 介護契約他における家族などによる無権代理の実態

把握とそのことによる不利益の所在と規模

 ⿌ 医療同意と萎縮医療の関係と対策

 ⿌ 法人後見をベースに市民を後見等担当候補者として

養成する教育研修の在り方

 ⿌ 身上監護や生活を支援する代理業務の中身と方法

 ⿌ 事理弁識能力（例　年金や保険金他の受給能力）の

測定方法

 ⿌ その他

 ▍責任者

甲斐 一郎 教授（医学系研究科）

 ▍ユニット構成メンバー

宮内 康二特任助教（医学系研究科）、新井 誠教授（筑

波大学法科大学院）、森田 朗教授（政策ビジョン研究セ

ンター）
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活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

研究実証プロジェクト

活動内容

在宅医療

　医療と介護の連携強化を目的として、地域医療シス

テムの開発研究を行った。

　問題点：愛媛県新居浜市の「新居浜医療生協」に

おいて、診療所、訪問看護・介護施設での現地調査・

ヒアリングを行い、特に在宅医療における連携機能

が不足していることが、明らかになった。

　解決策：解決する仕様を策定するため、在宅にお

ける医療・介護行為プロセスをモデル化した。医療

介護従事者がスマートフォン端末を利用して、即時に

情報を入力、照会できる等の機能が有用と思われた。

その実用化にあたって、クラウドコンピューティングの

仕組みを活用したシステムが必要と考えられた。

　結果：パイロットシステムを開発し実証実験を行った

結果、作業内容を即時記録に残すことにより、客観的

なデータとして情報共有、実態把握が可能となり、適

切な資源配置に役立てられることが明らかになった。

　結論：医療保険制度と介護保険制度の連携を可能

にする観点から、今回の在宅医療プロセスのモデル

化システムは、患者生涯の医療情報の連携、一元化、

可視化を可能にした。特に、在宅医療における「医療・

福祉連携」を持つＰＨＲの実現に有用であることが確

認された。

　本研究は、厚生労働省の長寿医療研究費の支援を

受けて行われた。

地域医療連携支援システムの開発

　徳島県・福井県・千葉県で、地元医療機関や県庁

と協力し、医療機関連携を行うための機能を研究し、

機能仕様策定に協力した。特に、電子カルテの WEB

化やクラウドコンピューティングの導入が有用と考えら

れた。

患者安全

　医療事故の防止、患者安全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、情報工学的手法

を用いて自然言語情報を構造化し、解析を行った。

　ＷＨＯの患者安全部と連携を図り、解析結果の国

際的発表・標準化への検討を進めた。

地域医療情報研究実証プロジェクト

 

プロジェクト概要　　　　　　　　　　　　　

 ▍趣旨

地域医療の質を向上させるため、地域医療情報システムを

試験運用する。本地域医療情報システムを導入することで、

①地域医療の現状の把握、及びその改善策の提案　②地

域の医療機関の間での連携強化　の 2 点を実現すること

を目的とする。

 ▍内容

徳島県藍住町において、病院・診療所・保健所等の医療

機関の情報を包括的・一元的に把握し、各医療機関の間

での情報共有がスムーズに行えるＩＴインフラの整備・運

用を行う。予防も含めた地域における医療活動を包括的

に理解することで、資源（税金・保険料）の配分最適化を

支援する。また、医療情報共有のためのＩＴインフラとし

ても活用されることを想定している。　また、本プロジェ

クトでは、システム導入のみならず実際にシステムが活用

されるためのインセンティブ制度の設計も視野に入れてい

る。医者・看護師・薬剤師などの医療従事者と患者のそれ

ぞれが「システムを使った方が良い」と思える制度設計を

行う。更に、本プロジェクトの研究成果の普及を図る。

 ▍プロジェクトリーダー

秋山 昌範 教授（政策ビジョン研究センター）

 ▍プロジェクト構成メンバー

森田 朗教授（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）

　分類されたトップダウンアプローチだけでなく、シ

ステムを活用して全数データを使ったボトムアップ型

で大分類を行うことにより、サンプリングバイアスを

排除することが有用であることが確認された。

　事故情報の標準化と、適切な利活用を進めること

で医療安全のエビデンスとしての活用が容易になるこ

とが確認された。

　本研究は、厚生労働科学研究費の支援を受けて行

われた。
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活動内容

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○

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

プロジェクト概要　　　　

 ▍趣旨

テクノロジーアセスメントを各分野において実践すると

ともに制度設計の在り方を検討する。

 ▍内容

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、公共政策大学院Ｉ２ＴＡプロジェ

クトと連携して、科学技術ガバナンス研究会や共催シン

ポジウムの機会等を通して確認してきた。これらの作業

を踏まえて、文理横断的な場である政策ビジョン研究セ

ンターの場において、テクノロジーアセスメントの実践

を行うとともに、制度設計についての検討等を行う。具

体的には、アジア諸国等におけるエネルギー技術のアセ

スメント、医療テクノロジーアセスメントの制度設計の

検討等を行う予定である。

 ▍プロジェクトリーダー

城山 英明 教授（政策ビジョン研究センター／公共政策

大学院）

 ▍プロジェクト構成メンバー

坂田 一郎教授（政策ビジョン研究センター）、吉澤 剛

特任講師（公共政策大学院）、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（公共

政策大学院）、松尾 真紀子特任研究員（公共政策大学院） 

活動内容

テクノロジーアセスメント（技術の社会影響評価 ; 

TA）とは、独立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

た。I2TA プロジェクトの終了に伴い、文理横断的

な場である政策ビジョン研究センターにその成果や

資源が引き継がれた。テクノロジーアセスメント研

究実証プロジェクトでは、東アジア諸国におけるエ

ネルギー効率化ロードマップ策定にかかる社会経済

シナリオに基づく技術のテクノロジーアセスメント

の実践や、医療テクノロジーアセスメント（MTA）

や規制影響評価（RIA）の制度設計の検討を行って

いる。
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政策提言

テクノロジーアセスメント
制度化と選択肢

2010 年 12月15日

テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト

責任者 ：城山英明教授

　科学技術の進展が早くなる一方

で、政策的対応や社会的イノベー

ションが追いついていない現状にお

いては、早い段階で将来のさまざま

な社会的影響を予期し、社会的対応

案を提示することで、技術や社会の

あり方についての問題提起や意思

決定を支援する活動であるテクノ

ロジーアセスメント（先進技術の社

会影響評価：TA）の制度化が必要

である。TA が制度化されることで、

長期的・戦略的視点から先進技術の

社会導入や普及に貢献し、既存の政

策決定システムに対する補完的な役

割を務めることが期待される。

　制度化の具体的あり方としては、

政府レベルでの TA 機関の制度化、

政府による TA 活動のための資金枠

の設定、個別研究開発機関等のイニ

シアティブによる制度化、国際的制

度化など様々な選択肢を考えること

ができる。

課題－科学技術の多様な社会的
含意を可視化する必要

　我が国では科学技術の進展が早く

なり、それをめぐる問題が大きくな

る一方で、政策的対応や社会的イノ

ベーションが追いついていないとさ

れる。例えば、医療の分野では先端

技術に関する法的・倫理社会的検討

をおこなう審議会では、省庁横断的

な議論が不在であり、議題の設定方

法の適切さが問われている。エネル

ギーをめぐる地球温暖化対策につい

ても、国際的な公約の実現に向けた

見通しが各機関で立てられている

が、どのような社会をめざすのかと

いった総合的な観点を欠いている。

　こうした現状に対し、「新成長戦

略－『元気な日本』復活のシナリ

オ」（2010 年 6 月 18 日）において、

少子高齢化対策や地球温暖化対策な

ど、課題解決型の戦略的イノベー

ションを支援していく姿勢を明確に

打ち出している。また、総合科学技

術会議基本政策専門調査会によって

策定された「科学技術基本政策策定

の基本方針」（2010 年 6 月 16 日）

では、「政策などの意志決定に際し

て、テクノロジーアセスメントに基

づいた幅広い国民合意への取組」を

進めるとした方針をまとめている。

　テクノロジーアセスメント（先

進技術の社会影響評価：TA）とは、

従来の研究開発・イノベーションシ

ステムや法制度に準拠することが困

難な先進技術に対し、その技術発展

の早い段階で将来のさまざまな社会

的影響を予期し、社会的対応案を提

示することで、技術や社会のあり方

についての問題提起や意思決定を支

援する制度や活動を指す。欧米にお

ける実践では、幅広い関係者や国民

一般を巻き込み、それぞれにとって

の便益や、安全やリスクに対する考

え方の違いを認識し、対話を図りな

がら科学技術の発展や社会との関係

の方向性の舵取りを行っている。

　こうした活動は我が国においても

断片的に行われているものの、問題

の俯瞰的な把握、不確実性や価値の

多様性の考慮といった点で、政策決

定者のニーズや社会からの信頼に十

分に応えているとはいいがたい。｢

事業仕分け｣ においても、科学技術

開発に社会の目が届くともに一定の

意思決定の透明化が行われたことは

評価できるが、科学技術について考

慮すべき目的や価値の多様性が確保

されたとは言い難い。TA はこのよ

うな技術の導入における潜在的便益

やリスク、制度的対応などの多様な

社会的含意を可視化して提示するこ

　政策ビジョン研究センターでは、

2008 年 10 月に本格的に活動を開

始して以来、9 つの研究ユニット、

２つの研究実証プロジェクトを立ち

上げ、政策提言に向けて研究を進め

ています。

　当センターウェブサイトの政策提

言のコーナーでは、科学的なエビデ

ンスに基づく政策提言を行うことを

使命とするセンターとして、各研究

ユニット・研究実証プロジェクト等

の研究成果をまとまった形で発信し

ております。

　2010 年度は、技術ガバナンス研

究ユニットおよびテクノロジーアセ

スメント研究実証プロジェクトより

「テクノロジーアセスメント制度化

と選択肢」、安全保障研究ユニット

より「北東アジアにおける新たな安

全保障協力に向けて」、の政策提言

をそれぞれ発表しました。

　また、当センターが 2009 年より

力を入れて取り組んでいる高齢社会

に関するテーマについては、産業競

争力懇談会（COCN）との合同の研

究会「活力ある高齢社会に向けた研

究会」にて議論をしてまいりました。

2010 年度は産業技術総合研究所の

新たな参加を得、2009 年の中間提

言に続く最終提言として「「シルバー

ニューディール」でアクティブ・エ

イジング社会を目指す」を発表しま

した。
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とで、包括的検討を支援する仕組み

である。

　TA が制度化されることで、長期

的・戦略的視点から先進技術の社会

導入や普及に貢献し、既存の政策決

定システムに対する補完的な役割を

務めることが期待される。そのため

には、日本の政治社会環境にあった

専門機関の設立や活動の制度化が必

要である。こうした TA 機関や活動

は社会的イノベーションに向けた戦

略形成それ自体からは一定の距離を

持つが、個別技術と社会のあり方を

つなぐことで戦略形成に寄与する

ことができる。なお、TA を実施す

るタイムスパンには、年次予算への

フィードバック、中期的計画へのフィー

ドバック、新たな先進技術へのアド

ホックな対応等様々な幅がある。

　TA の制度化を考えるにあたり、

欧米での経験が参考になる。1972

年 に 設 立 さ れ、95 年 ま で 存 続 し

ていた米国の連邦議会技術評価局

（OTA）は象徴的な TA 機関として

広く知られているが、200 名弱の

スタッフと 2500 万ドル程度の予算

を持つ比較的大規模なものであっ

た。これに対し、1980 年代以降に

欧州各国で設立された議会 TA 機関

を見ると、OTA よりも遥かに小規

模な体制であり、組織間の連携・協

働も積極的に行っている。近年では、

米国内においても研究所や大学、サ

イエンスセンターのネットワークに

よって TA の制度化を模索する動き

がある。

　こうした欧米の流れに見るよう

に、TA の実践を担う主体が複数共

存し、それらはネットワークによっ

て結ばれうる。その主体の一つが

ネットワークのコアを担い、責任を

持って、TA の対象課題や社会的・

政治的状況に合わせ他の主体との連

携のあり方を柔軟に変えていくこと

が、多様な観点からの TA が必要と

される新しい世代の TA のあり方と

して望ましい。

TA 制度化の選択肢

　こうしたネットワーク化によるダ

イナミックで安定的な TA 実施体制

が実現するよう、また、将来のどの

ような社会的・政治的情勢にも対応

できるよう、以下では我が国におけ

る TA の制度化のあり方を複数提示

する。制度化のあり方は政府レベル

（１）（２）を中心に、民間を含む個

別組織レベル（３）と国際レベル（４）

に分けて考えられる。また、ここ

で提示する制度化は、必ずしも法令

改正を伴う公式的制度化だけではな

く、運用の改善によって実現できる

ものも含まれる。なお、制度化に際

しては、一定の試験運用期間を設定

し、その後、常設化を目指すという

手順が考えられる。

　しかしながら、１９９０年代後半

以降、既存のメカニズムの再活性化

に加えて、多国間制度の形成に向け

た関心と動機付けが高まっている。

六者協議を始めとして、直近の例と

してはシャングリラ対話、東アジア

サミットや日中韓首脳会談などが挙

げられる。また、中央アジアに地政

学的な焦点を置きつつも中国とロシ

アを含めた上海協力機構にも注目す

る必要がある。

（１）政府レベルでの TA 機関の

制度化

　まず、国の機関に設置する場合と

しては議会内か、行政機関内か、に

大きく分けられる。国レベルでの国

会内 TA 機関は 1995 年までの米国

や近年の欧州において一般的であ

り、各党の国会議員等からなる理事

会が重要な役割を果たしている。我

が国でも、国会における調査機能

の強化を図る際に TA 機関の設置も

併せて検討されてよい。「科学技術

評価会議」設置法案が検討された

1990 年代とは異なり、TA に対す

る理解や関心や、国会図書館の社会

の知識基盤としての機能への関心が

高まっており、現在は好機であると

考える。なお、その実施に際しては、

人材育成の観点も踏まえて衆議院事

務局、参議院事務局、国会図書館の

調査部門の役割分担を整理する必要

がある。国会機関であれば TA の成

果はあらゆる国会議員に利用される

ものとなり、変動の激しい現在の社

会的・政治的情勢において、各党の

科学技術戦略策定や政策立案の知識

基盤に役立てられることと期待され

る。欧米において、多くの場合、理

事会は超党派的に構成されている。

我が国でも科学技術基本法や研究開

発力強化法は超党派的に進められて

きており、科学技術政策に関する調

査能力の超党派的基盤強化は必要か

つ可能であると考えられる。

　国レベルで行政機関内に置くので

あれば、内閣府が適していると考え

られるが、各省庁や、新たに設置が

予定されている科学・技術・イノベー

ション戦略本部（仮称）における直

接的戦略形成からの一定の自律性が

必要である。ただし、制度的に戦略

形成機関の下に置かれることも可能

である。現在、文部科学省の下に

ある科学技術政策研究所（NISTEP）

や科学技術振興機構（JST）の研究

開発戦略センターを改組して、TA

機能を担わせる選択肢もある。韓国

では KISTEP (Korea Institute of S&T 

Evaluation and Planning) において、

2001 年科学技術枠組法に基づいて

2003 年から TA 活動が行われている。

　こうした TA の成果は、国家戦略

室における全体的政策的課題の設

定、科学・技術・イノベーション戦

発信コンテンツ / 政策提言
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略本部における戦略形成あるいは各

省における政策決定の基礎として用

いられうる。

　高い制度的自律性を目指すのであ

れば、現在の日本学術会議のように

内閣府の所轄の ｢特別の機関｣ とし

て設置するか、日本学術会議自体を

改革して活用するという選択肢もあ

る。日本学術会議法によれば、「独

立して」「科学に関する重要事項を

審議し、その実現を図ること」（第

三条）となっている。日本学術会議

の事務局体制を強化し、「科学と社

会委員会」や「若手アカデミー委員

会」に TA を実践するユニットを組

み込むことで、若手や多様なバック

グランウンドを持つ実働部隊が確保

できれば、実質的に機能していくの

ではないかと期待される。

　国レベルとは別に、自治体レベル

での TA の制度化もありうる。自治

体の主導する TA に加え、自治体と

も連携した地域主体に TA 活動を担

わせることも考えられる。

（２）政府による TA 活動のための

資金枠の設定

　次に、多様な視角を確保するため

の TA 活動のための資金は政府が内

閣レベルで自由度のある枠として確

保しておき、実施は他の機関に委ね

るという制度化の方策がある。この

資金枠は個別プロジェクトの束とし

てではなくブロックとして確保され

る必要がある。また、TA は日常的

活動であるため、資金配分の際の評

価基準としては新規性を重視する研

究開発とは異なる評価基準が不可

欠である。米国の「21 世紀ナノテ

クノロジー研究開発法」のように、

研究開発費に対して一定の比率で

ELSI 研究のための資金が提供され

るやり方もある。だが、ELSI や科

学技術コミュニケーションのためと

いう限定された用途より、もっと技

術と社会の関係を多面的に考察しう

る自由度のある枠が確保される方が

望ましい。

　たとえば、文部科学省において、

政策形成の基盤となりうる根拠（エ

ビデンス）の構築を目的として「政

策のための科学」が推進されること

となり、科学技術イノベーション政

策の分野を対象に取り組みが開始

されるが、この枠組みの中で、「根

拠に基づく政策形成」の基盤となる

質的情報・根拠を提供しうる取り

組みとして、TA の実践や組織化が

促進することもできる。こうした TA

の実施機関としては民間の大学、研

究所、NPO 等が考えられる。多様な

TA 実施機関が存在することは、より

幅広い視角を多様な回路を通して社

会に提示し、社会活動として定着す

る上で有用である。社会的情勢や組

織経営に対する感度を維持するため

に、追加的な財源として民間からの

助成を受けられるようにしてもよい。

（３）個別研究開発機関等の

イニシアティブによる制度化

　技術開発を行う公的機関や民間企

業・研究所自身のイニシアティブ

等による制度化もありうる。この

場合、国からの直接の TA のための

資金には必ずしも頼らない形で TA

が実施される。海外でも一定の行

政機関の関与の下、大手化学メー

カーのデュポン社と環境 NGO 団体

の Environmental Defense が協働し

てナノ物質のライフサイクルアセス

メント（LCA）の枠組みを作るなど、

TA 的な活動を行っている興味深い

事例もある。日本でもたとえば食品

分野では、技術を応用した製品を消

費者に提供する際に直接の接点とな

る小売業や流通業、外食産業などは、

リスク・ベネフィットの両方を考慮

した社会的影響を把握する TA を実

践するインセンティブが潜在的には

あると考えられる。ただし、食品分

野においては、「リスク」を扱うこ

と自体が非常にセンシティブな問題

で、食品関連産業自らが、オープン

に語ることが困難であるという側面

もある。

　このような民間組織や技術開発機

関の自発的 TA 活動の場合、公共目

的を含む視野の幅広さを確保するた

めの一定の独立性をどう確保するか

といった問題を乗り越える必要があ

る。民間機関からのプロジェクト資

金のみに依存する体制になると、短

期的で直接的な成果を求められるよ

うになり、社会的に必要な課題設定

への寄与が十分できなくなるおそれ

がある。これを回避するために、公

的機関による一定の資金提供を確保

したり、資金源の多様化を図ること

によって、TA 活動の自律性を確保

することも重要となる。

　また、制度化の単位としては、個々

の研究開発機関レベルではなく、研

究分野レベルで幅広い関係者が参画

するというやり方もありうる。一定

のプロジェクトに対して、プロジェ

クトに関わる課題についての TA を

するための小規模なユニットを設け

てもらうように働きかけるという方

法も考えられる。

　この場合、ユニットは各プロジェ

クト予算から一定比率を共同で出資

する形でプロジェクト横断的に運営

されるようにすることが考えられる

が、プロジェクト内外の多様なメン

バーによって構成される理事会がユ

ニットにかかる意思決定を行うこと

によって、活動の独立性と信頼性を

担保することができる。なお、この

場合、通常の研究開発評価制度との

適切な連携を図りつつ、それとは異

なる社会的意義を強調しておくこと
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が肝要である。

　なお、研究開発機関自身のイニシ

アティブによる TA は、研究開発活

動のスピードが速くなり、またその

あり方も分散化する中で、研究開発

の方向性とアセスメントのやり方を

リアルタイムで連携させて構築して

いくことにより、社会的な影響に配

慮しながら研究開発を進めることを

可能にするという利点も有する。

（４）国際的制度化

　TA の制度化は、国内レベルだけ

ではなく、国際レベルで行うこともで

きる。たとえば、中国をはじめとする

アジア地域における研究開発活動の

相対的重要性が高くなる中で、アジ

ア研究地域の構築の一環として、ア

ジア TA センターを設立することは、

日本が研究開発活動のあり方に関し

てリーダーシップをとる上でも重要と

なっている。具体的には、例えばナノ

テクノロジーの分野においては、TA

的関心の高まりと協働のしやすさを

考え、手始めに韓国と二国間で共同

体制を築くことが考えられる。

　また、欧州は研究・技術開発の

ためのフレームワークプログラム

（FP7）の実践において日本との連

携にも関心があると見られる。この

流れを利用し、FP7 の GEST（Global 

Ethics in Science and Society） や

PACITA（Parliaments and Civil 

Society in Technology Assessment）

と呼ばれる国際共同プロジェクトに

参加することも考えられる。この場

合、資金と人材の確保が課題となる。

　また、幅広いステークホルダーが

参画する場として、国際的な多様

なステークホルダー対話の場であ

る ICON（International Council on 

Nanotechnology）のような、国際

的連携による枠組みを構築し、強化

することが望ましい。

組織・運営体制と人材の確保

　制度化が行われたとしても、その

制度が機能するためには適切な組

織・運営体制や人材が確保されるこ

とが不可欠である。また、広く行政

改革一般の中で考えてみると、TA

は単なる制度改革ではなく、運営改

革のためのツールであるという側面

がある。TA が実効的に活動として

機能するためには、以下のような課

題がある。

（１）組織体制の確立：スタッフ数・

予算

　以上のような制度を実現するため

の組織体制としては、欧米の事例が

参考になる。前節の（１）のモデル

としては、たとえば英国や欧州の議

会 TA 機関は 6-8 名から構成され、

博士課程学生や各国 TA 機関を活用

することにより少数精鋭で効率的な

運営を行っている。欧州議会 TA 機

関は年間 50 万ユーロ程度の活動予

算である。欧州最大規模であるオ

ランダの TA 機関でも、およそ 40

名のスタッフで年間予算は 500 万

ユーロである。（２）のモデルとし

ては、米国のアリゾナ州立大学では、

全米科学財団（NSF）から 5 年間

で 620 万ドルの助成を受けており、

40 名弱の研究者が関わっている。

　日本では、TA の実践にあたり適

当な人材が現状では限られているこ

とも踏まえ、どのような制度化を実

現するにしても、さしあたり数名の

実務者とマネージャーによる最小規

模の実施体制を確実にすることが求

められる。密接なコミュニケーショ

ンや責任・役割分担の面から、これ

らの実務者とマネージャーは単一の

組織に属するべきである。予算とし

ては一定規模の活動予算を 5-10 年

安定的に継続して得られることが必

要である。その上で、最終的には、

研究開発予算の一定比率を TA に投

資することが期待される。TA が制

度化ないし社会的機能として定着す

るための最大の課題は安定的財源の

確保となる。TA はいわば日常的活

動であり、必ずしも革新的な研究開

発や発見を常に伴うものではない。

このようなルーティンをどのように

制度化するのか、その論理をどのよ

うに構築するのか、とはいえ安定性

に安住しない文化をどう構築するの

かが今後直面する問題であろう。

（２）運営体制の確立

　TA の実践にあたっては、どのよ

うな制度化であれ、テーマ設定や実

施方針などを定める運営委員会が必

要である。運営委員会の TA 機関の

長および外部者から構成される。外

部者は、国会機関であれば衆参両院

の国会議員から与野党のバランスを

考慮して集められる。その他の政府

機関や研究開発機関レベルでは、十

分な数の幅広い関係者や専門家が運

営委員として関与する。場合によっ

ては一般市民も含まれてよい。

　TA 的な機能を既存の枠組みに埋

め込んで実践するネットワーク型の

TA においても、TA を実践するにあ

たっては、コアとなってマネジメン

トする存在が不可欠である。特に、

ネットワーク型の場合は、分散的に

多様な個人や組織が関与することか

ら、意義ある TA を実践するには責

任の所在を明確にしておくことが肝

要である。ネットワークにおけるコ

アとなる TA 機関と他の個人や組織

との関係性は水平的であるべきもの

だが、コア機関によるマネジメント

体制を築くには、コア機関の運営委

員会が場合によっては一定の組織資

源を活用して他の主体に関与できる

ことも求められる。
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（３）ステークホルダー・市民参画

　TA の運営に当たっては、多様な

ステークホルダーの参画を促すこと

が、技術の社会影響に関する多様な

観点を社会的意思決定に導入するた

めに重要になる。そして、ステーク

ホルダーの中でも、組織化されてい

るわけではない市民の観点を可視化

する工夫が重要になる。日本におい

ても実践されてきた、「素人」を参

画させることで「思わぬ気づき」を

促すコンセンサス会議の試みは、そ

のような市民の観点を可視化する試

みであった。このようなステークホ

ルダー参画、市民参画の手法の確立

と浸透が TA 実践の上でも必要であ

る。また、ステークホルダー参画や

市民参画を効果的効率的に実施する

上で、IT を活用する余地も大きい。

（４）TA に求められる人材の確保

　TA の実務にかかる人材としては、

自然科学系と社会科学系双方にわた

る学際的な素養が求められる。また、

長期的な学問的成果が求められる大

学等における調査研究とも、断片的

かつ短期的な対処が求められる行政

機関における実務とも異なり、分野

やセクターを横断的につなぐ高いコ

ミュニケーション能力が求められ

る。そのために複数のセクターでの

一定の社会経験と豊富な人的ネット

ワークがあることがよい。ほかに、

十分な論理的思考能力と批判的価値

判断能力、プレゼンテーション能力

を備えつつも、自己抑制的で柔軟か

つ穏和な対外姿勢が必要である。

　マネージャーはこれらに加え、特

に政治家や意思決定者、スポンサー

との折衝・交渉能力とバランス感覚、

ビジョン、時代を読む力に卓越して

いなければならない。個人としてメ

ディアとのコネクション、社会的知

名度と信用度があるとなおよい。

　こうした人材育成は制度設計と並

行して積極的に行っていくことが求

められる。このような人材は TA の

みならず社会課題に対応したイノ

ベーションのためにも有用である。

確かに、このような人材は、既に科

学技術政策・戦略策定に関わる機関

や国会の各調査部門、大学やシンク

タンク、NPO にもある程度は散在し

ているが、これらを横につなぐととも

に、より TA に適した能力を身につけ

るための研修・訓練が必要であろう。

　また、若手の理系研究者がその

ような能力を身につける機会として

興味深い試みとして、米国の AAAS

（American Associat ion for the 

Advancement of Science）による議

会への若手科学者・工学者のフェロー

シップ派遣制度がある。毎年約 30

人が派遣されているという。これは

直接的に TA の能力育成を行うもの

ではないが、現場経験に基づいて分

野横断的分析能力とコミュニケーショ

ン能力を身につける機会になると思

われる。日本においても国会事務局

や行政機関への科学者・工学者の派

遣制度が検討される必要がある。

　また、TA や科学技術政策・戦略

策定に参加する各種専門家、関係者

が誰なのかを把握し、そのようなネッ

トワークを構築することも重要になる

ので、そのようなネットワークの同時

並行的構築にも留意すべきである。

ここで、個人的な人間関係の構築の

ためにもコミュニケーションに加えて

真摯さが求められる。それぞれの TA

実務者に対する個人的信頼を得るこ

とが、ひいては TA 機関の社会的信

頼を得ることにもつながる。
※本提言は、RISTEX 支援による、東京大
学公共政策大学院先進技術の社会影響評
価手法の開発と社会への定着（I2TA）プ
ロジェクトにおける研究をもとに、政策
の方向性に関する提言としてとりまとめ
たものである。 
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北東アジアにおける	
新たな安全保障協力	
に向けて

2010 年 12月15日

安全保障研究ユニット

責任者 ：藤原帰一教授

プロジェクトについて

　マッカーサー財団「新たなアジア

安全保障イニシアティブ」は、北東

アジアの多国間安全保障協力の性

質、ダイナミクス、長期的な展望に

関する共同研究を行うために設立さ

れた。マッカーサー財団の支援を受

けた２０余りのプロジェクトの総合

的な目的は、北東アジアの多国間安

全保障協力への展望を確かなものと

することにある。

　我々は具体的には主に２つの研究

プロジェクトを推進してきた。

1） 多国間安全保障協力を強化す

るための安全保障アーキテク

チャーとその形態

2） 経済発展と相互交流及びそれら

が安全保障関係にもたらす影響

　１）のプロジェクトについては

IGCC 及び延世大学が、２）のプロジェ

クトについては IGCC 及び東京大学が

共同で主宰する形で進められている。

北東アジアにおける  
安全保障アーキテクチャー

　北東アジアにおいては、長きにわ

たり、安全保障アーキテクチャーと

して機能しうるものとして存在して

いたのは専ら米国により支配された

二国間同盟や ASEAN 地域フォーラ

ム（ARF）のような弱い制度構造の

み、といった実質性の乏しい状況で

あった。これは、米国を含む同地域

の各国には、欧州安全保障協力機

構（OSCE）から北大西洋条約機構

（NATO）の軍事同盟構造にわたる、

強固な様々な多国間制度を構築した

ヨーロッパの軌跡を踏襲することへ

の願望が明確に存在しなかった事実

を反映している。各国との二国間安

全保障協定に対する米国の根強い選

好や、アジア近隣諸国間で依然とし

てくすぶる不信感と未解決の領土 ･

歴史問題を始めとして、このような

北東アジアの安全保障多国間主義に

対する曖昧な姿勢の理由は数多く挙

げられる。

　しかしながら、１９９０年代後半

以降、既存のメカニズムの再活性化

に加えて、多国間制度の形成に向け

た関心と動機付けが高まっている。

六者協議を始めとして、直近の例と

してはシャングリラ対話、東アジア

サミットや日中韓首脳会談などが挙

げられる。また、中央アジアに地政

学的な焦点を置きつつも中国とロシ

アを含めた上海協力機構にも注目す

る必要がある。

　以上のような急激に高まりつつあ

る地域安全保障多国間主義への関心

は定着しつつあり、北東アジアの新

たな地域安全保障アーキテクチャー

の基盤の構築を次の 10 年間で可能

にするための絶好のチャンスが訪れ

ている。

　主な結論として、下記の内容が挙

げられる。

 ▍制度による協力関係の醸成

　本プロジェクトの根底にある考え

方は、各国間で制度による接点を多

くすることで、以前は見過ごされてい

た共 通 利 益（common interests） の

認識や、それぞれのアクターの社会化

（socialization）が、より共通の枠組

への発展につながるというものである。

 ▍ヨーロッパの多国間協力に向けた

長期にわたる取組

　ヨーロッパの安全保障アーキテク

チャーは、その地域多国間主義の

初期において非常に細々と発展した

経緯がある。北東アジアは、信頼醸

成措置やその他の方策に関するヨー

ロッパの初期の経験に注目すること

で、協力のためのアーキテクチャーを

どのように強化するかを学べる可能

性がある。

 ▍冷戦時代から依然として継続する

安全保障協力

　現在の安全保障アーキテクチャー

は、例えば、米国の日本、オースト

ラリア、韓国との二国間同盟の継続・

構築にみられるように、冷戦時代の

古い同盟構造との強い継続性を維持

している。中国とロシアは北朝鮮と

の緊密な同盟関係（擬似的同盟関係）

を維持し、両国間においても同盟関

係を強化している。本プロジェクト

の主な関心は、このような長期間に

わたる既存の安全保障アーキテク

チャーが、アセアン地域フォーラム、

ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議（ＡＰＴ）、

日中韓首脳会談、東アジアサミット

等のより新しい枠組との間で、どの

ようにバランスを取っているのかと

いう点にある。

 ▍多国間制度と国益との両立

　日本、中国、韓国の三カ国は多国

間主義を様々な形で受け入れてい

る。しかしながら、三カ国はそれぞ

れに理想的な地域多国間主義の形に

ついて大きく異なる見方を有して

いることが多く、また、地域多国間

主義を協力のためのメカニズムという

よりも、専ら国益を追求するための

フォーラムとして捉える場合が多い。

 ▍北東アジアにおける重要な布石と

しての日中韓三カ国関係

　日中韓三カ国関係は大きな前進を

見せてきたが、昨近の日中間の尖閣
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諸島をめぐる紛争によって三カ国関

係が脅かされた。しかしながら韓国

は、両国が首脳レベルでの会談に復

帰するように仲介している。

 ▍主要国間調整メカニズムとして

の六者協議の潜在的可能性

　中国、日本、韓国、米国、ロシア

各国は朝鮮半島の非核化の地域安全

保障の重要性につき合意しており、

六者協議は 2008 年秋までは大きな

成果を上げていた。北東アジア地域

の新たな安全保障情勢の下で、六者

協議が協力を達成するための安全保

障上の追求可能な手段であるかとい

う点について、もはや明らかとは言

えない。その一方で、他の枠組や交

渉メカニズムが効果的に代替しうる

とも言い切れない状況である。六者

協議は、北東アジアにおける安全保

障協力に向けて、依然として最も期

待できる枠組であると言えよう。

 ▍トラック II の重要性

　北東アジア協力対話（NEACD）な

どのトラック II の手段は、協力への

可能性を提示するとともに、その非

公式な性質は、紛争解決のための新

たなアイディアの追求に資する場合

が多い。しかしながらトラック II は、

各国が合意した行動指針に対して各

国をコミットさせるような公式な政府

間合意を形成するには、依然として

程遠い枠組である。

 ▍米国のアジアの多国間制度参加へ

の期待

　アジア通貨危機以降、アジアの地

域多国間主義はアジア諸国間（例と

して ASEAN ＋３、東アジアサミット）

の協力に重点が置かれていた。しか

しながら、ブッシュ政権の単独主義

を受けて、オバマ政権は東アジアサ

ミットへの参加に強い関心を示して

いる。この状況は北東アジアの安全

保障アーキテクチャーの中でどのよう

に米国が関与し得るか、またすべき

かという問題を提起し、現加盟国間

で大きな議論を引き起こした。更には、

南及び中央アジアにおける長期にわた

る大きな犠牲を伴う２つの戦争の後、

米国は継続的な国際的関与政策に対

する国内政治上の支持を失っており、

また、米国政府は国内経済・社会基

盤上の問題への対処を求める大きな

国内圧力に直面している。

 ▍米国のアジアの多国間制度参加へ

の期待

　アジア通貨危機以降、アジアの地

域多国間主義はアジア諸国間（例と

して ASEAN ＋３、東アジアサミッ

ト）の協力に重点が置かれていた。

しかしながら、ブッシュ政権の単独

主義を受けて、オバマ政権は東アジ

アサミットへの参加に強い関心を示

している。この状況は北東アジアの

安全保障アーキテクチャーの中でど

のように米国が関与し得るか、また

すべきかという問題を提起し、現加

盟国間で大きな議論を引き起こし

た。更には、南及び中央アジアにお

ける長期にわたる大きな犠牲を伴う

２つの戦争の後、米国は継続的な国

際的関与政策に対する国内政治上の

支持を失っており、また、米国政府

は国内経済・社会基盤上の問題への

対処を求める大きな国内圧力に直面

している。

経済と安全保障の連関

　この２つの要素の連関は、IGCC

と東京大学の共同研究が取り組んで

いる核心的な問題である。一方の分

野における協力に向けた、もしくは

協力から遠ざかる動きが、もう一方

の分野において、並行した動きをど

の程度引き起こすのか。経済関係は

安全保障関係にどの程度付随するの

か、また経済関係の発展は専ら友好

国の間で生じるのか、それとも経済

連繋の増大がポジティブな方向に働

き、安全保障関係の改善につながる

のか。これらはアジア太平洋地域に

おける政策決定者に限らず安全保障

研究の中でも中心的な議論である。

　国境を越えた経済交流の平和醸成

能力（Peace-inducing power）を強

調する人々は、各国の経済的相互依

存が高まることで、また、とりわけ

その相互依存関係を具現化する制度

を創設することで、軍事紛争に関与

する動機付けが減少すると主張して

いる。経済的相互依存は、軍事紛争

を極度に犠牲の大きいものとするば

かりでなく、従来は不信感に満ち溢

れていた隣国との信頼関係を強化す

ることにも資する。

　しかしながら、本プロジェクトの

結論は、平和も戦争も経済交流の直

接的な結果として現れたものではな

いというものである。つまり、貿易

の伸長は、高まる地政学的な緊張関

係と並行して起こり得るのである。

その一方で、経済的相互依存の深化

は国家間紛争を伴うとは限らない。

何故なら、市場の強さを潜在的な敵

対国への政治的影響力へと単純に置

き換えられないからである。東アジ

アの経験は、経済－安全保障間の連

関が、従来考えられていたよりも限

定的である可能性を示唆している。

しかしながら、この知見は２つの領

域がそれぞれ独立しているというこ

とを意味しない。我々に必要なのは、

経済交流の増大によって蓄積された

政治的資源を最大限に生かす政策イ

ニシアティブであり、これを地政学

上の緊張を減少させる上で、ポジティ

ブな形で機能させることである。

　以上を踏まえ、主に下記のような

結論に至った。
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 ▍アジアの主要な目標としての経済

成長

　中国やベトナム等のかつての国家

主導型経済国は、国内市場において

より市場主義的な方向に移行してお

り、国家指導者は、対立的なイデオ

ロギーや大規模な軍備拡張よりも大

きな正統性の源泉として国内経済開

発を取り組んできた。

 ▍北東アジア経済における急速な相

互依存の進展

　これは海外直接投資、貿易、多国

間生産ネットワークの発達にも当

てはまる。東アジアにおいて二国

間 FTA や EPA の増加が見られるが、

これらは安全保障上のパートナーと

の協定であることが多く、経済的な

動機付けと同様に安全保障上の動機

付けによって促されたものである。

 ▍経済的相互依存による負の側面

　1997 － 98 年と 2008 － 09 年の

深刻な金融危機において、経済的相

互依存はアジア地域に大混乱をもた

らした。更には、直近の金融危機に

より、米国の経済力資源（Economic 

Power Resources）は大きく減少し

た一方で、とりわけ中国と日本の経

済力資源を高める結果をもたらした。

経済力の強い国は、より大きな安全

保障上のバーゲニング・パワーを生み

出すべく、新たに得た経済的資源を

利用しようとする。したがって、この

ような経済のリレバレッジが、より大

きな安全保障上の緊張を含むインプ

リケーションを持つことを示している

と言えよう。このリレバレッジは、直近

の G20 首脳会合において統一的なア

ジェンダを設定する難しさにみられた。

 ▍安全保障関係との分離が急速に

進む経済関係

　日本と韓国は、中国との関係に比

して、米国市場との経済的関係が弱

まっているにもかかわらず、米国と

の安全保障関係を維持している。し

かしながら、（海外直接投資、貿易、

多国間生産ネットワークの発展といっ

た）３つの相互依存における全体的

な増大が見られているにもかかわら

ず、日本も韓国も中国との安全保障

問題と緊張関係に直面してきた。安

全保障と経済は別々のトラックを動

いているといえるのかもしれない。科

学技術国家主義は、北東アジア諸国

全てにおいて依然として国家経済ア

ジェンダの大きな推進力である。

 ▍市場経済化の中での北朝鮮の例

外的位置付け

　北朝鮮は経済的相互依存の方向に

向かうような政策をほとんど行って

いない。中国や韓国による、経済的

手段を用いて北朝鮮の安全保障政策

を転換させる取り組みはほぼ失敗し

ており、北朝鮮の市場経済化は中国

による重要な社会基盤事業への投資

を意味してきた。長期にわたる韓国

の経済協力は、北朝鮮指導者の私財

となっただけであり、中国やベトナ

ムのように、北朝鮮を市場経済化戦

略へとシフトさせる働きをほとんど

果たしてはいない。

 ▍経済案件の中でもエネルギー問題

が安全保障関係にもたらす複雑性

　様々な商品やサービスに関する経

済的相互依存を以てしても、北東ア

ジア地域各国の成長を促進しうるエ

ネルギー資源を求めた、国家主導の

エネルギー開発活動を鎮静化させる

には至っていない。資源の確保のた

めの取組みは東シナ海や南シナ海に

おける領土問題を先鋭化させている。

 ▍台中関係が示す経済－安全保障

間関係の複雑性

　台中関係において、相互依存の増

大の一方で、台湾の国内政治と政府

与党の政策プライオリティーの違いに

よって、安全保障上の緊張・協力関

係が大きく左右される状況がみられ

る。更には、単一政治体制としての２

つの経済の統合に向けた、経済的相

互依存の長期的なインプリケーショ

ンは非常に不透明である。

 ▍経済的関係よりも依然として政治

的関係を左右する歴史問題

　経済的相互依存によって歴史の記憶

の禍根を取り除くことは出来ず、靖国

参拝問題のような案件が依然として国

家間の緊張関係、会談の中止や経済

的報復をも引き起こしている。しかし

ながら、小泉政権下で政治的関係が

最悪の状況においても、日中、日韓間

での貿易や直接投資は伸び続けた。

結論

　我々研究者の多くは、（以下の条

件が整うことで、北東アジア地域の）

安全保障上の緊張関係に対して力強

くポジティブな影響を与えることが

できると信じている。

1） 北東アジア地域の各国の経済的

相互依存が一層深まり、

2） 複数の地域安全保障制度の共通

のメンバーが、市場（即ち経済

的側面）にのみ協力関係を委ね

る姿勢を改め、政治指導者間の

協力とともに相互依存を強化し

ていくことを通して、各国が相

互依存を制度化する。

※本政策提言は、マッカーサー財団「新
たなアジア安全保障イニシアティブ」の
支援の下、カリフォルニア大学（IGCC：
世界紛争協力研究所）、延世大学、東京大
学が行った共同研究に基づくものである。
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「シルバーニューディール」で
アクティブ・エイジング社会
を目指す

2011年 3月4日

活力ある高齢社会に向けた研究会

責任者 ：坂田一郎教授

基本認識

　我が国は規模においても、その速

さにおいても、歴史上経験したこと

のない高齢化を、世界に先駆けて経

験している。特にこれから起こって

くるのは、団塊世代の大規模な高齢

化に伴う都市部の高齢化である。し

かし、多くの高齢者は元気であり、

健康な高齢者は増加傾向にある。高

齢化に伴う課題として、医療・介護

及び年金に焦点が当たりがちである

が、高齢者の能力を十分に活用し、

高齢者を含むすべての人びとが安心

して暮らせる社会を実現する「アク

ティブ・エイジング」に関する課題は

見逃されている。新たな産業・雇用

の創造と社会の高齢化に伴う課題解

決とを同時に実現することを目的に、

「シルバーニューディール」の発想の

もと、都市・住宅から、健康・医療・

福祉を含む社会全体の在り様を「高

齢者標準」とする社会へのイノベー

ションを早急に行う必要がある。

ソーシャルイノベーションの 
重点 4 領域

　社会全体を高齢者標準とするため

には大規模な社会改革が必要になる

が、それについてのアイディアはま

だ乏しいのが現状である。本研究会

では、高齢社会のニーズへの適応力

と新しいビジネスモデルの可能性及

び高齢者の活動基盤の拡充を探るた

め、未来におけるアクティブ・エイ

ジング社会の生活シーンを想像し、

４つの重点領域でのソーシャルイノ

ベーションを設定した。

1） マイホーム / マイタウンで安心

してアクティブに暮らす

2） ストレスを感じずに安全に移動

する

3） 社会とつながり続ける

4） クリニカルデータを高度活用し

て効果的な予防・治療を受ける

　上記４つの領域におけるイノベー

ションを実現するためには、高齢社

会の潜在的なニーズと我が国が持つ

新技術やアイディアを組み合わせた

上で、これらが有機的に機能するた

めの一体的・総合的なシステムとし

て構築しなければならない。

ソーシャルイノベーションを阻む 
５つの壁

　高齢社会へのイノベーションは、

成長戦略の両輪をなす環境（グリー

ン）分野と比較すると、その歩みは

遅いと言わざるを得ない。社会的な

ニーズが高いにもかかわらず、イノ

ベーションがまだ進まない理由とし

て、次の５つの「壁」があると考え

られる。これらの高い「壁」をいか

にして乗り越えるかが課題となる。

1） 新たな社会システムの可能性に

関する認識不足

2） 基盤となるハード、ソフトの社

会インフラへの投資不足

3） 新技術・ビジネスモデルに関す

る社会的な受け入れの「壁」

4） 技術・知識・アイディア、社会

インフラ等の統合の難しさ

5） 社会における「実証実験」の機

会の不足

高齢者標準社会の実現に向けた提案

　本研究会では、高齢者を標準とす

る社会の実現に向けて、産業界及び

総合的な研究機関からのアプローチ

を提示した。本研究会に参加した企

業からは、それぞれの企業がすでに

実施しているか、もしくは開発中の

技術を取り上げ、潜在的なニーズに

対応したりビジネスモデルを構想す

る上で必要な課題について、合わせ

て１４のアプローチを提案してい

る。総合的研究機関からのアプロー

チとしては、産業技術総合研究所が

構想しているＲ＆Ｄマップを提示

し、テーマ別に１５の技術について

現状と課題を簡単に紹介する。

７つの政策提言   
「シルバーニューディール」でアク

ティブ・エイジング社会を目指す

　国の政策上のプライオリティーを

高く位置づけ、国全体の総合力を発

揮できる体制整備を強く期待する。

（１）シルバーニューディールを経

済政策の柱に

シルバーニューディールの発想のも

と、新技術やアイディアを活用した

イノベーションを早急に行う必要が

ある。この「高齢者標準社会」のモ

デルは、高齢者に活動する社会基盤

を提供し、国内の需要を掘り起こす

と同時に、次世代の輸出産業の核と

なりうる。

（２）高齢者標準社会基本法の創設

高齢者標準社会の創成に向け、イノ

ベーションをスピーディかつ俯瞰

的・統一的に進めるための「高齢者

標準社会基本法」のような国家的枠

組みの創設を提案する。この法律は

統合的に持続可能なシステムを形成

するためのファンダメンタルズとな

り、同時に、民の経済活動と官の政

策とが、相補的となるインフラとし

て機能する。
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（３）ユニバーサル・デザインの理

念の普及とカスタマイズ化

製品・サービス及びその基盤となる

ハード・ソフトのインフラを供給す

るに当たっては、高齢者の身体能力

の多様性とライフスタイルの経年変

化等を考慮し、ユニバーサル・デザ

インの理念を徹底するとともに、カ

スタマイズ化を可能とすることが重

要である。

（４）実証実験による検証と先進都

市の創成

重点４領域の課題を一体的に盛り込

んだ「アクティブ・エイジング都市・

生活モデル」の構築と検証が急がれ

る。実証実験により計画から実施に

至る過程で様々な課題を検証できる

とともに、その効果を見える化する

ことで、国民的認知を得ることも可

能となる。

（５）社会との対話型イノベーショ

ンの総合的展開

供給サイドの力の強化のため、イノ

ベーションを支えるＲ＆Ｄやその構

造化・統合化を行う活動に対する支

援と投資が必要である。特に課題と

解決策と間に多角的な関係を構築で

きるよう、分野や組織を超えた総合

的な検討を可能とすることが重要で

ある。

（６）産官学・文理融合の研究・推

進拠点の形成

産官学の緊密な連携で総合性を発揮

し、文理融合により全体的な構想を

形成できる研究・推進拠点が必要で

ある。例えば米国の QoLT センター

では、エンジニア・社会学者・臨床

医・サービス提供者等を含む研究体

制で、研究成果のビジネス化を目指

している。

（７）政府レベルで政策を推進する

ための駆動力の集結

アクティブ・エイジング社会の構築

という複合的な課題に取り組むに

は、多分野で多主体、多府省が実施

する活動や施策を方向づけ、総合的

調整を図るワンストップサービス拠

点の設置と、それを通した産官学の

緊密な連携による力の結集が不可欠

である。

※この報告書は、2009 年 8 月に東京大学
政策ビジョン研究センターと産業競争力
懇談会（COCN）が共同で発足させた「活
力ある高齢社会に向けた研究会」の成果
として、産業技術総合研究所の新たな参
加を得て取りまとめたものである。
なお、報告書全文は当センターウェブサ
イト上にて公開している。

活力ある高齢社会に向けた研究会
東京大学からの参加メンバー

【委員長】 森田　朗 東京大学教授　（政策
ビジョン研究センター・初代センター長）
【メンバー】

秋山昌範教授（政策ビジョン研究センター）
大江和彦教授　（医学系研究科）
大西隆教授（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）
【ゲストスピーカー】

辻哲夫教授　（高齢社会総合研究機構）
増田寛也客員教授　（公共政策大学院）
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高齢化社会を見据えた		
医療制度の		 	
イノヴェーション

－課題と解決の方向性－

　2010 年 9月19日

APEC 生命科学分野フォーラムでの提言要旨

責任者：森田朗教授

　本ペーパーは、将来急速な高齢化

社会を迎えるアジア太平洋経済協力

メンバー（以下、「APEC メンバー」

とする）のために、医療制度が抱え

ている問題と改革の方向性について

高齢化社会の進展という視点から分

析し、提示するものである。

　APEC メンバーは、医療技術に関

する研究開発の振興、質の高い医療

の提供、そして増大する医療費のよ

うな各種解決すべき課題を共有して

いる。そして、高齢化社会に向けて

解決策を見いだすことは、APEC メ

ンバーにとって極めて難しいが、不

可避の責務である。

　わが国では 1961 年に国民皆保険

制度を確立し、その結果、国民は、

優れた医療を享受し続けてきた。し

かしながら、医療技術の発展や人口

の高齢化による医療費の急速な増大

のせいで、わが国の医療制度は危機

に瀕している。そこでわれわれは、

市場原理の部分的導入や規制改革、

持続可能性のある健康保険制度の構

築、そして IT の有効活用による医

療資源の最適な配分を試みるなど、

医療イノヴェーションの可能性に着

目するべきである。

　高齢化社会は、世界で最も早く人

口の高齢化に直面している日本だけ

の問題では決してなく、他の APEC

メンバーもいずれ直面する課題であ

る。そのため、我々は、近い将来に

何らかの形で高齢化社会を克服する

ために、研究協力を推進してゆくべ

きである。

　本ペーパーは、5 つのパートから

なる。最初の導入部の後、第 2 部

では日本の医療制度について、医療

財源と医療提供体制という 2 つの

視点から簡潔に説明する。ここでは、

国民皆保険制度による平等な医療ア

クセスの保障と、全国一律の規制の

もとで最低限の医療の質が担保され

ているという顕著な特徴が明らかに

される。

　第 3 部では、人口の高齢化に伴

う医療制度の危機が具体的に説明さ

れる。ここでは、医療制度の危機を

もたらした要因として、1）高齢化

の上昇、2）総人口の減少、3）医

療費の増大、4）医療保険制度の危

機、5）非効率な医療資源の配分と

いう 5 つが挙げられる。また、第

3 部では、財政上の制約のもとで質

の高い医療提供を保障し続けるとい

うジレンマが提示される。現行の医

療財政の仕組みのままで国民皆保険

制度を維持してゆくことは、結局の

ところ将来の世代に追加的な負担を

強いることになってしまうからであ

る。

　第 4 部では、医療サーヴィス分

野における基本的な改革案が説明さ

れる。1 つは、部分的に市場原理を

導入するなどの制度的な変更であ

り、もう 1 つは、限りある医療資

源の最適配分の方法である。

　最後の第 5 部では、わが国の医

療制度における改革の方向性が説明

される。第 1 に、国民皆保険制度

を健全な形で維持すること。第 2 に、

より高度で先端的な医療の提供につ

いて、特にアクセスとコストの面か

ら検討すること。第 3 に、より優

れた医療制度の構築のため、より透

明かつ有効な規制のもとで私人が活

躍できるように、あらゆる障害を取

り除くこと。第 4 に、限りある医

療資源を効率的に配分するために、

IT 投資を通じてクリニカルデータ

などの情報資源をプライヴァシーに

配慮しつつ利活用すること。

※ こ の 提 言 は、2009 年 9 月 19 日 に、
APEC の産業別対話の 1 つとして仙台で開
催された、生命科学分野フォーラムで森田
朗教授・政策ビジョン研究センター学術顧
問が講演した報告内容をとりまとめたもの
である。提言作成には佐藤智晶特任助教、
荒見玲子特任研究員が協力した。この報告
は、高齢化社会、医療 IT の高度利活用、
医療分野におけるイノベーションの促進、と
りわけ革新的な医療機器の開発の支援等、
当センターで進めている研究成果の一部を
先取りして世界に発信する試みとなった。
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未来を創造する特許制度
のための 15 の提言

2009 年.6月11日

知的財産権とイノベーション研究ユニット

責任者 : 渡部俊也教授

　今日、イノベーションの様態は、オー

プン化、グローバル化、サイエンス

リンケージの上昇（学術と産業技術

の接近）、新興国の台頭等、世界的

にみて大きな構造変化を遂げている。

こうした構造変化と比して、現行のナ

ショナル・イノベーション・システム

は変革が遅れており、結果として、必

ずしも、イノベーション促進的なもの

とはなっていないのではないかとの

議論がある。特に、特許制度につい

ては、イノベーションの質的な変化に

加え、特許出願の量的な拡大もあっ

て、各国制度の改革と国際協力の必

要性が高まっている。

　東京大学（政策ビジョン研究セン

ター）と京都大学では、合同でシン

ポジウムを開催し、特許制度を中心

に、「イノベーションを促す次世代の

仕組み作り」について、産学官、内

外の有識者の間での密な対話を行っ

た。それを踏まえ、改革の方向性や

グローバルな協力課題について、一

定のコンセンサスを形成し、世界に

向けて発信した。同時に、制度改革

の知的インフラとして欠かせない学

術的な研究課題を特定することを目

指した。また、「次世代知的財産権

制度」実現のための改革課題として、

15 の共同提言を行った。

新時代イノベーションを踏まえ
た制度・運用改革

1　サイエンスリンケージ拡大を踏

まえた特許の質向上のための非特許

文献に関する審査能力の向上

　世界における特許出願数は 10 年

前と比較して 1.7 倍となっている。

一方、学術論文の出版数は、それを

大きくしのぐ勢いで急増している。

例えば、今注目を集めている環境技

術の分野では、2000 年以前の 40

数年間とそれ以降の 10 年弱の論文

出版数がほぼ同じである。今後、学

術分野における知の爆発が産業技術

へ与える影響は、もはや軽視できな

いものとなる。従来、特許が引用す

る学術論文の数で測ったサイエンス

リンケージは、欧米と比べ我が国は

低いとされてきたが、戦略技術分野

を中心に、今後、大きく上昇する可

能性が高い。

　サイエンスリンケージ拡大に対

し、特許庁の側では、特許の質を維

持するため、学術論文を中心とした

非特許文献に関する審査能力の向上

が必要である。また、出願を行う大

学側には、特許の出願・活用の事務

や技術普及のための戦略立案に関し

一層の体制整備をする必要があると

考える。例えば、産業界においては、

自社の特許ポートフォリオ構築のた

めにパテントマッピングツールを採

用しているが、大学においてはその

ような体制が十分になされていない

のが現状である。大学におけるこれ

ら整備も必要である。 

2　基礎的研究の成果の保護を簡便

に可能にするための「仮出願制度」

の導入

　米国では、特許請求の範囲と要約

等を必要とせず、明細書と図面のみ

で仮出願をした後、1 年以内に本出

願に移行できる「仮出願制度」が設

けられている。この制度のメリット

は、比較的簡便な手続きで行える仮

出願の日付（仮出願日）で早い出願

日を確保できることである。今後、

期待が大きい環境やライフサイエン

ス分野の技術を生み出す母体となる

我が国の大学は、民間企業と比べて

出願支援体制が脆弱である。一方、

環境等の研究開発競争が激しい分野

においては、権利確保に早期出願が

欠かせない。「仮出願制度」の導入は、

特に、中小企業や大学において有効

に活用されるものと考える。日米の

環境の差異も踏まえながら、導入に

向けた早期検討を期待する。 

3　イノベーション促進の視点から

の「適切な差止請求範囲」の明確化

　現行の特許制度がスタートした時

代は、一つの製品当たりに関与する

特許権数は数件程度であり、差し止

め請求権はそれを前提として導入さ

れている。一方、現在では、国際標

準技術にかかわる必須特許などでは

ひとつの製品あたり数千件という特

許がかかわるようになっている。こ

のようなイノベーションの変質によ

り、差止請求権の強さの重みが導入

当初の想定と全く異なるものとなっ

てきている。

　 米 国 に お け る e-bay 事 件 で は、

CAFC によって、特許侵害認定と同

時に自動的に差止請求が発令され、

議論となった経緯がある。このよう

な問題に対しては日本でも、どのよ

うに対処すべきかを考える必要があ

る。この問題は、特許権の効力が「発

明を行うインセンティブとして位置

づけられている」のかそれとも「活

用をすることに対するインセンティ

ブとして位置づけられているのか」に

掛かってくる問題であるともいえる。

　いずれにせよ差止請求がどのよう

な条件で認められるのかの範囲を明

確にすることは必要不可欠であり、

その為の議論が継続されるべきであ

る。このような議論を通じて、所謂

パテントトロールの問題の解決の方

向性も探るべきである。特許の実施

主体である産業界と、大学や研究専
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業機関などの非実施機関の双方がイ

ノベーションにより貢献する特許権

の効力のあり方についての徹底した

議論を行う場を設ける必要がある。

4　「ライセンスオブライト」の導

入による、知的財産権の積極的実施

（ライセンス）の推奨

　近年、大学のように業として実施

しない機関による特許出願も増加し

ている一方で、権利保持コストの問

題も指摘される。権利者が、当該権

利に対し第三者への差止請求をしな

いこと、実施許諾を拒否しないこと

を条件に出願することで年金が減額

される「ライセンスオブライト」のよ

うな仕組みをオプションとして導入す

ることで、特許流通の更なる促進が

促される可能性がある。大学など非

実施機関が使用することでどのような

メリットがあるかを含め、また差止請

求との関連も含めて制度化に向けた

検討を深めていくべきである。

5　知財裁判審理における専門性の

向上、短期的施策（専門委員、調査

官の充実等）と長期的展望（裁判官

の専門性向上）

　我が国の知財裁判審理の専門性向

上が期待されている。韓国において

も、判事は 3 年任期と短く、知的

財産審理に関わる専門性をどのよう

に担保するかが課題となっている。

知財裁判審理における専門性の向上

については、日本・韓国共通した課

題であるといえる。この問題に対す

る長期的な解決策としては、例えば、

法曹資格者のダブルメジャー取得者

拡充など教育を通じて裁判官の専門

性向上を図っていく必要があるが、

制度に落とし込むにはかなりの時間

を要する。よって、短期的・現実的

には、現在の専門委員や調査官の増

員、もしくは専門委員と調査官の制

度を一体化させたような制度の導入

検討も考えられる。 

6　侵害裁判における特許の有効性

判断に関し、技術専門官庁である特

許庁の知見を尊重する仕組みの導入

　現在の制度では、侵害訴訟で原告

勝訴の判決が確定して被告から原告

に損害賠償金などが支払われた場合

であってもその後に、敗訴した被告

は、原告の特許について特許庁に何

回でも無効審判請求を繰り返すこと

が可能である。これは、キルビー事

件を受け、いわゆる「明らか要件」

が外された 104 条の 3 の抗弁が被

疑侵害者に認められたことに端を発

すると考える。特許庁と裁判所の異

なる判断による対立が繰り返される

ことは望ましくない。審査基準につ

いて、裁判所と特許庁での議論を期

待する。なお、独禁法では、行政庁

の認定した事実につきこれを立証す

る実質的証拠があるときは裁判所を

拘束する、という実質的証拠法則が

規定されている。このことに基づい

ても、ダブルトラックの解消策とし

ては、技術専門官庁である特許庁の

知見を尊重するような仕組みの創設

が望ましい。

7　特許侵害とならない研究開発の

範囲に関する国際的規範の確立

　大学等の研究活動においては、他

者の特許発明が円滑に使用できない

と自由・活発な研究活動を阻害する

のではないかという懸念がある。こ

のため、リサーチツールとなるよう

なこれらの特許発明に関しては大学

の研究活動を阻害するものはライセ

ンスをしないとの趣旨のガイドライ

ンが総合科学技術会議によって出さ

れている。しかしながら、これは日

本国内におけるガイドラインにとど

まっており、研究の国際か進むなか

で実効性が十分とはいえない。今後

は、国際的にこういった規範を普及、

確立させてゆくべきである。

8　3D インターネットに代表される

近未来のニーズに対応した知財制度

の国際共同研究の開始

　近年では、仮想空間上における商

取引が現実世界の商取引と同様に扱

われるようになっており、自由に製

品を製造販売できるプラットフォー

ム ( セカンドライフ Secondlife) や、

研究開発に課題を抱える課題が自社

だけでなくインターネット上でその

課題を広く呼びかけ優れたソリュー

ションを提供したもの提供したもの

に報奨金を与えるプラットフォーム（例

えば、イノセンチィブ Innocentive, 

Inc.）がビジネスモデルとして確立し

つつある。今後、インターネット上に

おいては、知的財産制度と現実との

乖離はますます大きくなっていくもの

と予想される。仮想空間での取引に

関わる法的な課題は少なくなく、ま

た、国境を超えた課題でもある。適

切な法制度創設に向けた国際共同研

究を開始すべきである。 

9　産学国際共同研究契約のあり方

に関する国際的な議論の場の設置

　先端科学技術研究の国際化に伴

い、複数の大学がコンソーシアムを

組んで研究をした際等の知的財産の

取り扱いの問題も、国際化してきて

いる。国際共同研究から生じた知的

財産の扱いに関する問題について、

日本だけで検討しても意味をなさな

い。例えば、共同特許のサブライセ

ンス（再実施権）のあり方は、日米

ともに任意規定とはいえ、デフォル

トが正反対（日本は権利者双方の合

意、米国特許法では一方の判断でサ

ブライセンス可能がデフォルト）で

あり、このことは実質的に、権利者
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の力関係に影響している。国際的に

議論する場を設け、基本的な枠組み

について合意形成をしていく場を設

ける必要がある。

10　次世代の特許データベースの

構築（国際的標準化、裁判、引用情

報等を含めた総合化、学術と特許の

シームレス検索の導入）

　エビデンスに裏付けられた政策立

案を行うためには、データ基盤が重

要である。実際、特許データは、特

許制度の研究、イノベーション活動

の特定等に多く用いられてきている

が、使い勝手や情報の幅の面で、現

状の特許データベースでは十分とは

言えない。次世代の特許データベー

スを構築する必要がある。形式面で

は、各国間でデータベースの標準化

が重要である。内容面では、裁判情

報、引用情報の充実が期待される。

こと裁判情報においては、結果的に

和解に至ったデータなども重要であ

ると考える。また、論文、特許ともに、

量的な拡大が続いており、現状、物

理的に調査が困難になりつつある。

特許庁における先行技術調査、企業

における技術経営戦略立案にそれら

情報を活かすためには、関連性の高

いものだけを選び出す精度の高い検

索システムが求められている。次世

代データベースを基盤に、学術論文

と特許公報をシームレスに（継ぎ目

なく）検索できるようなシステムの

早期開発、導入を図るべきである。 

国際協調の枠組み

11　仮想的な「世界特許」実現に

向けた産学官の協調

12　特許審査ハイウェイ（PPH）の

加速的推進とそのマルチネットワー

ク化

13　日中韓 3 カ国特許庁会合に合

わせたアジア学術大会の開催

　企業活動のボーダレス化に伴い、

仮想的な「世界特許」の実現や PPH

の加速的推進等が強く期待されてい

る。仮想的な世界特許実現は、行政

庁における検討だけではなく、学会

における研究の蓄積や産業における

実態を総合的に考慮しつつ進めてい

く必要がある。行政庁における検討

と産学における議論を俯瞰し、融合

させる仕掛けとして、特許庁長官会

合と産学のシンポジウムを並行開催

することを提案する。例えば、近年、

日韓の学会の交流が進んでいるが、

これに中国を招き、日中韓特許庁会

合にあわせたアジア知財学術大会を

開催することが考えられる。  

企業と大学（組織）戦略と特許

14　ユーザコミュニティ（企業・

大学）による特許の「質」の向上の

取り組み活動の活性化 

15　パテントコモンズやパテント

プールなど「コミュニティ全体の利

害を考慮した協調領域」の設計と、

即した特許の戦略的活用（情報分野

からバイオなど他分野へも、また産

学連携での設計など多様な発展）

　特許の質とは、競争領域での従来

の特許の見方とは異なり、特許ユー

ザーのコミュニティが総体として利

害にかかわるという意味で、「協調

領域」における新たな特許の概念で

ある。特許の質の指標を明らかにし

て、その評価を多くの企業が共有す

ることは、質の高い特許の考え方

（秩序ある特許権利行使などの規範

を含む）を重視するコミュニティの

形成につながる可能性がある。こう

いった動きによって、パテントコモ

ンズやパテントプールなどのコミュ

ニティ内での特許流通コストを下げ

ることにもつながるであろうことか

ら、ユーザコミュニティによる特許

の質の取り組みや、そのプラット

フォームとなるコミュニティの設計

と特許の戦略的活用にむけた動きを

提案する。優れた大学発明に相応の、

強くて広い権利を与え、産学連携を

促進するために大学の研究（特許発

明を直接の目的にはしていない）の

特殊性を考慮した新しい制度設計を

検討すべきである。

※この提言は、２００９年６月１１日に開催
した東京大学（政策ビジョン研究センター）・
京都大学合同 国際シンポジウム「イノベー
ションにおける競争と協調　－次世代の特
許制度を考える－」において、提示された「15
の共同提言」について、各項目の具体的対
応を追加してウェブサイト上で公表したもの
である。政策ビジョン研究センターとして発
信する最初の政策提言となった。
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日米欧三極		 	
知財シンポジウムへの		
アカデミアからの提言

2009 年 11月12日

知的財産権とイノベーション研究ユニット

責任者 : 坂田一郎教授

　今日のイノベーションにおいては、

グローバル化、オープン化が急速に

進展しており、その波は止めることが

出来ない。また、製品毎に関与する

権利数の増大と知財の集合的利用、

権利主体と知財流通の多様化等と

いった大きな質的変化も生じている。 

　さらに、グリーンイノベーション

や医療等の領域で、学術と産業技術

の接近が顕著となり、知財制度の

ユーザーとしての大学・研究機関の

存在感が高まっている。大学側から

制度をみると、知財制度が大学の研

究活動に影響を与えていると広く認

識されている。 

　このような変化を踏まえ、プロイ

ノベーション、グローバル化対応、

オープンイノベーション推進の 3

つの視点から、7 つの知財システム

改革を提言する。

1．IP5 主導による特許制度等のハー

モナイゼーション

　国境の存在しない大学の学術研究

にとっては、国ごとの知財制度の差

異が活動の障害となっており、知財

に関する制度、運用、インフラスト

ラクチャのハーモナイゼーションが

最大の課題である。 

　「世界特許」の実現が究極的なゴー

ルであるが、現実を踏まえ、協働が

可能な IP5（日米欧中韓の 5 カ国、

世界の特許出願の 80% を占める）

が先導する形で、その方向に向けた

ステップバイステップの着実な対応

が重要である。それは、外国出願コ

ストの低減、審査の効率化、特許の

質や安定性の向上、国際的な産学連

携の円滑化に大きく貢献することに

なる。 

　第 1 ステップとしては、共通出

願様式（CAF）、その利便性を高め

るツールの開発等の特許の出願ルー

ルの統一、第 2 ステップとして共

通サーチレポートの導入、サーチ

結果の共有や審査基準の統一、第 3

ステップとして、日米欧の特許制度

の統一を目指すことが考えられる。

そして第 4 ステップとして、この

仕組みを世界に拡げていくことが望

まれる。 

　また、特許審査ハイウエイ (PPH)

の急速な拡がりを高く評価する。今後、

その多国籍化も積極的に推進すべき

である。PPH を実験と捉え、そこで

得られた知見を制度、運用等の改善

に活かしていくことが重要である。

2．日米欧でのグレースピリオドの

調和

　大学・アカデミアからの出願の際

には、論文発表が先立つことも多く、

グレースピリオドの存在は重要であ

る。現在、日米欧で、グレースピリ

オドの有無、期間等が相違している

ため、研究者の競争環境や産学連携

のあり方に歪みを生じさせており、

それが大学発の知的財産権の産業化

において国際間格差を生じさせてい

る。また、仮出願制度の有無もこれ

に関連して影響を及ぼしている。 

　世界中の研究者が同じ環境で研究

成果を競い合い、また産学官連携が

行えるようにするためには、まず「出

願」ルールを統一することが重要で

ある。具体的には、日米欧でのグレー

スピリオドの調和が非常に重要であ

る。グレースピリオドを共通に設け

る際にはその公表後の期間も統一さ

れる必要があるが、これについては

監視負担の問題も考慮するべきで、

どの程度の期間が望ましいのかにつ

いての実証研究を進め、これを踏ま

えながら統一していくべきである。

さらに、仮出願制度の導入について

も、実態を踏まえ検討を深めていく

必要がある。 

　これらの制度改革については、各

国の利害関係ではなく、社会の高齢

化や地球環境問題など世界的な課題

解決に役立つ先端研究を如何に効果

的に推進するかという俯瞰的な視点

からの判断を求めたい。 

3．非特許文献の共通データベース

及びサーチシステムの早期構築

　各国の特許の質を決めている重要

な要因として外国特許文献に加え、

論文などの非特許文献のサーチがあ

る。アカデミアの研究発表は国境を

越えてグローバルに展開されるた

め、その文献ソースは極めて多岐に

わたる。今後は中国語の文献なども

重要になることが予想される。5 カ

国の特許庁で共通のデータベース、

サーチシステム、機械翻訳を構築し、

それら共通インフラを利用して審査

する仕組みを構築する必要がある。

また、そのようなデータベース等は、

先行研究の調査、イノベーションの

潮流把握等、大学研究者にとっても

有用な研究基盤でもあることから、

それらの構築に、アカデミアとして

も協力するべきである。

4．非実施機関としての大学の特性

を踏まえた制度的検討の推進

　大学や公的研究機関は、研究方法

に関する特許権などを除いて、自ら

の発明を実施することはない。また

研究成果は特許権付与等の有無にか

かわらず学術公開されるのが通常で

あり、いわゆる公開代償としての特

許権付与という前提にはなじまない。
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このような相違がありながら、特許

制度は実施機関である企業と同じに

作用することで、共有特許が防衛特

許化し、価値ある知識の普及が妨げ

られている等の問題が生じている。 

　また、大学や個人発明家を含む特

許を自ら実施しない権利主体をおし

なべてパテントトロールとして見る

極端な見方も一部に存在するが、こ

のような考え方は科学技術の発展と

いう観点から看過できない。パテン

トトロールについて、世界共通の定

義を行うことがまず必要である。さ

らに、権利濫用と考えられる非実施

の権利主体の行為を今一度明らかに

したうえで、知識社会の実現、社会

の課題解決に貢献するイノベーショ

ンを阻害しないという観点から、パ

テントトロールへの対応を早急に検

討すべきである。 

　これらの問題に関して、5 極特許

庁においては、日米欧アジアの大学

および公的研究機関の意見も反映さ

せつつ、世界の非実施機関の特許権

についてどのような制度的対応が必

要なのかを広く議論を深める必要が

ある。 

5．国際的な産学共同研究のあり方に

関する国際的な議論の「場」の設置

　国際的な産学連携が進展してお

り、その際、職務発明、外国為替管

理法上の規制、先端技術の移転等の

ルールの明確化や運用上の工夫が求

められている。また、複数の国の大

学および企業が参加する国際的な産

学共同研究が増している中で、各国

の知的財産制度が異なるために、成

果の知的財産に関する取り決め等を

行うことが困難な場合も多く、円滑

な国際協力の妨げになっている。先

に述べたグレースピリオドの整合化

の推進に加え、制度運用を含めた各

論についても、ルールの検討や国際

的なガイドラインを設けるなどの対

応を検討するため、産学国際共同研

究のあり方に関する国際的な議論の

「場」の設置を行う。

6．知財人材育成に関する国際協力・

交流の展開

知的財産制度に関する国際協力の基

盤として、知財人材の育成に関する

国際協力・交流を展開すべきである。

具体的には、アジア等における知財

教育実践の国際交流、知財教育学に

関する国際的な研究交流を行う。

7．アカデミア・大学の意見を知財制

度に反映させる仕組みの継続的整備

－「世界知的財産学術会議」の創設 

　大学などの期間を通じた知財創出

を担うアカデミア、かつ知財制度に

ついての研究を様々な角度から行っ

ているアカデミアの知的財産制度に

関する意見は、グローバルな知財制

度の発展に寄与できると考えられる。 

　従来、企業側の制度ユーザーは三

極特許庁長官会合に際してユーザー

会議を通じて意見表明を行ってきた

が、今後は毎回の各国特許庁長官会

議にあわせて、「世界知的財産学術

会議」を開催して意見表明を行う仕

組みを各国、各機関が協力して構築

するべきである。このような仕組み

の先駆けとして、今回アジア知財学

術コンフェレンスが将来位置づけら

れることを期待する。 

　また、例えば UNITT（大学技術

移転協議会）は、日本の産学官連携

事例の紹介等によるアジアワイドで

の協力関係の構築を行ってきている

が、各組織におけるこのような取り

組みを俯瞰的把握できるようにする

とともに、それらについて、引き続

き積極的な支援を行うべきである。 

※この 提 言は、2009 年 11 月 12 日午 前、
日本知財学会及び京都大学と連携して、東
京大学（政策ビジョン研究センター）が主催
した「アジア知財学術会議」において、取
り纏めたものである。その提言内容は、同
日午後開催された「日米欧三極知財シンポ
ジウム（日米欧の特許庁長官が参加）」にお
いても、メッセージとして発信された。

※関連する答申等
総合科学技術会議　諮問第11.号 「科学技

術に関する基本政策について」 に対する答申

(2010 年 12月24日より )

Ⅱ．成長の柱としての２大イノベーションの推進

４．科学技術イノベーションの推進に向けたシ

ステム改革

（２）科学技術イノベーションに関する新たな

システムの構築

④ 知的財産戦略及び国際標準化戦略の推進

＜推進方策＞

・ 国は、特許審査結果の実質的な国際相互承

認を目指し、日米欧韓中の間で各特許庁の審

査結果を共有するシステムの構築、特許審査

ハイウェイの対象拡大、手続きの簡素化を行

い、特許審査ワークシェアリングの質の向上、

量の拡大を図る。また、特許法条約への加盟

を視野に、出願人の利便性向上に資する制度

整備を進める。

・ 国は、出願フォーマット（様式）の自由化、

新規性喪失の例外の拡大、アカデミックディス

カウントの改善など、制度が大学及び公的研

究機関の利用を促進するものとなるよう、特許

制度の見直しを行う。

（１５P、Ⅱ .４.（２）. ④＜推進方策＞３つめと４

つめの点より）

「平成 23年度通常国会における特許法改正」

（「特許法等の一部を改正する法律について」

経済産業省　2011年 6月より）

学会等で、発明者が自ら公表した場合であれば、

その公表態様を問わず、発明が公になった後で

も特許権等を取得し得るよう制度を整備する。
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電子化された医療情報の	 	 	
利活用のためのルールの検討　

匿名化について	

2010 年 5月 25 日

Pari.PI.10.No.01

政策ビジョン研究センター特任助教　佐藤.智晶

 ▍要旨

　本稿では、医療情報の利活用によって不利益を被りたく

ない、という患者の当然の期待に応えることが必要不可欠

であるという前提に立って、電子化された医療 情報の保護

と利活用のバランスをとるために検討すべき最も基礎的な事

項の１つとして、「匿名化」に関するルールについて検討する。

　医療情報の利活用は、世界的に注目を集めている課題

である。クリニカルデータなどの電子化された医療情報

を利活用することは、少子高齢化とともに医療費が今後

さらに増大すると予想されているわが国にとっても、国

民により安全で効果的な医療を持続的に提供するため

に、極めて重要な課題の１つである。

　しかしながら、診療以外の目的で医療情報を利活用す

ることは、患者にとっては懸念材料の１つとも言える。

医療情報の電子化は、不正利用などによって万が一個人

識別可能なデータが暴露された場合には、甚大な被害を

発生させる可能性がある。

　問題は、このような懸念を解消、少なくとも緩和して

国民の信頼を生み出すことができるかどうかである。こ

れは、電子化された医療情報の保護と利活用のバランス

のとり方の問題、と言い換えることができる。

　そこで、新たな治療法の発見、医療の質の向上、医療

の効率化、エビデンスに基づいた研究開発、そして医療

政策決定への応用という大きな利益を国民が享受できる

ようにするために、少なくとも個人情報の保護に関する

法律等の関係する法律に基づいて、必要十分な匿名化の

方法と同意取得の手続きを早急に確立する必要がある。

アジア研究共同体の時代

世界の燃料電池・太陽電池の共著分析から

2010 年 5月 25 日

　Pari.PI.10.No.02

政策ビジョン研究センター教授　坂田.一郎

政策ビジョン研究センター特任研究員　佐々木.一

イノベーション政策研究センター特任講師　梶川.裕矢

 ▍要旨

　再生可能エネルギーは気候変動問題等の環境問題の解

決と経済成長とを両立させるイノベーションモデルとし

て、最も期待されている。しかし、実用化までに多額の

研究開発投資と多様な要素技術の組み合わせとを必要と

することから、多くの場合、一つの国や機関だけでは、

技術の完成に必要な全ての能力は持ち得ない。開発を早

急に、かつ、効率的に進めるためには、国際的な科学技

術協力の手法が有効である。実際に、OECD や APEC 等

の国際的な場でそのための政策が論議されている。

　知識の生産量が急速に拡大し、また、知識の生産に参

加する国や機関が増加する中で、世界的な研究推進や研

究協力の構図は見えにくくなっている。知識の構図が把

握できないと、国際協力に関する科学技術政策の立案も

困難である。我々は、再生可能エネルギーのなかで太陽

電池と燃料電池という２つの技術領域に関して、6 万 8

千件の論文情報をもとに、研究能力と国際的な研究協力

の情報を含む世界研究マップを構築した。また、国際研

究協力について、地理的な視点からの詳細な分析を行う

とともに、２つの技術領域に関し、協力ネットワークの

構造について比較検討を行った。

　その結果、研究協力に関して、アジア地域内に協力の「谷

間」があることが明らかになった。また、既存の太い協力

関係の背景には、地理的、文化的、言語的な要因以外に、

国際的な共同研究プログラム、組織間の研究協力協定、

知の結合の機会、太い人的な関係の存在があることが判

明した。再生エネルギーの開発・導入による気候変動問題

への対応を加速し、アジアが世界の再生可能エネルギー

の開発をリードするためには、アジア地域内の研究協力の

谷間を埋めることが欠かせない。国際共同研究プログラム

の創設、研究機関同士の研究協力協定の締結促進、知の

結合を行うネットワークの形成、信頼関係の形成に至る太

い人的交流の促進が政策誘導の選択肢となりうる。

　地球環境問題の重要性とアジアの研究能力の飛躍的向

上を踏まえ、これら政策を推進する「アジア研究共同体

(Asia Research Area)」の形成を提言する。

現在の世界は急速な経済情勢の悪化にみられるよう

に、多数の深刻な課題に直面しており、それらにタ

イミングを失することなく取り組むことが必要で

す。そこで当センターでは、その時々において社会

のホットテーマとなっている政策課題について、各

研究ユニットから出された政策レスポンスを Policy 

Issues として発信しています。
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クラウドコンピューティングの特徴と	
クリニカルデータへの適用	

2010 年 6月 22 日

　Pari.PI.10.No.03

名古屋工業大学大学院工学研究科准教授

政策ビジョン研究センター客員研究員　伊藤.孝行

 ▍要旨

　本稿では、クラウドコンピューティングの技術的特徴を

解説し、具体例とその応用に関する展望を示す。クラウド

コンピューティングは、可用性に重点をおき、極めて大規

模なデータ集合を保持するためのデータストア手法を用い

た分散型の計算機利用形態である。従来の関係データベー

ス（RDBMS）との違いは、RDBMS では、一般に、デー

タの（強い）一貫性（Consistency）に重きを置いている

が、クラウドコンピューティングでは一貫性よりも可用性

（Availability）に重きを置いている点が異なる。そのため、

両者のアーキテクチャは必然的に異なる。

　強い一貫性を保持するという従来の RDBMS の方針

では、大規模なデータ集合を扱う場合に、可用性及び

信頼性を維持できるという実際的な例が少ない。複雑

な RDBMS のオペレーションを大規模に維持するために

は、極めて高価なハードウェアと、高い技術を持つ技術

者が必要である。一方、クラウドコンピューティングの

実際例であるGoogle やAmazon は、低価格なコンピュー

タと単純に管理できるソフトウェアによって、高い可用

性を維持しながら、信頼性と一貫性を保持するための綿

密な工夫がなされている。

　クラウドコンピューティングの各技術要素は、分散シ

ステムや分散データベースでの過去の研究成果を実成果

に即して大規模に応用したものであり、真新しい技術が

発明されたわけではない。しかし、ネットワーク帯域

が大きくなり、誰でもネットにアクセスできるように

なったため、極めて大規模な非定型のデータを高い可

用性を保持しながら扱う必要がでてきた。これは従来の

RDBMS では対処しにくい状況であり、クラウドコンピュー

ティングのような計算機の利用形態が重要になっている。

　医療データはこれまで、プライバシーの問題などから、

広域的に共有されることが少なかった。一方で近年様々

な医療データが大量に得られる仕組みが構築されつつあ

る。今後、膨大な医療データを有効に活用するためには、

クラウドコンピューティングの技術を用いることで、効

率的にデータを蓄積することが重要である。

特許「仮出願制度」導入是非の論点

大学知財管理と研究者コミュニティーの	 	

円滑な協力による産学連携体制の構築

2010 年 6月 24 日

　Pari.WP.10.No.5

UNITT ジャーナル、 特別寄稿論文、

大学技術移転協議会 ,5,31-41(2010)

先端科学技術研究センター教授　渡部.俊也

 ▍要旨

　論文形式のまま特許出願予約が可能な「仮出願制度」

の導入の是非が議論になっている。大学側からの強い要

望であるが、この制度が質の高い特許を生み出す努力と

逆行するなどの理由で、産業界の一部からは反対の意見

表明がなされている。大学の特許はそもそも産業界が利

用するものであり、そのために有益な特許を創出しよう

として提案されているはずなのに、この問題自身に産業

界は後ろ向きに見える。議論がかみあわない原因は産業

界と大学の側のいずれにあるのだろうか。

　このような産業界の姿勢は、大学研究者の研究成果の

機関帰属が制度化され、大学側に知的財産管理の組織が

できたことによって (1)、研究者と特許という問題が、

研究者と企業との利害対立だけではなく、研究者と大学

の潜在的利害対立にも移行し、産業界の当事者意識が薄

くなったことに起因する可能性がある。大学法人と研究

者の関係を外から見るようになった産業界からは、「仮

出願制度」の導入が、大学知財管理機関の負担低減を意

図したものととらえる傾向もある。

　しかしこの制度で解消しなくてはならない課題は、大

学管理機関の負担軽減ではなく、研究者コミュニティー

の自由な研究活動と大学知財の機関管理を両立させるこ

とである。近年の知的財産重視政策を背景にして、知的

財産制度を大学研究者と産業界の間に介在させたこと

で、大学研究の成果公開を遅らせるという状況が生じて

いる。このことが研究者コミュニティーと大学知財管理

機関との間の潜在的利害対立を生んでいることが問題な

のであり、これを緩和するための具体的施策の一つとし

て「仮出願制度」をとらえることが適切である。その点、

大学知的財産の管理側もこの制度で労度低減ができると

考えるのは間違いで、むしろより手間をかけた知財出願

管理が求められることになる。

　本稿はこのような視点で、「仮出願制度」が求められ

る背景と議論の整理を行ったものである。



 34 

研究業績リスト

 ▍査読付き論文

[1] Akiyama M. Koshio A, Kaihotsu N. Analysis of data captured by 
barcode medication administration system using a PDA; aiming 
at reducing medication errors at point of care in Japanese 
Red Cross Kochi Hospital. Stud Health Technol Inform. 2010; 
160(Pt 1):774-8.

[2] Akiyama M., Koshio A, Kaihotsu N. Analysis on data captured 
by the barcode medication administration system with PDA for 
reducing medical error at point of care in Japanese Red Cross 
Kochi Hospital. Takeda H(Ed.): E-Health 2010, IFIP AICT 335, 
pp.122-129,2010.

[3] 小田哲明 , 玄場公規 , 石田修一「新潟県の知財による地域活性 
－産官学連携の成果－」 『日本経営システム学会』、27 巻、2 号、 
2010 年 11 月

[4] Koshio A, Akiyama M. Capturing and analyzing injection 
processes with point of act system for improving quality and 
productivity of health server administration. Takeda H(Ed.): 
E-Health 2010, IFIP AICT 335, pp.114-121,2010.

[5] 坂田一郎、梶川裕矢、武田善行、橋本正洋「しごと能力研究の
学術俯瞰マップ：論文のグループ化、学術分野の位置関係と溝、
横断的学会の役割」『しごと能力研究』 1 巻、72-89 項 (2010) 

[6] 坂田一郎、橋本正洋、森純一郎、梶川裕矢、柴田尚樹「サー
ビスイノベーションの情報科学リンケージの研究」 『開発技術』
16 巻、14-22 項 (2010) 

[7] 佐藤智晶「医薬品審査担当者の法的責任について」『ファルマ
シア』    46 巻 8 号    　775-779 頁 （2010）

[8] 城山英明・吉澤剛・松尾真紀子「TA（テクノロジーアセスメント）
の制度設計における選択肢と実施上の課題 - 欧米における経験か
らの抽出」『社会技術研究論文集』8 巻、204-218 頁、2011 年

[9] 三浦瑠麗「滅びゆく運命 ( さだめ ) ？―政軍関係理論史」『レヴァ
イアサン』46 巻、2010 年 4 月号

[10] Huckvale C, Car J, Akiyama M., et al. Information technology 
for patient safety. Qual Saf Health Care (BMJ) 19: i25-i33, 2010. 

[11] Newton R, Mytton O, Akiyama M., et al. Making existing 
technology safer in healthcare. Qual Saf Health Care (BMJ) 19: 
i15-i24, 2010. 

[12] Murayama H, Yoshie S, Sugawara I, Wakui T, & Arami 
R . “Contex tua l Ef fect of Neighborhood Env ironment 
on Homebound E lderly i n a Japa nese Commun it y.” 
Archives of Gerontology and Geriatrics. DOI: 10.1016/
j.archger.2011.03.016  

[13] 村山洋史、菅原育子、吉江悟、涌井智子、荒見玲子「一般住民
における地域社会への態度尺度の再検討と健康指標との関連」、

『日本公衆衛生雑誌』第 58 巻、第 5 号、350-360 項
[14] Iván Marsá Maestre, Miguel Angel Lopez Carmona, Mark 

Klein, Takayuki Ito "Addressing Stability Issues in Mediated 
Complex Contract Negotiations for Constraint-based, Non-
monotonic Utility Spaces", Journal of Autonomous Agents and 
Multi-Agent Systems [IF= 1.51], 3 December 2010, pp. 1-51. 

[15] Yuhong Liu, Chunsheng Yang, Yubin Yang, Fuhua Lin, 
Xuanmin Du, and Takayuki Ito, "Case Learning for CBR-Based 
Collision Avoidance Systems", International Journal of Applied 
Intelligence [IF= 0.998],27 Oct. 2010 .

[16] Ka t suh ide  Fu j i t a ,  Takayuk i  I t o ,  and  Mark  K le in : 
"Representative-based Multi-Round Protocol for Multiple 
Interdependent Issues Negotiations", Journal of Multiagent and 
Grid Systems, ios press, Volume 6, Number 5-6, pp.459-476, 
2010. 

[17] 藤田桂英，伊藤孝行，Mark Klein，" 複数論点交渉問題におけ
る論点グループに基づくスケーラブルな合意形成手法の提案 ", 

『人工知能学会論文誌』 26(1), 147-155, 2011. 
[18] 藤田桂英，伊藤孝行，Mark Klein，" 複数論点交渉問題におけ

るセキュアでスケーラブルな交渉プロトコルの提案 ", 『電気学
会論文誌』(C)，vol. 130, no. 4, pp.651-659, 2010．

[19] Y. Kajikawa, Y. Takeda, I. Sakata and K. Matsushima, 
 "Multiscale analysis of interfirm networks in regional clusters"  
Technovation 30 (2010) pp. 168-180 [IF= 2.993]

[20] N. Sh ibata , Y. Kajikawa, Y Takeda , I .  Sakata and K . 
Matsush im, "Detect ing emerg ing research f ronts in 
regenerative medicine by the citation network analysis of 
science publications"  Technological Forecasting and Social 
Change 78(2011) pp.274-282 [IF= 2.034]

[21] N. Shibata, Y. Kajikawa and I. Sakata, "Extracting the 
commercialization gap between science and technology"   
Technological Forecasting and Social Change 77(7) (2010) 
pp.1147-1155 [IF= 2.034]

[22] Yoshinori Nakagawa, Hideaki Shiroyama, Kotaro Kuroda 
and Tatsujiro Suzuki “Assessment of social implications of 
nanotechnologies in Japan: application of problem structuring 
method based on interview surveys and cognitive maps”, 
Technological Forecasting and Social Change. 77(4), pp. 615-
638, 2010. [IF= 2.034]

[23] Masahiro Matsuura, Hideaki Shiroyama and Tatsujiro Suzuki, 
“Sustainable Energy and Environmental Policymaking in 
Japan”, IEEE Technology and Society, 29 (3), Fall 2010, pp. 45-
54.

[24] 菅原慎悦・城山英明「フランス地域情報委員会の原子力規
制ガバナンス上の役割」『日本原子力学会和文誌』9 巻 4 号、
2010 年、368-383 頁

[25] S.Yoneyama, D.Senoo and T.Watanabe, “Marketing of 
technological knowledge: an empirical analysis of licensing 
activities of university TLOs in Japan.”, International Journal of 
Technology Marketing, 5, 2, pp.127-144(2010).



○

 35 東京大学政策ビジョン研究センター 年報 2011

研究業績リスト

 ▍査読無し論文

[1] 秋山昌範．内の目・外の目；情報革命が医療に与える影響とは？.『日
歯医師会誌』 63(8):796-797, 2010.

[2] 秋山昌範．内の目・外の目；IT で信頼を維持・回復．『日歯医師会誌』 
63(9):924-925, 2010.

[3] 秋山昌範．内の目・外の目；安心・安全を担保するための TRUST．『日
歯医師会誌』 63(10):1048-1049, 2011.

[4] 城山英明「原子力安全委員会の現状と課題」『ジュリスト』1399 号、
2010 年、44-52 頁

[5] 坂田一郎 「ネットワーク分析を用いた地域クラスターの実証研究」 
『慶應経営管理学会 慶應経営論集』 28(1) (2011) 59-82 項

[6] 佐藤智晶「最近の判例」Wyeth v. Levine, 555 U.S._, 129 S. Ct. 
1187 (2009) 『アメリカ法』、2010-1、 227-232 頁    2010

[7] 佐藤智晶「行政規則の前文による連邦の専占 -- 連邦の行政機関
主導による不法行為法の専占」『アメリカ法』 2010-1 188-194 項 
(2010) 

[8] 佐藤智晶「学会展望　英米法」『国家学会雑誌』123 巻 7-8 号
127-130 頁 (2010)

[9] 城山英明「グローバル化における国家機能の行方－メタガバナン
スはいかにして可能か」『世界』809 号、2010 年 1、161-167 頁

[10] 城山英明「日本における参加型政策形成の現状と課題」『都市
計画』59 巻 4 号、2010 年、11-14 頁

[11] 城山英明「テクノロジーアセスメントの展望と課題」『ジュリスト』
1409 号、2010 年、2-6 頁

[12] 城山英明「原子力安全規制の課題：制度編」『エネルギーフォー
ラム』674 号、2011 年、32-33 頁

[13] 城山英明「多次元的アセスメントの必要性」『科学』80 巻 6 号、
2010 年、575-576 頁

[14] 城山英明「テクノロジーアセスメントとは」『エネルギーレビュー』
30 巻 7 号、2010 年、7 頁

[15] H idea k i  Sh i roya ma ,  “L im it s of  Past  Prac t ices a nd 
Possible Future Inst itut iona l i zat ion of TA in Japan,” 
TECHNIKFOLGENABSCHATZUNG - Theorie und Praxis, 19-2 
pp. 80-83, 2010.

[16] 城山英明「政権交代後の政策形成過程」『季刊　政策・経営研究』
16 号、2010 年

[17] 城山英明「プロジェクト型共同研究の枠組み・マネジメント・含
意」日本行政学会編『年報行政研究行政学と共同研究』45 号、
2010 年、74-94 頁

[18] 城山英明「日本におけるテクノロジーアセスメントの制度化に向
けて」『エネルギーレビュー』30 巻 7 号、2010 年、24-27 頁

[19] 吉澤剛 「日本における TA の取り組み」『エネルギーレビュー』
30 巻 7 号 354 号、12-15 頁所収、2010 年 7 月

[20] 吉澤剛 「テクノロジーアセスメントの現代的意義」『科学』80
巻 7 号、755-760 頁所収、2010 年 7 月

[21] T.Watanabe, “Intellectual Property Based On Publicly Funded 
Research: Japanese Experience “les Nouvelles”, Volume XLVI 
o.4, 201-220(2010).

[22] 渡部俊也 , " 戦略的アライアンスとしてみた研究開発コンソーシ
アムにおける組織間関係 ", 『日本知財学会誌』, Vol.7, No.2, 35-
44(2010).

[23] 渡部俊也 , " 特許仮出願制度導入是非の論点 ", 『UNITT ジャー
ナル』, 大学移転協議会 , 5, 31-41(2010).

 ▍国際会議プロシーディングス（＊は査読付）

[1] Akiyama M., Visualizing and analyzing processes of medical 
acts with ICT, Keynote lecture, CJK Medical Informatics 
2010:17-18. ＊

[2] M. Okano "Main factors that hamper LCCs development in 
Japan", 14th Air Transport Reesarch Society Conference (ATRS 
2010), in Port, Portgal (6-9, July, 2010) ＊

[3] I.Sakata, H.Sasaki, Y.Kajikawa, K.Fujisue and A.Morita, 
"Systematic identification of academic knowledge in patent 
& innovation research"   IEEE International Conference on 
Management Science and Information Engineering 2010   
(ICMSIE2010) in ZhengZhou, China (December 17-19, 2010)＊

[4] I. Sakata, H. Sasaki, Y. Kajikawa, M. Hashimoto and A. Morita    
"An academic landscape of patent and innovation research 
for policy reform" The 5th IEE International Conference on 
Management of Innovation and Technology (ICMIT2010), in 
Singapore (June 2-5, 2010) ＊

[5] H.Sasaki, I.Sakata, Y.Kajikawa and K. Fujisue  "Detecting the 
valley of international academic collaboration in renewable 
energy"IEEE Internat iona l Conference on Indust r ia l 
Engineering and Engineering Management 2010 (IEEM2010) 
in Macau. (December 7-10, 2010) ＊

[6] H. Sasaki, I. Sakata and Y. Kajikawa  "The meta structure of 
international research alliances in green technology"    5th 
International Conference on Project Management (Promac 
2010)in Chiba, Japan (October 13-15, 2010) ＊

[7] H. Sasaki, I.Sakata, Y. Kajikawa  "The structure of regional 
alliances in Nagano Prefecture – Implication for regional 
cluster project"   5th International Conference on Project 
Management (Promac 2010)in Chiba, Japan (October 13-15, 
2010) ＊

[8] H. Sasaki, I.Sakata,"A Patent Landscape of Distribution 
Service Innovation" The 19th International Conference for 
Management of Technology (IAMOT2010) ＊

[9] H. Sasaki, I. Sakata, Y. Kajikawa and H. Tomobe"Network of 
international intellectual property rights research activity 
for national IP policy"Portland International Conference on 
Management Engineering and Technology 2010 (PICMET'10)
in Phuket, Thailand (July 18-22, 2010) ＊

[10] H. Nakamura, Y. Kajikawa, S. Suzuki "Academic Landscape of 
Aviation and Environment", The 27th International Congress 
of Aeronautical Science (ICAS 2010), in Nice, France (19-24, 
Sep, 2010) ＊

[11] H.Nakamura, H.Sasaki, N. Shibata, Y.Kajikawa, I. Sakata and 
S.Suzuki  "Science and technology map analysis of multi-
disciplinary field- Case study of aerospace engineering"IEEE 
International Conference on Industrial Engineering and 
Engineering Management 2010 (IEEM2010) in Macau. 
(December 7-10, 2010) ＊

[12] Jin YZ, Yamamoto S, Matsuo Y, Sakata I, Akiyama M., 
Comfirmation as a key for patient safety: A network analysis 
of incident report, CJK Medical Informatics 2010:41-46. ＊

[13] J.Mori, Y.Kajikawa, I.Sakata and H. Kashima "I.Predicting 



 36 

研究業績リスト

customer-suppl ier relat ionships using network-based 
features"IEEE Internat ional Conference on Industr ia l 
Engineering and Engineering Management 2010 (IEEM2010) 
in Macau. (December 7-10, 2010) ＊

[14] Y.Jin, S.Yamamoto, M.Matsuo, I.Sakata and M.Akiyama   
"Comfirmat ion as a key for pat ient safety : a network 
analysis of patient safety"     The 12th China-Japan-Korea 
joint Symposium on Medical Infomatics(CJKMI 2010) in 
Hamamatsu. (November 19, 2010) ＊

[15]  S.Yamamoto,Y.Jin, M.Matsuo, I.Sakata and M.Akiyama   
"Linguistic analysis of medical incident reports for patient 
safety"The 12th China-Japan-Korea joint Symposium on 
Medical Infomatics(CJKMI 2010) in Hamamatsu. (November 
19, 2010) ＊

[16] J. Mori, Y. Kajikawa and I. Sakata  "Evaluating the new 
coordinations among small firms using analysis of inter-
f irm network" 5th International Conference on Project 
Management (Promac 2010)in Chiba, Japan (October 13-15, 
2010) ＊

[17] T. Maeno, N. Shibata, Y. Kajikawa and I. Sakata "Origin of 
bimodal distribution in historical data of patent publication"   
5th International Conference on Project Management (Promac 
2010)in Chiba, Japan (October 13-15, 2010) ＊

[18] N. Shibata, Y. Kajikawa and I. Sakata  "How to measure the 
semantic similarity between scientific papers and patents 
in order to discover uncommercialized research fronts: A 
case study of solar cell"Portland International Conference on 
Management Engineering and Technology 2010 (PICMET'10) 
in Phuket, Thailand (July 18-22, 2010) ＊

[19] N. Shibata, Y. Kajikawa, I. Sakata "Opportunity discovery 
by assessing the gap between science and technology- Case 
study of secondary batteries- The 5th IEE International 
Conference on Management of Innovation and Technology 
(ICMIT2010), in Singapore (June 2-5, 2010) ＊

[20] N. Shibata, K. Gemba and I. Sakata "Assessing the investment 
strategies of venture capitals in Silicon Valley by analyzing 
co-investing network"Sunbelt XXX, in Trento, Italy (29 June-4 
July, 2010 )

[21] Y.Hirai and T.Watanabe, “Can university spinoffs acquire 
managers from industry? Empirical analysis of technology 
management by universities on performance of the spinoff 
ventures”, PICMET 2010, Proc. Thailand (2010). ＊

 ▍著書

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

[2] 坂田一郎「シルバー・ニューディールが地域医療を再生する」『医
療白書 2010』第４編第３章収録（日本医療企画、2010 年）

[3] 坂田一郎『あたたかい地域社会を築くための指標－荒川区民総
幸福度』9 章収録（八千代出版、2010 年）

[4] 藤原 帰一『新編 平和のリアリズム』（ 岩波書店 ,［ 岩波現代文庫］, 
2010 年 , ISBN 400600236X) 

[5] 三浦瑠麗「政軍関係」石津朋之ほか編著『戦略原論』（日本経
済新聞社、2010 年）178 ー 209 頁

 ▍その他

[1] 秋山昌範，中安一幸，佐藤智晶，佐藤慶，医療情報に求められるフォ
レンジック．医療情報学 30(Suppl.) 38-41, 2010.

[2] 秋山昌範，森川富昭，清水佐知子，小塩篤史，長谷川友紀．保
健医療の最適化と医療情報学の役割．医療情報学 30(Suppl.) 
212-213, 2010.

[3] 秋山昌範 , 小笠原克彦 , 奥田保男 , 岡崎宣夫．医療情報が支える
医療マネジメント - 放射線部門を例とした情報連携と最適化 -, 医
療情報学 29(Suppl.), 321-323, 2009.

[4] 荒見玲子「子ども行政の一元化と専門職の統制 ―秋田県および
男鹿市の事例からの考察―」『平成 21・22・23 年度科学研究費
補助金・基盤研究（B）「「子ども・青少年」行政の統合化と専門
家養成に関する国際比較研究」中間報告書』、77-92 項、2011
年 

[5] 岡野まさ子、日原勝也、鈴木真二「国際民間航空と地球環境問
題～排出量取引制度と航空（その１）～」日本航空宇宙学会誌
2010 年 8 月号 241-246 頁

[6] 小塩篤史，秋山昌範，中村章一郎．診療行為実施時点にお
いて入力されたデータを用いた看護 業務 分析．医療 情報学
30(Suppl.) 1082-1085, 2010.

[7] 小 塩 篤 史・秋 山 昌 範． 血 液 製 剤 の 履 歴 管 理と医 療 IT －
AIDC(Auto Identification and Data Capturing) と患者安全・プ
ロセスの可視化－ , 医療情報学 29(Suppl.) 799-803, 2009.

[8] 小林徹、瀬川友史、渡部俊也「技術標準におけるホールドアップ
回避策としてのライセンス・オブ・ライト (LOR) 制度導入に関する
考察」『日本知財学会第 8 回年次学術研究発表会講演要旨集』
2010 年 6 月

[9] I. Sakata"Landscape of joint research agenda in gerontology 
and sustainability based on citation analysis"   The Alliance 
for Global Sustainability (AGS) annual meeting, Gothenburg, 
Sweden (23-25 January, 2011), invited

[10] 佐々木一、梶川裕矢、坂田一郎「次世代電池に関わる国際的
な共同研究の構造」情報知識学会誌 20 巻 2 号　177-182 貢 , 
2010

[11] 佐藤智晶「米国における医療機器の部材等に関する製造物責
任の考え方」医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス 41 巻、
12 号、927-931 頁    （2010）

[12] 鈴木真二「日本の航空の 100 年」, 「航空機産業展望」, 空と宇



○

 37 東京大学政策ビジョン研究センター 年報 2011

研究業績リスト

宙展－飛べ！100 年の夢」記念誌 , 日本経済新聞社文化事業部
日経サイエンス社編集 , 2010 年 10 月 29 日

[13] 鈴木真二「100 年前の日仏飛行機物語」, 日仏工業技術 , 56-1, 
2010 年

[14] 瀬川友史、小林徹、渡部俊也「英・独におけるライセンス・オブ・
ライト制度の利用実態と我が国への示唆」『日本知財学会第 8 回
年次学術研究発表会』2010 年 6 月

[15] 中村裕子，鈴木真二『「航空と地球環境問題」世界の取り組み
俯瞰』, 日本航空宇宙学会誌 2011 年 1 月号

[16] ナノバイオファースト・I2TA 共催（企画・制作 畑中綾子　企画 
松浦正浩）「ナノバイオ研究の社会・経済的な影響を検討する座
談会」『TATalk』、2011 年 2 月

[17] 森田朗・佐藤智晶・荒見玲子 “Healthcare System Innovation 
for Aging Society ―Issues and Direction―”, APEC、Life 
Sciences Innovation Forum VIII 2010,SOM3

[18] 森田朗「ダウン・サイジングの行政計画」『地方自治職員研修・
臨時増刊号 93』、2010 年 3 月号増刊（第 43 巻通巻 600 号）、
2-14 頁

[19] 森田朗「ボトムアップのイノベーション」──地域に根ざした発
想を」『産業立地』2010 年 3 月号、1 頁

[20] 森田朗「これからの行政学を展望して」【巻頭言】『季刊行政管
理研究』2010/09、通巻 131 号、1-3 頁

[21] 森田朗「分権改革の ” 錯誤 ”と職員に求められる ” 覚悟 ”」『地方
自治職員研修』2011 年 1 月号、通巻 612 号、14-16 頁

[22] 吉澤剛 『多基準多様性分析の熟議的実践：日本におけるエネル
ギーのベストミックスに関する考察』東京大学公共政策大学院
ワーキング・ペーパーシリーズ、GraSPP-DP-J-10-001、2010 年 4月。

[23] 吉澤剛 「政策分析の実在論的転回」『日本公共政策学会 2010
年度研究大会報告論文集』、688-703 頁所収、2010 年 6 月

[24] 吉澤剛・平澤泠・田原敬一郎「SciSIP プログラムの内容分析」『研
究・技術計画学会第 25 回年次学術大会講演要旨集』、215 頁所
収、2010 年 10 月

[25] 吉澤剛「テクノロジーアセスメントとコミュニケーションに求めら
れる資質は何か？」『研究・技術計画学会第 25 回年次学術大会
講演要旨集』、72-75 頁所収、2010 年 10 月

[26] 吉澤剛・西村由希子・田原敬一郎・安藤二香「競争的資金制度
における中間機関の機能」『研究・技術計画学会第 25 回年次学
術大会講演要旨集』、476-477 頁所収、2010 年 10 月

[27] 吉澤剛「情報通信分野におけるテクノロジーアセスメントの可
能性」『電子情報通信学会技術研究報告：技術と社会・倫理』、
41-46 頁所収、2010 年 10 月15 日

[28] 吉澤剛「AI とテクノロジーアセスメント」人工知能学会「社会に
おける AI 研究会」第 11 回研究会、8 頁、2010 年 12 月 4 日。

[29] 吉澤剛・山口健介「住宅における調湿技術とその将来」『TA 
Note』06 号、2011 年 1 月 7 日

[30] 渡部俊也 , 李聖浩 "2008 年以降の中国における特許ライセンス
の急増 " IAM Discussion Paper Series #021, http://www.iam.
dpc.u-tokyo.ac.jp/workingpapers/index.html (2011).

[31] 渡部俊也 ," 協創と協働のための知財マネジメント - オープン
な知財マネジメントモデルの機能と特 徴 - " IAM Discussion 
Paper Ser ies #017, http://www.iam.dpc.u-tokyo.ac.jp/
workingpapers/index.html (2010).

[32] T.Watanabe and Peng.J, “How University's IP Management 
A f fects on Indust ry-funded Col laborat ive Research-

Empirical study on the effect of IP management by Japanese 
university on joint research with industry-”, IAM Disucussion 
Paper Ser ies #013 http://www.iam.dpc.u-tokyo.ac.jp/
workingpapers/index.html(2010).

[33] 梶川裕矢、坂田一郎 ,「科学技術イノベーション政策の科学ため
の分析手法の動向」研究・技術計画学会第２5 回年次学術大会  
( 東京、2010 年 10 月 9-10 日 )

[34] 梶川裕矢、柴田尚樹、坂田一郎 ,「類似度分析を用いた科学技
術知識のマッピングの手法」, 研究・技術計画学会第２5 回年次
学術大会  ( 東京、2010 年 10 月 9-10 日 )

[35] 柴田尚樹、梶川裕矢、坂田一郎 , 学術俯瞰、特許俯瞰による商
業化可能な技術要素の早期発見」, 情報知識学会誌 20 巻 2 号　
171-176 貢 , 2010

[36] 森祐介・吉澤剛「生命機能の構成的研究の現状と社会的課題：
日本における『合成生物学とは？』」『TA Note』07 号、2011 年
3 月 25 日

[37] K.Wajima, A.Inuzuka and T.Watanabe, “Empical study on 
essential patents in DVD and MPEG standards patent pools”, 
IAM Disucussion Paper Series #016 http://www.iam.dpc.
u-tokyo.ac.jp/workingpapers/index.html (2010).



 38 

開催事業・センター主催

科学技術ガバナンス研究会	 	 	
特別講演会・パネルディスカッション

科学技術ガバナンスの未来とテクノロジーアセスメント

 ▍開催趣旨

　国の「新成長戦略」では課題解決型の戦略的イノベー

ションを支援していく姿勢を明確に打ち出しており、科

学技術にはそうした成長を支えるプラットフォームとし

ての役割が求められています。総合科学技術会議で進め

る第４期科学技術基本計画に向けた議論においても課

題解決型の戦略的イノベーションを支援していく姿勢が

明確に打ち出されており、また、そのためのツールの 1

つとして、社会と科学技術イノベーションとの関係深化

に向け、テクノロジーアセスメント（技術の社会影響評

価）等に基づいた取組を推進するとしています。現在設

置が検討されている科学技術戦略本部（仮称）も、その

ためのガバナンスのメカニズムという側面を持っている

と思われます。

　このような状況においては、科学技術戦略本部やテク

ノロジーアセスメントといった社会と科学技術の媒介と

なるガバナンスのあり方について議論を深めるととも

に、具体的に、科学技術の現場で社会との関係で何が問

題となっているのかに関するヒアリング調査に基づく

マッピングを素材として、科学技術に関わる多様な社会

的価値とそのガバナンスのあり方について包括的な知見

と視点を得ることが重要であると考え、本会を開催しま

す。 

日時：2010 年 7 月 3 日（土）　18：30-20：00

場所：国際文化会館　講堂

主催：政策ビジョン研究センター 技術ガバナンスプロ

ジェクト、公共政策大学院 I2TA プロジェクト

基調講演　「科学技術ガバナンスの未来」　鈴木 寛　文

部科学副大臣

パネルディスカッション　「科学技術ガバナンスの未来と

テクノロジーアセスメント」

鈴木 寛　文部科学省　副大臣

鈴木 達治郎　原子力委員会委員長代理　東京大学

客員教授

五神 真　東京大学教授

城山 英明　東京大学教授 （司会）

 ▍開催報告

　　7 月 3 日（土）鈴木 寛　文部科学副大臣等をお招

きし、科学技術ガバナンスをめぐる特別講演会・パネル

ディスカッションを開催しました。 

　鈴木副大臣は、政策プロセスの改革のためのヒントと

して、科学技術ガバナンスの実験に期待しているとコ

メントし、6 月 18 日に成立した新成長戦略の中心にグ

リーンイノベーション、科学技術を位置付け、課題解決

型科学技術政策デザインの一歩が踏み出されたと述べま

した。科学技術政策に関しては政府が結論を急ぐのでは

なく、専門家も交えた関係当事者によるコミュニティと

の連携も視野に入れ、エビデンスを集めて議論するプロ

セスやフレームワークが重要であるとの見解を示しまし

た。また、政策決定の基準として自然科学の専門性を偏

重するのではなく、社会科学、人文科学分野の知見も取

り入れ、広範な観点から社会の合意を求めていく必要が

あるとしました。国立研究所に関しては、研究開発型と

業務系を分け、研究開発型については世界的な研究水準

に取り残されない、独自のガバナンスを構築していく必

要があるとしました。人材に関しては、博士取得者のキャ

リア形成を考慮する必要性が述べられ、行政、研究機関、

大学とまわっていく人材のサーキュレーションを念頭

に、科学技術イノベーション戦略本部における人員構成

を考えていく必要性があるとの見解が述べられました。

　続くパネルディスカッションでは、城山教授より、テ

クノロジーアセスメントの制度化にあたり、分野ごとに

異なる課題状況を踏まえる必要性が確認されたほか、時

期や状況変化に即した柔軟な対応を可能にする制度、実

験を許容する法制への展望が述べられました。五神教授

からは高度な人材育成には時間と安定的な機関、制度が

必要である点が述べられました。鈴木客員教授からは、

テクノロジーアセスメントの制度化には独立性が重要で

ある点が述べられ、分野が異なる人々のコミュニケー

ションにあたり、多くの情報の共有が必要である点、そ

のために政府が政策過程に纏わるデータを公開していく

ことが有効であるとの見解が示されました。
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開催事業・センター主催

The Second Workshop on   
“The Economic Security Nexus   
in Northeast Asia”

“Asia Security Initiative” Training Session

‘What Can Diplomacy Do for Security of Asia?’

　A series of crises have hit the North East Asian 

region, as North Korea’s nuclear and missile tests as 

well as South Korea’s sunken navy patrol ship continue 

to evoke the world’s deepest concern, while we still 

do not see an evolvement of institutions for regional 

cooperation of North East Asia and Asia Pacific. What 

can be done? What should be done?

　In the light of such pressing concerns, the Policy 

Alternatives Research Institute (PARI) of the University 

of Tokyo, along with the University of California and 

the Yonsei University, has formed a joint research 

group under the Asia Security Initiative, a multinational 

research project sponsored by MacArthur Foundation. 

　As the organizer of the project, we would like you to 

join a two days training workshop to think the current 

and future security institutions of Asia Pacific, and to 

figure out what can diplomacy do for security of Asia.  

The sessions covered three basic questions, as follows.

(1) 6 Party Talks and the Future of Northeast Asian 

Security Architecture

The 6 party talk is the first instance of Northeast Asian 

security institutions, but its future is now an open 

question. To what extent will the 6 party talks serve 

in the long term construction of durable multinational 

security institutions in Northeast Asia? What can we 

expect?

(2) ASEAN+3, ASEAN+6, and the Future of Asian 

Regional Institutions

The East Asian region, north and south, have witnessed 

the growth of various regional gatherings that are 

informal and non-binding in nature. Will such multiple 

layers of regional gatherings develop into a more 

unitary and formal regional structure? Would such 

institutions be able to influence geopolitical tensions in 

the region?

(3) The Future of Bilateral Alliances and the Asia-Pacific 

Cooperation

The basis of security institutions in Asia is a hub-

and-spoke network of bilateral alliances with the U.S. 

that were formed during the Cold War. What role 

can we expect of those alliances in the future? How, 

and to what extent, are those geopolitical alliances 

related to the activities of APEC and other Asia-Pacific 

institutions?

We will invite several middle ranking government 

officials, diplomats, research associates of think 

tanks, people in the media, and leading company’

s businessmen. To make this meeting as interesting 

as possible, we would like non-Japanese participants 

to argue from the Japanese viewpoint, and Japanese 

participants to defend the positions of non-Japanese 

government. The idea here is to see what we will see 

when we put ourselves in other nations' shoes. We 

would like you to present your views in each of the 

sessions for no more than 3 minutes. Through this 

rather naughty twist, we believe our participants will 

have a fresh perspective when they think of their own 

government’s foreign policy and strategy.

Date August 25th (Wed) – August 26th (Thu)

Venue International House of Japan (I House) 

Host Policy Alternatives Research Institute of the 

University of Tokyo

Sponsor  MacArthur Foundation

 ▍ Program

August 25 (Wednesday)

Session One:  6 Party Talks and the Future of   

  Northeast Asian Security Architecture

Session Two: ASEAN+3, ASEAN+6, and the Future  

  of Asian Regional Institutions

August 26 (Thursday)　

Session Three: The Future of Bilateral Alliances and 

  the Asia-Pacific Cooperation 



 40 

開催事業・センター主催

欧州と日本における	 	 	 	
科学技術ガバナンス会合

　

日時：平成 22 年 10 月 3 日（日）

場所：京都大学医学部 芝蘭会館山内ホール

主催：東京大学政策ビジョン研究センター、駐日欧州連

合代表部

 ▍開催報告

　10 月 3 日 ( 日 )、京都大学の芝蘭会館において、欧州

と日本における科学技術ガバナンスに関する会合が開催

されました。科学技術は社会の様々な問題解決に有用で

すが、一方で、政策決定者は、その政策の検討において、

安全性をいかに確保するか、研究開発にどのように投資

配分をするのか、一般市民との関わりをどう考えるのか

といった様々な問題への対応が求められています。こう

した課題への対応においては、技術の社会的影響を考え

る、テクノロジーアセスメント（TA）の有用性が再認

識されています。本会合では、MEP*1 の TA 機関であ

る STOA*2 議長他欧州議会議員や日欧の政策担当者や専

門家の方々を招き、欧州と日本における今後の科学技術

ガバナンスのあり方について議論しました。

　当日は、まず、日本側から日本におけるこれまでのテ

クノロジーアセスメント（TA) の経験に関して、その全

体像と医療等の個別事例に関する報告がなされ、欧州議

会の TA 機関である STOA の現状について、STOA 委員

会委員長の Paul Rubig 氏から報告がなされました。そ

の後、総合科学技術会議議員の相沢益男氏による日本の

科学技術政策の方向に関する報告、政策研究大学院大学

の黒川清氏のコメントを踏まえて、参加者間での議論が

行われました。日本の国会からも、衆議院議員の津村啓

介氏、参議院議員の古川俊治氏が参加しました。

　議論の中では、第 1 に、TA において国・地域を越え

た連携と同時に地域ごとの違いへの配慮の必要性が指摘

されました。科学技術が複雑化を増している今日、その

影響は国境を越えることから、TA は一国では完結しな

いとの指摘がありました。しかし、一方で、国ごとに異

なる文化的な違いにも配慮しなければならないことも強

調されました。第 2 に、TA を実施するには、人材の育

成が重要であることが指摘されました。若手研究者の育

成・キャリアパスのあり方や実践に携わる研究者がいか

に評価されるべきかについて議論されました。第 3 に、

TA の結果が実際に政策決定プロセスにおいて利用され

るためには、政治家の関心を踏まえて、政治が必要とし

ている言葉に置き換えて提示することの重要性が指摘さ

れました。また、より一般的には、TA 報告ではターゲッ

トを明確にして、ターゲットに即したアウトリーチが重

要であるという議論も行われました。

　TA の制度化・定着の必要性については、参加者間で

共通の理解がみられました。日本の参加者からは、総

合科学技術会議の改組が検討されている現在は、まさ

に TA を社会的に制度化して定着させるチャンスであり、

改組された新組織では、その一つの機能として TA や科

学コミュニケーションを考えることができるという意見

も示されました。

　最後に、欧州委員会駐日欧州代表部のローデ氏からは、

今回の実りある議論を、今後とも継続的かつ定期的に実

施していくことが重要であり、枠組みを検討していきた

いと述べられました。 

 ▍参加者

Mr Paul Rubig, MEP/AT*3, STOA Chair

Mr Antonio Fernando Correia De Campos,

 MEP/PT*4, STOA Vice-Chair

Ms Teresa Riera Madurell, MEP/ES, STOA Panel member

Mr Jan Staman, Rathenau Institute, The Netherlands

Mr Jaroslav Riha, Secretary to the Minister, Ministry of  

 Education, Youth and Sport, Czech Republic

Mr Frantisek Trojacek, Counsellor for Science and 

 Technology, Economic and Commercial Section, 

 Embassy of the Czech Republic in Tokyo

Mr Theodoros Karapiperis, STOA

Ms Barbara Rhode

 Delegation of the European Union to Japan

津村啓介　民主党衆議院議員

古川俊治　自民党参議院議員

相澤益男　内閣府総合科学技術会議 議員

有本建男　科学技術振興機構・社会技術研究開発センター長

大竹　暁　内閣府科学技術政策部局参事官

黒川　清　政策研究大学院大学政策研究科教授

加藤和人　京都大学人文科学研究所生命科学研究科准教授

平川秀幸　大阪大学コミュニケーションデザイン・センター准教授

仙石慎太郎 京都大学細胞－物質統合拠点（iCeMS）准教授

城山英明　東京大学教授 
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第１回	日独高齢化社会国際会議

 ▍開催趣旨

　東京大学（政策ビジョン研究センター）とドイツ科学技

術アカデミー（acatech）は、10 月 5 日、第 1 回の日独高

齢化社会国際会議を、京都において開催しました。双方

から、老年医学、心理学、数学・情報学、物理学、法学、

政治学、イノベーション学、サステナビリティ学、多様な

産業技術など、多彩な分野の研究者が集まり、新たな社

会モデルの構築に向けた領域横断的な議論を行いました。 

日時：平成 22 年 10 月 5 日（火）10:00 ～ 15:00

場所：京都ホテルオークラ

共催：東京大学・ドイツ科学技術アカデミー（acatech）

後援：ドイツ大使館協力：産業競争力懇談会（COCN）

 ▍開催報告

　高齢化という社会の変化には、「光」と「影」があり

ますが、従来、ネガティブな側面だけが強調されてきた

きらいがあります。たしかに、平均年齢の伸び、すなわ

ち高齢化は、これまでにない規模とスピードですすんで

います。しかし、平均年齢だけでなく、健康年齢も伸

びている事実については、これまであまり積極的に言及

されてはきませんでした。　今回ドイツ科学技術アカデ

ミーと共催した第１回日独高齢化社会国際会議では、基

本的な認識として、「社会の高齢化（aging）」を、「長寿

化（more life）」と捉えるなど、高齢化について、社会

の認識や考え方を変える必要がある（ネガティブな思考

からポジティブな思考へ）として意見が一致しました。

長寿化は文化、社会の深化がもたらしてきた結果である

と考え、社会の構造・フレームワークをそれに合わせて

変化させる必要があることを確認しました。　日独双方

から、老年医学、心理学、数学・情報学、物理学、法学、

政治学、イノベーション学、サステナビリティ学、多様

な産業技術など、多彩な分野の研究者が集まり、新たな

社会モデルの構築に向けた領域横断的な議論を行いまし

た。その結果、「社会の高齢化」またはそれに関する学

問領域である「ジェロントロジー」は、多岐にわたる相

互補完的な研究課題を多く含む領域であり、両国の研究

協力の最も重要なテーマの一つであることを確認しまし

た。　日独両国は、「社会の高齢化先進国」として同じバッ

クグラウンドを有し、エビデンスに基づく次世代の社会

モデル構築のために、双方のアカデミアが課題解決のた

めに、協力して大きな貢献をしていく必要があるとの認

識で一致しました。両国は協力しあいながら、それぞれ

アジア、欧州における研究ハブとなるべく活動していき

ます。　　高齢化に関する問題点が類似している日本と

ドイツが、共同で領域横断的なワークショップをスター

トさせたことは意義深く、日独交流 150 年の友好の歴

史に加えるべき価値のあるものであることが確認されま

した。今後、重点トピックスを選定し、「第 2 回ワーク

ショップ」を来年ドイツ（ベルリン）において開催する

ことで合意しています。 

　

▍▍参加者

Dr. Georg Schutte, Secretary of State,

 MinR Maximilian Metzger, Deputy Director General,   

 German Ministry of Science and Education

Ursula Staudinger, Professor, Vice-President Leopoldina,  

 German National Academy of Sciences

Henning Kagermann, Professor, President acatech, 

 German Academy of Science and Engineering (Co-Chair)

Reinhard Huttl, Professor, President acatech, 

 German  Academy of Science and Engineering

Bernhard Muller, acatech members Professor

Otthein Herzog, acatech members Professor

Dr. Steinhagen-Thiessen, Professor, the Humboldt-University

Dr. Evelyn Obele, Counsellor, Science, 

 Technology and Environment, Embassy of the Federal  

 Republic of Germany, Tokyo

小宮山 宏　三菱総合研究所理事長　東京大学総長顧問

森田 朗　　政策ビジョン研究センター学術顧問／教授

坂田 一郎　政策ビジョン研究センター教授 (Co-Chair)

秋山 昌範　政策ビジョン研究センター教授

小野 太一　公共政策大学院教授

大西 丈二　名古屋大学総合保険体育科学センター 特任准教授

鈴木 敦命　名古屋大学環境学研究科講師

梶川 裕矢　イノベーション政策研究センター特任講師

宮内 康二　医学系研究科 特任助教

佐藤 智晶　政策ビジョン研究センター特任助教

森 雅之　   JX 日鉱日石エネルギー株式会社    

 　 研究開発企画部 マネージャー

山田 敬嗣　日本電気株式会社 C&C イノベーション研究所 所長

村瀬 亨　　住友電気工業株式会社材料技術研究開発本部  

 　  情報通信研究開発本部 技師長

中塚 隆雄　 COCN 事務局長

丸山 貴広　豊田通商株式会社 プロジェクトマネージャー
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開催事業・センター主催

アジア安全保障イニシアチブ懇談会

▍▍開催趣旨
　東アジア国際関係が急速に流動化しています。かつて

地域安全保障を制度化する第一歩として期待を集めた六

カ国協議は停滞を続け、北朝鮮の核保有が既成事実にな

ろうとしています。中国についても、かつては西側諸国

との通商が拡大すれば政治的にも協調重視に傾くだろう

と期待されましたが、逆に相互依存関係を政治・軍事の

手段として用いる方向が強まっています。こうした情勢

を見据え、東京大学政策ビジョン研究センターでは、マッ

カーサー財団の後援を得てカリフォルニア大学、延世大

学との共同研究、「アジア安全保障イニシアチブ」を過

去 2 年にわたって進めてまいりました。今回は、日本

国際問題研究所との共催によって、その研究成果を踏ま

えた政策提言を政策実務家の皆様に報告し、ご意見をい

ただくための会合を、2010 年 11 月 18 日、19 日の２

日間にわたってキャピトルホテル東急で開催しました。

報告を担当したのは、カリフォルニア大学バークレイ

校の T. J. ペンペル教授、延世大学国際学大学院の韓碩

熙（ハン・スッキ）　教授、および本学の藤原帰一教授

で、東京開催の本会合は、中国（11 月 15 日）、韓国（11

月 17 日）に次ぐ、第 3 回のセッションに当たります。

日時：平成 22 年 11 月 18 日（木） 19:00 ～ 20:30  

  　　　19 日（金） 12:00 ～ 13:30

場所：ザ・キャピトル東急ホテル

共催：東京大学政策ビジョン研究センター／日本国際問

題研究所

 ▍プログラム

Ｔ．Ｊ．ペンペル    東アジア安全保障の課題　（10 分）

韓碩熙    北東アジア安全保障の将来　（10 分）

藤原帰一    経済と安全保障の交錯　（10 分）

討議・懇談 

 ▍開催報告

アジアにおける安全保障協力の現状

11 月 18 日の政治家の方々をお招きした会合では、冒頭、

城山英明・東京大学政策ビジョン研究センター長と野上

義二・日本国際問題研究所長から謝意が述べられ、政策

提言のフィードバックを目指した本会合の試みが大学に

とり実験的であること、安全保障の多角的枠組みが出遅

れているアジアにおけるこうした取り組みが有意義であ

ることが述べられました。

　続いて 3 名のスピーカーが各 15 分の発表を行ったの

ち、全体の討議に入りました。フロアは、東アジア共同

体と EU では、あまりに環境の整い方に違いがあるとい

う意見が大勢を占め、殊にアジアにおける米国のプレゼ

ンスに違いの原因を求める意見や、米国がアジアにおい

て安全保障に関する多国間制度をどの程度支持している

かは不明だとする指摘、歴史問題の解決が図られていな

いことに違いの理由を求める意見などが出されました。

また、外交問題への各国世論の影響に関し、EU が発展

した時代と異なり現在では格段に情報革命が進んでいる

こと、外交の国内政治化がアジア各国で進んでおり、外

交のプロフェッショナリズムが欠如する傾向にあるこ

と、情報公開と外交との間に存在する緊張関係なども指

摘されました。同時に、国民の相互理解を深めるために

は、歴史問題では緊張が生じがちなので、スポーツなど

の分野から交流を深めるべきだとする意見が出され、日

韓関係が劇的に変化したように日中関係や中国の政治体

制も変化していくだろうという予測も出されました。

北東アジアの緊張緩和―軍備モラトリアム、軍事協力、

経済的相互依存の効果

　19 日に行われた行政官や専門家を主としてお招きし

たセッションでも、前日と同様のスピーカー３名の発表

の後、各参加者から質問や意見が出されました。まず、

国家間の対話で優先順位や価値観が違う場合にどのよう

に交渉を進めるべきか、軍備に関するモラトリアムは優

位にあるものの優位を固定する性質を持つため難しく、

新興国に対してどのように説得するのかという質問が出

されました。中国の経済成長は右肩上がりの状況で、中

国海軍の動きは今後 10 年ますます大きくなってくるだ

ろうという予測、まずは現実の危機を回避するしくみが

重要ではないかという意見も出されました。また軍事協

力については、NATO の取り組みを参考にすべきほか、

中国との間では、各国の軍同士の紳士協定を大切にする

とともに、今般のハイチでの災害活動に象徴されるよう

な、安全保障との関わりが薄い領域での協力を深めるこ

とが選択肢として挙げられるという指摘がなされまし

た。
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開催事業・センター主催

日本の航空の明日を考える　	 	
日本の航空 100 年記念フォーラム

▍▍開催趣旨
　今年は、1910 年 12 月に徳川好敏陸軍工兵大尉と日

野熊蔵陸軍歩兵大尉が東京・代々木練兵場（現在の代々

木公園）で我が国初の動力機による公開飛行を実施して

からちょうど１００年目にあたります。この間、航空輸

送量は飛躍的に伸び、いまや航空機は経済活動や生活に

なくてはならないものとなっています。

　一方で、我が国は少子高齢化の進展や人口減少に歯止

めがかからず、また、リーマンショック以後の景気低迷

も相まって、航空会社の経営環境は非常に厳しく、地方

路線を中心とした航空ネットワークの維持・活性化が緊

急の課題となっています。

　そこで、この節目の年に産官学の有識者を招き、これ

までの我が国の航空の発展を振り返りつつ、今後のさら

なる発展のために、今何が求められているかについて、

議論・提言を行いました。

日時：2010.12.7, 13:30~17:30

場所：東京大学安田講堂

主催：東京大学航空イノベーション研究会 , 東京大学総

括プロジェクト機構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

後援：国土交通省 , ㈶日本航空協会 , ㈳日本航空宇宙工

業会 , 全国地域航空システム推進協議会

 ▍基調講演 

　　University of British Columbia Oum, Tae Hoon

 ▍  講演 

　　テーマ１ 「日本の航空 100 年を振り返って」

　　講師 日本航空協会文化情報室部長 酒井正子

　　テーマ２ 「リージョナルジェットの可能性」

　　講師 三菱航空機㈱取締役会長 戸田信雄

　　テーマ３ 「日本の航空の課題」

　　講師 国土交通省航空局監理部航空事業課長 篠原康弘

　　テーマ４ 「地域航空維持のための各国の制度」

　　講師 東京大学特任准教授 岡野まさ子

 ▍パネルディスカッション

　コーディネーター

　　鈴木真二（東京大学航空宇宙工学専攻教授）

　パネリスト

　　浅井俊隆（石川県企画振興部次長）

　　阿部信一（全日本空輸㈱企画室ネットワーク戦略部部長）

　　内山拓郎（㈱フジドリームエアラインズ取締役副社長）

　　宍戸昌憲（㈱三菱商事産業金融事業本部エアライン

 　　　ビジネスユニットマネージャー）

　　日原勝也（東京大学公共政策大学院特任教授）　

 ▍開催報告

　松本洋一郎理事・副学長からの開会挨拶に続いて、オ

ーム教授（世界航空学会会長）より基調講演がありまし

た。基調講演では、将来的には北東アジアでオープンス

カイブロックを形成すべきといった提言がなされまし

た。また、日本航空協会の酒井氏は、日本の航空の歴史

を概説したうえで、首都圏空港の容量拡大を機に航空機

の小型化を進めるべきと述べ、三菱航空機株式会社の戸

田氏からは、現在開発中の MRJ の高い環境性能やリー

ジョナルジェットの将来展望が示されました。さらに、

国土交通省の篠原氏は、国土交通省成長戦略を中心に政

策の方向性を説明しました。

　後半は、岡野特任准教授が、地域航空維持のための各

国の制度等を紹介した後、パネルディスカッションが開

催され、能登空港の事例等を基に国内航空ネットワーク

の維持・活性化のための取り組みやリージョナルジェッ

トの可能性について活発な議論がなされました。鈴木教

授が、国が高速交通のグランドデザインを描いたうえで、

自治体と運航者との協働、公租公課の引き下げや機材・

整備費等の共有化による運航費削減、さらに、リージョ

ナルジェットを活用した航空ネットワークの再構築など

に取り組む必要があると議論を総括し、提言とされまし

た。

　最後に、森田朗教授（政策ビジョン研究センターシニ

ア・フェロー）が、総合大学としての強みを生かして東

京大学としても航空の発展に貢献していきたい旨ご挨拶

をして、閉会となりました。
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開催事業・センター主催

科学技術ガバナンス研究会		 	 	
連続ヒアリング企画

　

第 1 回 : 坂井修一教授（情報理工学系研究科 ) 

診療データの利活用における問題点と将来展望 
4月21日 （水） 13:00 ～14:30. . 　

第 2 回 : 中須賀 真一 教授（工学系研究科）  
4月23日 （金） 15:00 ～16:30.  

第 3 回 : 五神 真 教授（工学系研究科附属光量子科学

研究センター長／理学系研究科教授）  
5月11日 （火） 10:00 ～12:00. .  

  　

第 4 回 : 片岡 一則 教授（工学系研究科マテリアル工学

専攻／医学系研究科臨床医工学部門）  
5月14日 （金） 16:00 ～17:30.  

第 5 回 : 渋谷 健司 教授（医学系研究科国際保健学専攻） 
5月18日 （火） 10:30 ～12:00  

第 6 回 : 下山 勲 教授（情報理工学系研究科知能機械

情報学専攻）     
5月21日 （金） 16:00 ～17:30.  

第 7 回 : 柳瀬 唯夫（経済産業省産業再生課 課長）  
5月24日 （月） 09:00 ～10:30.  

第 8 回 : 豊島 聰（独立行政法人医薬品医療機器総合機

構 シニアアドバイザー）    
5月25日 （火） 10:00 ～11:30.

第 9 回 : 山地 憲治（財団法人地球環境産業技術研究機

構 理事・研究所長）    
5月31日 （月） 09:30 ～11:00  

第 10 回 : 唐木 英明 教授（東京大学名誉教授）  
6月7日 （月） 13:00 ～15:00.  

第 11 回 : 薬師寺 泰蔵 氏（財団法人 世界平和研究所） 
6月10日 （木） 10:00 ～12:00

第 12 回 : 木村 貴文 教授、青井 貴之 教授（京都大学 

iPS 細胞研究所（CiRA） 規制科学部門）  
6月11日 （金） 13:30 ～15:00  

第 13 回 : 仙石 慎太郎 准教授（京都大学 iCeMS イノベー

ションマネジメントグループ代表）  
11月18日 (木） 10:00 ～11:30.  

第 14 回 : 原田 幸明（物質・材料研究機構　元素戦略セ

ンター長）     
11月26日 （金） 17:00 ～18:30  

特別企画：鈴木寛文科副大臣 講演会   

 　7月3日 （土） 18:30 ～ 20:00

 　

　国の「新成長戦略」では、課題解決型の戦略的イ

ノベーションを支援していく姿勢を、明確に打ち出し

ており、科学技術にはそうした成長を支える、プラッ

トフォームとしての役割が求められています。　総合

科学技術会議で進める、第４期科学技術基本計画に

向けた議論においても、課題解決型の戦略的イノベー

ションを支援していく姿勢が明確に打ち出されており、

また、そのためのツールの 1 つとして、社会と科学技

術イノベーションとの関係深化に向け、テクノロジーア

セスメント（技術の社会影響評価）等に基づいた取

組を推進するとしています。現在設置が検討されてい

る科学技術戦略本部（仮称）も、そのためのツールと

いう側面を持っていると思われます。

　このような状況においては、テクノロジーアセスメン

トや科学技術戦略本部といった、社会と科学技術の

媒介となる制度・組織のあり方（箱）のあり方につい

て議論を深めるとともに、現在、科学技術の現場で

社会との関係で何が問題となっているのか（中身）を、

分野横断的に具体的にマッピングし、科学技術に関

わる多様な社会的価値とそのガバナンスのあり方につ

いて、包括的な知見と視点を得ることが重要であると

考えられます。

　そのため、「科学技術ガバナンス研究会」と題した

連続ヒアリング研究会合を開催し、各分野でご活躍

されている研究者や政策実務家の皆様をお招きして、

自由かつ幅広くご意見をお伺いするとともに、政策ビ

ジョンセンター 技術ガバナンス研究ユニット及び、公

共政策大学院 I2TA（先進技術の社会影響評価（TA）

手法の開発と社会への定着）プロジェクト等にかかわ

る政策研究者との議論を行う場を設けました。 
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開催事業・センター主催

　当センターでは現代社会が直面している政策課題について
議論する PARI 政策研究会を、設立当初より月 1 ～ 2 回程の
頻度で開催しています。参加メンバーは学内の教職員、大学
院生、学外の関係者、客員研究員等ですが、ウェブサイト上
で議事要旨の報告も行っています。各回のテーマおよび講演
者は下記のとおりです。平成 22 年度は 7 回開催しました。

PARI 政策研究会

第 1 回 : 政策課題についてのブレインストーミング 
2008 年 11月26日. . . .

政策ビジョン研究センター客員研究員・メンバー

第 2 回 : 知的財産とイノベーション   
2008 年 12月10日. . . .

渡部.俊也.先端科学技術研究センター.教授.

第 3 回 : 医療政策    
2008 年 12月22日. . . .

畑中綾子／公共政策大学院.特任研究員.

第 4 回 : 再生医療    
2009 年 1月14日.. . . .

星.和人／医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部准教授.

第 5 回 : 知の構造化の政策研究への応用  
2009 年 1月21日.. . . .

美馬.秀樹／知の構造化センター、 工学系研究科准教授.

第 6 回 : 医療知識の構造化研究について～ダイセル化学工
業 株式会社の事例～    
2009 年 1月22日.. . . .

小河義美／ダイセル化学工業株式会社.執行役員.播磨工場長

第 7 回 : 科学技術ガバナンス   
2009 年 2月3日. . . . .

松浦.正浩／公共政策大学院　海洋アライアンス.特任准教授.

第 8 回 : 医療知識の構造化研究～農商工連携の事例 
2009 年 3月11日.. . . .

神成.淳司／慶應義塾大学　環境情報学部.専任講師.

第 9 回 : 知的財産分野におけるこれまでの取り組みと今後の課題
2009 年 4月9日. . . . .

杉光一成／金沢工業大学.大学院工学研究科.教授

第 10 回 : 持続可能な福祉社会の構想～福祉政策と環境・都市政策の融合 

2009 年 4月20日.. . . .

広井良典／千葉大学教授.

第 11 回 : 行政実務経験者からみた日本の社会保障政策の構図と展望 
2009 年 5月18日. . . . .

辻哲夫／高齢社会総合研究機構教授

第 12 回 : 特許の何が問題なのか   
2009 年 5月22日.. . . .

大島.春行／ NHK 解説委員.

第 13 回 : 市民後見による地域福祉経済の活性化  
2009 年 9月4日. . . . .

宮内.康二／医学系研究科特任助教..  
第 14 回 : 医療 IT 政策    

2009 年 9月8日. . . . .

秋山　昌範.教授／政策ビジョン研究センター教授...

第 15 回 : フード・コミュニケーション・プロジェクト 
2009 年 10月16日. . . .

神井.弘之／農林水産省／消費・安全局　表示・規格課

フード ・コミュニケーション ・プロジェクトチーム・ リーダー..

第 16 回 : 公益資本主義の確立に向けて  
2009 年 10月22日. . . .

Dr..David.James.Brunner／ハーバード大学ビジネススクー

ル研究員..

第 17 回 : 公共政策としてのインフルエンザ対策 : イスラエ
ルの経験     .

2009 年 11月16日. . .

Dr.Illana.Belmaker ／ Regional.MEdical.Officer.of. the.

Ministry.of.Health

第 18 回 : コンストラクションマネイジメントの新ビジネスモ
デル : イスラエルの経験    
平成 22年 02月22日. . . .

坂田　明／明豊ファシリティワークス社長..

第 19 回 : エコパークプロジェクトの展開  
2010 年 4月21日.. . . .

倉本泰信／前南西イングランド地域開発公社.日本代表

第 20 回 : 日本の医療戦略    
2010 年 4月23日.. . . .

山本雄士／科学技術振興機構.研究開発戦略センター.フェロー

第 21 回 : APEC2010 における取組   
2010 年 7月5日. . . . .

田村暁彦／経済産業省APEC 交渉官

第 22 回 : APEC・アジアにおける経済統合の問題 
2010 年 10月18日. . . .

マイケル ・プラマー教授／OECD 開発政策課長

第 23 回 : EHR 班会議での発表を踏まえた意見交換会 
2010 年 11月8日. . . . .

長谷川英重／OMG アンバセダ

第 24 回 : 日本社会の高齢化と経済   
2010 年 12月14日. . .

Henry.Tricks.／エコノミスト.東京支局長

第 25 回 : フード・コミュニケーション・プロジェクト 
2011年 2月15日. . . . .

神井.弘之／農林水産省／消費・安全局　表示・規格課

フード ・コミュニケーション ・プロジェクトチーム・ リーダー

photo by Ryoma.K

開催事業 / PARI 政策研究会
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開催事業・共催イベント等

開催事業 / 共催事業

第 6回 ITPU 国際セミナー▍

北東アジアにおける航空市場の▍ ▍ ▍
自由化と域内協力

日時：2010 年 6 月11 日（金）9:30 ～ 18:00
場所：ホテル日航関西空港
主催：公共政策大学院国際交通政策研究ユニット（ITPU）
共催：政策ビジョン研究センター

シンポジウム　

原子力法制システムの改革に向けて
日時：2010 年 8 月 25 日（水）　13：00-17：00
場所： 鉄門記念講堂
主催：原子力法制研究会
共催：グローバルＣＯＥプログラム「世界を先導する原子力教育
　　　研究イニシアチブ」
　　　政策ビジョン研究センター
　　　日本原子力学会原子力法制検討会

公開シンポジウム.

テクノロジーアセスメント（TA）の実践と▍ ▍
わが国における制度化の課題

日時：2010 年 8 月 30 日（月）　10：00-17：00
場所：福武ラーニングシアター
主催：公共政策大学院科学技術と公共政策研究ユニット I2TA
プロジェクト、 （独）物質・材料研究機構
共催：政策ビジョン研究センター
後援：（独）科学技術振興機構・社会技術研究開発センター、
NPO 法人市民科学研究室、研究技術計画学会テクノロジーアセ
スメント研究懇談会等 

島内.憲氏 （前.在ブラジル特命全権大使） 講演    

我が国の新興国外交とブラジル	
日時 ：2010 年 11 月 24 日（水）　13:00 ～ 14:30
会場 ：本郷キャンパス 法学部 4 号館 8 階 大会議室
共催 ：政策ビジョン研究センター

共同事実確認の日本導入に関する▍ ▍ ▍
国際ワークショップ

日時：2 月15 日（火）13:30 ～ 15:45（13:15 開場）
場所：日仏会館 ホール
主催：公共政策大学院 科学技術と公共政策研究ユニット
共催：政策ビジョン研究センター

情報システム投資から▍ ▍ ▍ ▍
ベネフィットを具現する

日時：2 月 24 日（木）14:00 ～ 17:30
場所： 情報学環・福武ホール
主催：公共政策大学院科学技術と公共政策研究ユニット
　　　社団法人行政情報システム研究所
共催：政策ビジョン研究センター

科学技術イノベーション政策の科学の▍ ▍
構築に向けて

日時：3 月1 日（火）13:00 ～ 18:30
場所：工学部 2 号館 221 号室
主催：工学系研究科総合研究機構イノベーション研究センター
共催：政策ビジョン研究センター

アジアの海の国際秩序▍▍ ▍ ▍ ▍
～持続可能な海上交通に向けて～

日時：3 月 3 日（木）13:30 ～ 17:15　
場所：国際文化会館 講堂
主催：公共政策大学院海洋政策研究ユニット
共催：政策ビジョン研究センター
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開催事業・共催イベント等

開催事業 / 共催事業

テクノロジーアセスメント（TA）は▍ ▍ ▍
どのように政策や社会に貢献できるか？

日時：3 月 7 日（月）14:00 ～ 16:40
場所：福武ラーニングシアター
主催：公共政策大学院科学技術公共政策ユニット I2TA
共催：政策ビジョン研究センター、
後援（予定）：（独）科学技術振興機構・社会技術研究開発センター、

（独）物質・材料研究機構、NPO 法人市民科学研究室、研究技
術計画学会、テクノロジーアセスメント研究懇談会

宇宙政策とガバナンス▍ワークショップ
日時：3 月12 日（土）14:00 ～ 18:00
場所：経済学研究科学術交流棟・小島ホール
主催：公共政策大学院科学技術と公共政策研究ユニット
共催：政策ビジョン研究センター

公開シンポジウム

次期国際有人宇宙計画のあり方▍ ▍ ▍
多面的政策討議に向けて

日時：2010 年 5 月 26 日 ( 水 )13:30 ～ 18:00
場所：小柴ホール
主催：公共政策大学院科学技術と公共政策研究ユニット
　　　ＪＡＭＳＳ（有人宇宙システム株式会社）
後援：ＪＡＸＡ（航空宇宙研究開発機構）
　　　政策ビジョン研究センター

超音波治療機器パネルディスカッション

先端的な超音波治療機器及び治療法の▍ ▍
早期導入に向けて

日時：2010 年 6 月12 日 ( 土 )13:30 ～ 16:30
場所：大手町産経プラザ
主催：JSTU（日本超音波治療研究会） 
協力：政策ビジョン研究センター

The 12th China-Japan-Korea Joint 
Symposium on Medical Informatics
（CJKMI 2010）

日時：November 19 Friday 2010 (1st day of JCMI 2010)
場所：ACTCITY Hamamatsu in Japan
主催：Organizing Committee for CJK: Prof. Masanori Akiyama 
※「地域医療情報研究実証プロジェクト」の関連活動。

究極のER診療▍～国境を越えて～
日時：2010 年 11 月 30 日（火）18:00-20:00
場所：医学部 臨床講堂（会費無料）
主催：東京都の救急医療を考える会、医学部付属病院救急部・
集中治療部、三井記念病院
後援：東京都医師会
司会：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
　　　政策ビジョン研究センター協力教員）

高レベル放射性廃棄物処分問題の▍▍ ▍
政治の役割について

日時：2010 年 12 月17 日（金）13:00-17:30
場所：日本科学未来館（参加費無料）
主催：( 社 ) 日本原子力産業協会､ 関西原子力懇談会､
　　　中部原子力懇談会､東北原子力懇談会、北陸原子力懇談会、
　　　( 社 ) 茨城原子力協議会
　　　※「技術ガバナンス研究ユニット」の関連活動。

根拠に基づく科学技術イノベーション政策▍▍
のための実践とコミュニティの発展に向けて

日時：3 月11 日（金）14:00 ～ 17:30

場所：国際文化会館

主催：公共政策大学院科学技術と公共政策研究ユニット

　　　I2TA プロジェクト、オランダ・ラテナウ研究所

後援：政策ビジョン研究センター

       　 駐日オランダ大使館、

　　　（独）科学技術振興機構・社会技術研究開発センター
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設立年度からの開催事業リスト

    シンポジウム・国際会議等

1） 政策ビジョン研究センター設立記念フォーラム   
主催、 平成 20 年 11月14日

2） 大学における政策形成支援手法ワークショップ   
主催、 平成 21年 3月16日

3） 東アジア・イノベーション政策カンファレンス   
共催、 平成 20 年 11月28日

4） 2008 年度「仮想政府」セミナー    
後援、 平成 21年 2月9日

5） 第 3 回 SEPP 公開フォーラム第 44 回公共政策セミナー  
共催、 平成 21年 2月13日

6） 公開シンポジウム「医療情報の標準化と IT 政策を考える」  
共催、 平成 21年 3月13日

7） 第 4 回 ITPU 国際セミナー第 46 回公共政策セミナー  
共催、 平成 21年 3月19日

8） 航空イノベーション研究会　第 2 回シンポジウム「航空の未来」
共催、 平成 21年 3月25日

9） シンポジウム : 東京都の医療崩壊を防ぐには「救急医療の東京
ルールの概要と展望」     
共催、 平成 21年 3月26日

10） 特許とイノベーションに関する国際シンポジウム　イノベーショ
ンにおける競争と協調　－次世代の特許制度を考える－  
主催、 平成 21年 6月11日

11） 国際フォーラム　北東アジア安全保障の構築に向けて  
主催、 平成 21年 7月4日

12） PARI 設立 1 周年記念フォーラム    
主催、 平成 21年 10月28日

13） アジア知財学術カンファレンス    
主催、 平成 21年 11月12日

14） クリニカルデータ国際シンポジウム    
主催、 平成 22年 3月5日

15） 第 2 回アジアイノベーションカンファレンス AIC2009  
共催、 平成 21年 11月5日～ 6日

16） 日仏合作グライダー 100 年記念講演会式典   
共催、 平成 21年 12月9日

17） 国際会議 : 持続可能な社会への移行に向けたトランジション・
マネジメント      
共催、 平成 22年 2月13日

18） 第 5 回 ITPU 国際セミナー第 55 回 公共政策セミナー  
共催、 平成 22年 2月19日

19） 公開シンポジウム「科学技術プロセスのオープン化  
テクノロジーアセスメントTA の新たな潮流とわが国での制度化」 
共催、 平成 22年 3月9日

20） 北極海のガヴァナンス : 多様なステークホルダーと課題設定の諸
相共催、 平成 22年 3月10日   
 

21） 第 5 回仮想政府セミナー 政府における IT マネジメント‐英
国政府の実践から学ぶ     
共催、 平成 22年 3月12日

22） 3 極特許庁長官との対話会議拡大ユーザーカンファレンス共催
平成 21年 11月12日

23） ESRI 国際シンポジウム　次代の社会・経済・科学技術政策　
サービス・イノベーションは日本経済を救う救世主になるか 
協力、 平成 22年 3月3日

24） 科学技術ガバナンス研究会 特別講演会・ディスカッション
- 科学技術ガバナンスの未来とテクノロジーアセスメント - 
平成 22年 7月3日開催、 於 : 国際文化会館講堂.約 70 名参加

25） The Second Workshop on “The Economic Security Nexus in 
Northeast Asia”      
平成 22年 8月23日～24日ワークショップ／8月25日～26日ト

レーニングセッション／クローズド、於 :.国際文化会館、海外7大学、

国内 4大学、 外務省他 4 機関、 2企業が参加

26） 欧州と日本における科学技術ガバナンス会合   
平成 22年 10月 03日開催、 於 : 京都大学医学部.芝蘭会館山

内ホール、 国内外14 の大学、 機関が参加

27） 第 1 回日独高齢化社会国際会議    
平成 22年 10月05日開催、於 : 京都ホテルオークラ/東京大学、

名古屋大学、 ドイツ科学技術アカデミー acatech、 ドイツ大使館、

産業競争力懇談会　2 大学、 3 機関が参加

28） アジア安全保障イニシアチブ懇談会   
平成 22年11月18日～19日開催、於 : ザ・キャピトルホテル東急、

4大学、 4政党、 3 機関、 メディア 2 社、 1研究会が参加

29） 日本の航空の明日を考える　日本の航空 100 年記念フォーラム 
平成 22年 12月7日、 於 : 安田講堂

　2008 年に設立記念フォーラムを開催して以来、当セン
ターでは様々なイベントを開催してきました。平成 22 年度
は 43 回のシンポジウムや国際会議等を開催しました。その
内主催で開催したものは、下記末尾の 6 回です。
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メディア情報

新聞記事

 ▍ 日本経済新聞
新しい日本へ（城山英明教授のコメント掲載）　2011/6/28

やさしい経済学「ネットワーク理論でみた技術革新」（坂田一郎教授）
2010/7/7-19　全 8 回連載

仮想空間での商行為 ルール検討（杉光一成教授）　2010/6/21

ニッポン復活の 10 年　「長寿」の国家モデルを　2010/1/1

大学の研究成果特許化推進を　東大・京大が提言　2009/6/12　
特許の国際シンポジウム　東大・京大が共催　2009/6/10　

経済教室
原子力安全の体制見直せ（城山英明教授）　2011/5/20

まちの再生、被災地主導で（大西隆教授）　2011/5/11

震災とネットの役割　（松尾豊准教授）　2011/5/5

台頭するアジアの科学技術研究　（坂田一郎教授）　2011/1/13

政策決定過程　鳩山政権への注文（城山英明教授）　2010/2/26

政府、リスク管理手法磨け（林良造教授）　2009/10/22

知的資源大国へ戦略持て（杉光一成教授）　2010/10/19

層の厚い基幹産業育てよ（大西隆教授）　2009/8/4

グリーン・イノベーション下の特許制度 （坂田一郎教授） 2009/6/24
社会の構造「高齢者標準」に（森田朗教授）　2009/4/17

 ▍ 日経産業新聞
電子カルテ　病院間の共有 3 割安く（秋山昌範教授）　2010/7/14

「イノベーションを問う」 （坂田一郎教授）　2010/3/2

 ▍ 日刊工業新聞
「つながり」の視点で復興を（坂田一郎教授）　2011/6/20

中小支援システム　取引先検索 容易に　2011/4/6

社説：高齢者標準で新産業の創出を　2011/3/7

高齢者視点の社会創出　産学官で新産業を　 2011/3/2
シルバーニューディール 「高齢者が標準」の社会づくり　2010/3/5

シルバーニューディール実現へ 助成制度創設など提言　2010/2/15

日中韓の学術機関・大学連携 学術視点で「知財」提言 2009/11/13
イノベーションで課題解決　アジア共同体を創設　2009/11/7

高齢化社会や知財 研究成果を報告　2009/10/29

国際知財学術会議 創設へ　日米欧アの大学など参画　2009/10/16

東アジア共同体構想　学術面から推進　2009/10/9

東大政策ビジョン研、発足 1 年　2009/9/22

社説 大学の知財戦略　「知」と「技術」の接近を図れ　2009/8/26

産学協調で政策提言　「活力ある高齢化社会へ一石」　2009/7/28

東大・京大、特許制度で「15 の提言」　2009/7/27

定着するか―東大が提唱　シルバー・ニューディール　2009/3/30

次世代のイノベーションを考える（坂田一郎教授）　2009/1/5-26

全 4 回連載
東大が政策ビジョン研究センター 社会貢献へ意見発信　2008/11/14

 ▍ 朝日新聞
まず安全基準から議論を　（城山英明教授）　2011/6/16　

 ▍ 毎日新聞
救急センター調査：救命存続へ　抜本的改善が急務　2009/5/24 

▍▍ 読売新聞
ワクチン接種、市民の 6 割が希望　東大調査　2009/10/19

新型インフル用ワクチン　東大　政府に提言　2009/8/13

 ▍ 共同通信
Japan's nuclear regulatory reform may be easier said than done"
2011/6/21   ( 城山英明教授コメント掲載、KYODO NEWS) 

 ▍ フジサンケイ ビジネスアイ
東大がネット活用支援システム　2010/12/15

「大学の知識」政策活用提言　東大がフォーラム　2009/10/29

「生かせ！知財ビジネス」（坂田一郎教授） 2009/3/23-2010/12/20
全 5 回連載

 ▍ フジサンケイ インテレク＋アイ
イノベーション創造へ 東大と京大がシンポジウム　2009/6/14　
6 月、東大と京大が合同で知財の国際シンポジウム開催 2009/3/19

 ▍ 東京大学新聞
技術革新を促す特許制度とは　2009/6/9　
高齢化問題に横断型で挑む　危機を前に知識結集　2009/6/2

政策提言の方針示す　政策ビジョン研究センター　2009/2/10

知的資源を政策決定に活用 東大に研究センター設置　2008/9/2

テレビ・雑誌・機関誌等

 ▍ NHK
視点・論点

高齢者を標準とする社会へ（森田朗教授）　2009/3/5

「空気」の研究（森田朗教授）　2010/9/14

NHK ワールド 
特集：「日本の平均寿命世界一更新」（森田朗教授）　2010/7/30　

NHK ラジオ（ラジオ第一放送）
地域主権国家を考える（坂田一郎教授）　2009/11/02

新しいネットワークがイノベーションをうむ（坂田一郎教授） 2009/06/01
課題先進国日本を考える、東大シンクタンク発足」（森田朗教授）
2008/12/11

 ▍ 日経 CNBC
アジアにおける技術開発の現状（坂田一郎教授）　2011/2/4

 ▍ WBS（ワールドビジネスサテライト）
シルバーニューディール（森田朗教授）　2010/7/22

 ▍ 月刊ジャーマック
誌上研修 （2011 年 5 月号）

診療データの利活用における問題点と将来展望 （秋山昌範教授）  

 ▍ 商工ジャーナル
特集　2010 新たな成長への道

シルバーニューディールで拓く未来 （坂田一郎教授）　2010/1/1
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ウェブサイトからの発信

　政策ビジョン研究センターの広報活動における柱

はウェブサイトからの発信です。政策提言や Policy 

Issues, Working Paper など、当センターの研究活

動における成果物は全てウェブ上に公表しているほ

か、当センターが主催する各種シンポジウムや国際

会議、政策研究会等の議事要旨や配布資料を、随時

掲載しています。

　また、各研究ユニットからのキーワードを集めた

用語集や将来推計人口を可視化したアニメーション

グラフ、コラム、学内広報に毎月掲載ししている連

載記事「Policy + alt」等、オリジナルのコンテンツ

を配信しています。

　2011 年に入ってからは、ブクログのウェブ本棚

に、当センター所属研究者の著作を掲載したほか、

Facebook や Twitter などのソーシャルメディアを

積極的に活用し、より多くの皆様とのコミュニケー

ションを図れるよう取り組んでおります。

twitter 公式アカウント : http://twitter.com/t_pari

facebook ページ :▍http://www.facebook.com/todai.pari

　

アクセス解析

　2008 年 11 月にウェブサイトを公開して以来、アク

セス数（ページビュー数）は、順調に増加しています。

2011 年に入り特に震災以降、平日は通常 1000 アクセ

スを超えるようになりました。訪問者層は、2010 年ま

ではリピーターが半数程度で、学内からのアクセスが多

くありましたが、2011 年からは約 7 割が新規ユーザー

で、学外からのアクセスも増えました。また、検索エン

ジンからキーワードを介してのアクセスが大半だった頃

に比べ、ソーシャルメディアからのアクセスが増えたこ

とも、2011 年以降の特徴としてあげられます。

 ▍利用状況

年度▍▍ 　▍▍　▍　2009　　　▍2010　　

訪問数　▍ 　　　▍50,377▍▍ ▍▍▍52,810　　
ページビュー数　　▍228,653▍▍ ▍▍▍214,588
平均ページビュー　▍4.54▍▍ ▍▍▍4.06
直帰率　▍ 　　▍▍▍▍▍▍40.27%▍▍ ▍▍▍44.88%
平均滞在時間　　　▍03:05▍ ▍▍▍02:59
新規訪問割合　　　▍50.95%▍▍▍▍ ▍▍▍56.07%

用語集  

　各研究ユニットの最先端の研究内容をよりご理解いた

だけるよう、政策関連用語集を作成し、ウェブサイトにて

公開しています。  http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/words.html

 ▍研究ユニット関連キーワード（92 ワード）

知的財産権とイノベーション研究ユニット 

医療における IT 政策研究ユニット   

安全保障研究ユニット   

医療機器の開発に関する政策研究ユニット

技術ガバナンス研究ユニット

航空政策研究ユニット    

生命・医療倫理政策研究ユニット

市民後見研究ユニット

再生医療政策研究ユニット

 ▍政策ビジョン研究センターオリジナル用語（3 ワード）

ウェブ本棚

　ブクログ上に東京大学政策ビジョン研究センターの

ウェブ本棚を設置し、当センター所属研究者の著作 146

冊（共著・翻訳含む）を、15 のカテゴリー別に掲載し

ています。著者別の検索にもご利用いただけるほか、類

似の専門分野に取り組む若手研究者による書評へのリン

クも張っています。※（）内の数字は冊数です。

   　　　http://booklog.jp/users/todai-pari    

すべて (146)

行政学理論 (7)

地方自治 (15)

公共政策 (7)

国際行政論 (8)

科学技術政策 (10)

政策過程論 (4)

地域経済 (6)

イノベーション (2)

医療政策 (18)

知的財産権 (5)

航空技術 (7)

国際政治 (30)

比較政治 (12)

地域研究 (8)

その他 (4)
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可視化データ

　政策ビジョン研究センターでは、科学的エビデン

スに基づいた政策発信を行うと同時に、エビデンス

となるデータを可視化し、わかりやすく提示する

ための、新しい情報技術を積極的に取り入れるこ

とに努めています。2010 年 6 月には、米 Google 

の提供する gadget（ガジェット）の 1 つである、

Motion chart（モーションチャート）を用いて、

2005 年～ 2035 年の都道府県別 将来推計人口を年

齢区分毎に示す、アニメーショングラフを作成し、

ウェブサイトで公開しました。 

　

http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/gap_aged2_2005_2035.html  　

将来推計人口のアニメーショングラフ

縦軸：65 ～74歳人口、 横軸： 0 ～19 歳人口、 色：75歳以上、 バ

ブルサイズ：75歳以上で見た場合の、 2005 年～2035 年の将来推計

人口1（ 東京都、 大阪府、千葉県、 静岡県、 山形県を選択）。

0～19歳人口が減り続けるのに対し、65～74歳人口は増減が見られる。

減少が見られるのは団塊の世代が過ぎる頃であり、 その後の増加は団

塊ジュニアの高年齢化によるものと推定される。 一方で、 色とバブルサイ

ズを見ると、 75歳以上人口は継続して増加傾向にあることがわかる。 .

 ▍基本操作

　上図の再生ボタンを押すと、都道府県別 将来推計人

口の 2005 年～ 2035 年の経時変化を、動画で再生させ

ることができます。再生スピードは、再生ボタン隣のバー

で調整可能です。

　変数は、縦軸、横軸、カラー、サイズの 4 種それぞ

れに適用することができます。上図では、0-19 歳／

20-64 歳／ 65-74 歳／ 75 歳以上／ 65 歳以上／総人口

からなる 6 つの年齢区分、及び時間が変数として入れ

てあります。たとえば、縦軸を 65-74 に、横軸を total 

にすると、総人口に対する 65-75 歳の人口推移を見る

ことができます。各変数は自由に組み合わせて見ること

が可能です。

　右下の Trails にチェックを入れ、都道府県のうち、選

択した地域のみトレースすることもできます。右側の

Select 欄にある都道府県名をチェックする、もしくはグ

ラフ上のバブルを直接クリックすることで、トレースし

たい地域を選択できます。この際、選択されなかった地

域は薄く表示されます。

　初期設定はバブルチャートとなっていますが、右上の

タブをクリックすると、棒グラフ、折れ線グラフで見る

ことができます。ただし、この場合、バブルチャートで

適用できた「サイズ」は、変数から外れます。また、折

れ線グラフでは再生ボタンが消えており、横軸が時間軸

に設定されています。

 ▍オプション

　縦軸・横軸は、サイドバーの Lin を Log に切り替え

ることで、対数表示にすることができます。

　右下のボタンをクリックして表示される Opacity バー

を動かして、選択されない地域の表示濃度を調節するこ

とができます。

　チャートエリア内にマウスを置き、マウスの左ボタン

をクリックしたままドラッグして、ズームインしたいエ

リアを指定し、Zoom in を選択すると、指定エリアを拡

大表示させることができます。

 ▍応用

　Google Docs にデータをアップロードし、オリジナ

ルの Motion Cart を作成することができます。（Motion 

Cart の作成方法は Google labs で公開されています。）

また、xml コードを加工して変数の組み合わせ方や表示

サイズ等、初期設定を保存することも可能です。

 ▍その他

　この技術は、Dr. Hans Rosling（カロリンスカ研究

所）によって開発され、Gapminder として提供されて

いますが、現在ソフトウェアの版権は、Google が保持

しており、2010 年 3 月 8 日に Google が Public Data 

Explorer として、サービス提供しています。

　現在当センターでは、各種政府統計データのデータベー

ス化、およびアニメーショングラフ化を試みています。ご

不明の点は当センターまで、お問い合わせください。 
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   コラム   

　

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

大学と政策提言　
2008 年 10月16日

政策ビジョン研究センター長（当時）　森田　朗

医師を増やせば医療崩壊は止まる？　
2008 年 10月24日

政策ビジョン研究センター 准教授（当時）　中島　勧

大変革期にある世界の特許制度　
2008 年 10月30日

政策ビジョン研究センター 教授　坂田 一郎

工学知の構造化と政策ビジョン　
2008 年 11月11日

大学院工学系研究科教授　知の構造化センター長　松本洋一郎

バランスのとれた社会意思決定は如何にして可能か？
2008 年 12月3日

大学院法学政治学研究科教授　城山 英明

新しい安全保障の課題　
2008 年 12月9日

大学院法学政治学研究科教授　藤原帰一

教育による安全保障　2008 年 12月16日

政策ビジョン研究センター長（当時）　森田 朗

規制緩和から制度創造へ　
2009 年 1月28日

政策ビジョン研究センター教授　坂田 一郎

上りより下り、高齢者のエスカレータ　
2009 年 2月3日

政策ビジョン研究センター准教授　中島　勧

ブダペスト宣言から 10 年 
－社会における、社会のための科学－　
2009 年 2月9日

科学技術振興機構・社会技術研究開発センター長　有本 建男

在宅医療に医療材料の適切な供給を　.

2009 年 2月23日

公共政策大学院　特任研究員　畑中綾子

KAWAII だけでいいのか　
2009 年 4月28日　　 　　
NHK 解説委員　大島春行

新しい科学技術管理制度の創造へむけて　 
2009 年 5月7日

政策ビジョン研究センター長（当時）　森田朗

普及・啓発政策には国家試験の創設が解決策の一つに
2009 年 5月14日

金沢工業大学　知的財産科学研究センター長・教授　杉光一成

中国経済と『道徳感情論』　.

2009 年 6月4日　

政策ビジョン研究センター客員研究員　田中 修

超高齢社会の二等分線　
2010 年 4月19日

大阪府政策企画部企画室統括参事　喜多見富太郎

日本外交の隘路　
2010 年 6月15日

神奈川大学法学部准教授　佐橋 亮

政策形成における科学と政府の行動規範
2010 年 7月14日

科学技術振興機構・社会技術研究開発センター長　有本建男

スマートグリッドがもたらすもの　
2010 年 7月28日

NHK 解説委員　政策ビジョン研究センター客員研究員　大島春行

遠くて近い国ブラジル　
2010 年 10月20日

在ブラジル日本国大使館一等書記官　井上睦子 

「知的財産立国」から「知的資源立国」へ
2010年11月8日

金沢工業大学　知的財産科学研究センター長・教授　杉光一成

個人の尊厳と公共の利益　
2011年 2月3日

政策ビジョン研究センター 教授　秋山昌範

シンガポールの科学技術政策　
2011年 2月17日

大学院法学政治学研究科教授
政策ビジョン研究センター 学術顧問　森田朗 

旬の時期をどう活かすか？‐ブラジル　
2011年 3月15日

在ブラジル日本国大使館一等書記官　井上睦子

東北関東大震災復興に向けての 6 つの視点　
2011年 3月28日

政策ビジョン研究センター教授　坂田一郎

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

　

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

Policy + alt vol.1　2009 年 9月号

政策ビジョン研究センター　連載開始記念拡大版
政策ビジョン研究センター紹介
未来を創造する特許制度のための 15 の提言　
提言：安心して暮らせる活力ある長寿社会の実現を目指して
活力ある高齢化社会に向けた研究会、発足

Policy + alt vol.2　2009 年 10月号

高齢者標準の社会へ　
第一回アジア知財学術カンファレンス

Policy + alt vol.3　2009 年 11月号

PARI 一周年記念フォーラム　政治から政策へ　
パネルディスカッション：これからの政策形成と大学の役割

Policy + alt vol.4　2009 年 12月号

知財シンポジウム：国際的特許スキームの進化に向けて 
日米欧三極知財シンポジウムへのアカデミア殻の 7 つの提言

Policy + alt vol.5　2010 年 1月号

日仏合作グライダー 100 年記念講演会式典開催
クリニカルデータ国際シンポジウム（告知）

Policy + alt vol.6　2010 年 2月号

科学技術と社会の共進化に向けて　
政策関連用語集

Policy + alt vol.7　2010 年 3月号

在宅医療・看護に関する訪問調査を通じて　
技術ガバナンス関連用語解説「ロックイン」

Policy + alt vol.8　2010 年 4月号

デジタル診療情報の未来　
中間提言：「シルバーニューディール」でアクティブ・エイジング社会

Policy + alt vol.9　2010 年 5月号

ワシントン大学医学部長センター来訪
科学技術ガバナンス研究会：課題解決型の戦略的イノベーション

　 
Policy + alt vol.10　2010 年 6月号

動きでわかる将来推計人口
コラム紹介：超高齢社会の二等分線（喜多見富太郎氏）

Policy + alt vol.11　2010 年 7月号

先端機器の早期導入を実現する政策とは　
コラム紹介：規制緩和から制度創造へ（坂田一郎教授）

Policy + alt vol.12　2010 年 9月号

研究の現場と社会をつなぐ橋渡し　
地域医療情報化研究実証プロジェクト：地方で実証実験を開始

　 
Policy + alt vol.13　2010 年 10月号

高齢化社会に向けた医療制度改革を　
オーストラリア訪問調査：医療分野 ID の新法制

　 
Policy + alt vol.14　2010 年 11月号

ネガティブ思考からポジティブ思考へ　
日独高齢化社会国際会議報告：加齢による変化と可能性

　 
Policy + alt vol.15　2010 年 12 月号
エネルギー効率化のロードマップを
研究会開催報告：科学技術と社会の関係深化に向けて

　 
Policy + alt vol.16　2011年 1月号

アジアの新たな安全保障協力を　
中小企業の出会いで新しい産業を

　 
Policy + alt vol.17　2011年 2月号

技術と社会をつなぐネットワーク構築を　
コラム紹介：科学技術投資決定のあるべき姿とは（森田朗教授）

　 
Policy + alt vol.18　2011年 3月号

最終提言：高齢者標準の社会イノベーションを　
政策ビジョン研究センターオリジナル用語解説　 

学内広報

　政策ビジョン研究センターでは 2009 年 9 月より、学内
広報上に、連載記事 Policy + alt を毎月一回掲載し、ウェブ
サイトにも同内容のPDFを公開しています。Policy + altでは、
当センターが最も重要視しているトピックスを中心に、その
ときどきのホットニュースを、当センターの取り組みの様子、
活動状況などと共にご紹介しています。2010 年度までは下
記のタイトルで作成しました。   （担当：山野 泰子）
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センター規則

内規

平成２０年７月８日　総長裁定 

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

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

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

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

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

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

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

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

（事務）
第９条　センターに関する事務は、公共政策学連携研究部で行う。

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

　附則　この内規は、平成２０年７月８日から施行する。

運営委員会内規

平成２０年１０月７日　機構長裁定

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

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

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

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

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

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

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

　附則　この内規は、平成２０年１０月７日から施行する。
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センター規則

顧問、客員研究員等の委嘱に関する内規

平成２０年　９月２６日　制定
平成２０年１２月１８日　改正

平成２１年　７月２２日　改正
平成２２年　６月１１日　改正　機構長裁定

顧問、客員研究員等の委嘱に関する内規を次のとおり定める。

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

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

研究ユニット等の設置及び運営に関する内規

平成２０年　９月２６日　制定
平成２２年　６月１１日　改正　機構長裁定

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

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

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

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

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

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

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

　附則　この内規は、平成２０年　９月２６日から施行する。
　附則　この内規は、平成２２年　６月１１日から施行する。
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メンバー紹介（2011 年 3月現在）

 ▍センター長

 ▍学術顧問

 ▍専任教員　　

photos by Ryoma.K

 ▍顧問

有本 建男

肥塚 雅博

堀場 雅夫

 

 ▍併任教員 

岡野 まさ子

吉澤 剛

 

 ▍協力教員 

中島 勧

畑中 綾子

 ▍特任助教 

佐藤 智晶

 ▍特任研究員 

荒見 玲子

飯間 敏弘

小塩 篤史

小林 徹

瀬川 友史

佐々木 一

中村 裕子

三浦 瑠麗

 ▍スタッフ 

金安 双葉

小林 範子

佐藤 多歌子

村上 壽枝

山野 泰子

山本 覚

 ▍運営委員 

大江 和彦

五神 真

福田 慎一

藤原 帰一

大西 隆

科学技術振興機構・社会技術研究開発センター長

富士通株式会社 顧問  

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 

航空イノベーション総括寄付講座特任准教授

テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト

公共政策大学院 特任講師

  

 

   

医学部附属病院医療安全対策センター 講師

テクノロジーアセスメント研究実証プロジェクト

公共政策大学院 特任研究員

   

   

医療機器の開発に関する政策研究ユニット

 

地域医療情報化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

医療における IT 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 

知的財産権とイノベーション研究ユニット

知的財産権とイノベーション研究ユニット 

航空政策研究ユニット

安全保障研究ユニット

   

   

技術補佐員

助手／総務担当

技術補佐員

特任専門職員／企画担当 

特任専門職員／広報担当  

技術補佐員

   

   

医学系研究科 教授  

理学系研究科 教授  

経済学研究科 教授  

法学政治学研究科 教授

工学系研究科 教授  

城山 英明 
政策ビジョン研究センター長

公共政策大学院教授

法学政治学研究科教授併任

森田 朗
政策ビジョン研究センター学術顧問

大学院法学政治学研究科教授

公共政策大学院教授併任

秋山 昌範　　
政策ビジョン研究センター教授

マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 

客員教授

坂田 一郎
政策ビジョン研究センター   教授　

工学系研究科兼担
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 ▍客員研究員

リサーチ・アソシエイト

青戸 直哉

浅野 大介

岩下 泰善

竹田 憲

田中 修

鶴田 浩久

二宮 悦郎

平竹 雅人

福田 一徳

 

シニア・リサーチャ― 

伊藤 孝行

浦嶋 将年

小田 哲明

喜多見 富太郎

倉本 泰信

坂田 東一

杉光 一成

田村 暁彦

土屋 智子

徳永 保

橋本 正洋

 

リサーチャ― 

David James Brunner

Jiang Juan

徳田 貴仁

長島 美由紀

松尾 真紀子

柳 美樹

 

アドバイザー 

大島 春行

西山 淳一

藤田 正美

宮崎 緑

 ▍研究ユニット責任者

大江 和彦

甲斐 一郎

城山 英明

鈴木 真二

林 良造

藤原 帰一

渡部 俊哉

 ▍研究実証プロジェクト責任者

秋山 昌範

城山 英明

メンバー紹介

農林水産省大臣官房国際部 国際協力課付 

経済産業省・在外研究員  

国土交通省政務三役政策審議室 政策官 

経済産業省製造産業局鉄鋼課 課長補佐 

財務省財務総合政策研究所 研究部長 

国土交通省大臣官房人事課 企画官 

財務省大臣官房付  

内閣官房国家戦略室  

経済産業省大臣官房秘書課 課長補佐 

  

  

名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授 

鹿島建設株式会社・執行役員  

大阪大学大学院工学研究科 特任准教授 

　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

前 南西イングランド地域開発公社 日本代表

文部科学省・顧問  

金沢工業大学大学院工学研究科 教授 

経済産業省通商政策局 通商交渉調整官 

電力中央研究所 社会経済研究所 

地域政策領域リーダー  

文部科学省国立教育政策研究所・所長    

経済産業省特許庁 審査業務部長 

 

 

　　　　　東京財団 研究員

東北大学大学院工学研究科 研究員 

税理士法人高野総合会計事務所 弁護士、税理士 

（財）地球環境産業技術研究機構 研究員 

公共政策大学院　特任研究員

財団法人日本エネルギー経済研究所

地球環境ユニット温暖化政策グル―プ主任研究員 

  

  

NHK 解説委員  

三菱重工業株式会社 顧問

ジャーナリスト  

千葉商科大学政策情報学部 学部長・教授 

医学系研究科 教授

医療における IT 政策研究ユニット

医学系研究科教授

市民後見研究ユニット

公共政策大学院教授

技術ガバナンス研究ユニット

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

先端科学技術研究センター教授

知的財産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教授

地域医療情報研究実証プロジェクト

公共政策大学院教授

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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震災復興政策支援サイト

 ▍復興への提言

科学的なエビデンスに基づく政策提言を行うことを目指し、当セン
ターおよび関連機関の震災復興に関する研究成果を発信します。

アメリカ合衆国の災害関連法制から考える（佐藤 智晶特任助教）        
政策決定への科学的助言制度の再設計（有本建男氏） 
震災復興は厳しい現状を分析し、重点的・集約的・効率的実行を（森田朗教授）
大震災に対する空の役割と課題（鈴木真二教授）　
菅総理への提言 日本の地域「新生」ビジョン（有識者メンバー）
緊急提言：「日本の再建に向けて」（日本工学アカデミー会員有志）
震災後の課題（城山英明教授）
大震災復興プランは、発想を転換しゼロベースで大胆に （森田朗教授） 
東北関東大震災復興に向けての 6 つの視点（坂田一郎教授）

 ▍地域新生

震災の教訓とそれにより明らかになった課題を踏まえ、今後どのよ
うな未来を設計すればよいか。未来都市およびまちづくりの観点か
ら提案します。

被災の多様性を踏まえた地域新生を（大西隆教授×城山英明教授） 
まちの再生、被災地主導で（大西隆教授・工学系研究科） 

「持続可能なヘルスケア」のかたち（水口哲 氏・博報堂） 
「ふるさと再生」を実現するための土地の所有と利用の流動化方策
（野城智也教授・生産技術研究所） 

 ▍被災地の生活支援

被災地の現状のニーズを踏まえ、被災者や被災企業の方々に向けて、
実質的に役立つアイディアおよびシステムを提案します。

地域・企業ネット再構築 「つながり」の視点で復興を（坂田一郎教授）
東日本大震災からの復興における「ネットワーク」の重要性（坂田一郎教授）
震災とネットの役割：ウェブ情報、分析力高めよ（松尾豊准教授） 
被災者の声に基づく課題分析調査（松浦正浩特任准教授 公共政策大学院） 
大震災における医療・介護に関する事務連絡ポータルサイト （秋山昌範教授）
企業間つながり検索システム「SMEET」の試験公開（坂田一郎教授） 

※政策ビジョン研究センター教員は、 災害復旧に関して被災地域の取引

関係の分析・可視化に協力しました （「中小企業白書 2011」 pp132-133

に掲載）。 また、 坂田教授ほかによる 「中小企業つながり検索エンジン

SMEET」 は、 「中小企業庁おすすめコンテンツ」 に採用されました。

 ▍原発対応

原子力発電所の事故に関連して、危機管理体制や情報発信のあり方、
汚染水の放出に関連するルール等を専門の観点から解説します。

まず安全基準から議論を（城山英明 教授）
原子力安全の体制見直せ（城山英明 教授） 
福島第一原子力発電所における汚染水の放出措置をめぐる国際法

（西本健太郎 特任講師／公共政策大学院） 
広報と危機管理（藤田正美 客員研究員）   
福島第一原発 4 つの「なぜ」（諸葛宗男 特任教授／公共政策大学院） 

 ▍電力需給対策

東日本の電力不足に関して、今後の電力需給の見込みを調査・分析
し、需要面での工夫や具体的な節電のアイディア、エネルギー供給
の将来的見通しを紹介します。

エネルギー需給の今から将来を考える（荻本和彦 特任教授・岩船 
由美子准教授／生産技術研究所）
エネルギーシステムを考える～復旧から復興へ～（特任講師　梶川
裕矢／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） 
大震災による東日本の電力不足に関する緊急提言 （公益社団法人 
化学工学会） 

 ▍再生への視点

震災を転機として日本はどう再生しうるのか。現在私たちが直面し
ている、国内政治や政策上の課題について考察し、ありうる選択肢
を論じます。

首相退陣と民主主義　緊急の課題を見誤るな（藤原帰一 教授／法
学政治学研究科）
原発と核兵器　危険直視し具体策へ道を（藤原帰一 教授／法学政
治学研究科）
災厄と評論　霧の中で選択肢探る（藤原帰一 教授／法学政治学研
究科）

　東日本大震災で被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
当センターでは 2011 年 4 月にウェブサイト内に震災復興政
策支援サイトを設置し、震災に関して、当センタｰ及び関連の
学術機関からの提言や解説、調査結果、論考等を、下記のテｰ
マに分けて発信しています。

Fukushima after 311
Photo by Kei Ogikubo
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おわりに

東日本大震災および福島第一原発事故のあと、国

民の科学者に対する目は厳しい。他方、防災対策の策

定や除染において、科学者に対する期待が大きいこと

も否定できない。今や科学、そして科学者のわれわれ

の住む社会において役割が問い直されているといって

よい。

これまで大学では、研究のための研究や学理を追

求することが重視され、その知的成果を応用して社会

の課題の解決を図るという発想はそれほど強くなかっ

た。むしろ、大学の生産した知の応用は、社会に委ね

てきた。しかし、今やそういう時代ではない。社会は、

「政策のための科学」を求めているともいえよう。

東京大学政策ビジョン研究センターは、このよう

な社会の期待を先取りして、2008 年に設置された組

織である。その特色は、第一に、東京大学の多数の部

局の成果を統合して課題の

解決策を考える総合性と、

第二に、現実に社会の課題

の解決を指向し提言を発信

する政策指向にある。この

年報はこうした観点から行

った当センターのこれまで

の活動をまとめたものであ

るが、それは社会の期待を

反映していると自負している。これからも知の生産拠

点である東京大学の研究成果を活用し、政策提言とい

う使命を果たす組織でありたいと考えている。

政策ビジョン研究センター 学術顧問

森田 朗（初代センター長）
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