




本年報では 2016年度の成果を中心に、

東京大学政策ビジョン研究センターの

最近の研究や話題をご紹介しています。
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20世紀は、自然科学のあらゆる分野で飛躍的な発展が見られ、技術が多方面

に展開した時代となりました。そして、これらの科学と技術の革新によっ

て、人類の活動範囲は桁違いに拡大し、社会は姿を変え、そして、人類はかつてな

い大きな力を得ることとなりました。

　一方で、現代社会を支える基本的な仕組みの限界も露わになってきています。地

球環境の劣化、資源枯渇、地域間格差といった地球規模の課題はより顕在化し、ま

た、世界情勢はより不安定になっているように感じます。より大きな力を得た人類

がどのようにして、安定で平穏な社会を構築するのか、その道筋は明らかにはなっ

ていません。私は、多様な人々が尊重しあいながら協力して経済を大きく駆動する

新たな仕組みを生みだすことが必要だと考えています。この新しい仕組みを駆動す

るものは人々の知恵に他なりません。すなわち、知恵が経済を動かす社会です。そ

こに移行できるのかどうか、人類社会は今、分岐点に立たされていると捉えていま

す。日本には、アジアの先進国として、それを先導する歴史的責務があり、東京大

学はそれに対し重要な貢献をすべきだと考えます。

　政策ビジョン研究センターには、先に述べたように限界が見えた現代社会の仕組

みに代わる次世代の仕組みを構想し、それを世界に向かって発信する役割を担って

もらいたいと考えています。これには、世界的な視野で多様な知を結び付け、知の

協創を行うことが欠かせません。東京大学の多様な組織・分野が持つ学知を全学的

に一層結びつけるとともに、海外の研究機関や課題解決の現場とも連携関係を深め

ることで、多様な知恵を持った人々が結集する国内外ネットワークの「ハブ」として、

このセンターが発展することを期待しています。

2016年 1月

構成人数と外部資金状況

センターのあゆみ
　政策ビジョン研究センターは、「東京大学アクションプラン 2005–

2008」を受け、2008年に総長直轄組織として設立されました。未来社

会に貢献しうる新たな選択肢としての「政策提言」を提示するため、

東京大学の多様な知的成果を結集して、分野横断的に研究を行ってい

ます。研究ユニット等の研究活動の成果を会議やウェブサイト、メディ

アを通して発信し、法改正等につながるキーワードも多数生み出して

参りました。

　2010年には 3年毎に行われる組織評価の結果を受けて時限延長と

なり、2012年 3月には本郷キャンパス赤門の隣に新しく建てられた

伊藤国際学術研究センターに拠点を移しました。2013年 4月には東

京大学が国立大学法人化してから初めてできた全学センターとなり、
10年ぶりに新設された部局となりました。これまでに 21件の提言お

よび、震災復興提言 32件を含む約 815件の政策レスポンスをメディ

ア・政策カンファレンス等で発信しています（2017年 3月 31日時点）。 0
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2008（平成 20）年 7月　  政策ビジョン研究センター創設
2010（平成 22）年 12月　組織評価時限延長
2012（平成 24）年 3月　  伊藤国際学術研究センターへ移転
2013（平成 25）年 4月　  全学センターとしてリニューアル

東京大学総長

五神真

東京大学総長 メッセージ
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政策ビジョン研究センターは、東京大学の中に設けられたシンクタンク、政策

発信を行う機関です。何をするところなのか、大学のほかの機関とどのよう

に異なるのか、申し上げたいと思います。

　大学の第一の役割は研究です。これまでの研究を塗り替える卓越した学術研究が

あってこそ大学という組織の存在意義があることは申し上げるまでもないでしょう。

そして学術研究の第一の受け手は、研究者。これまでの研究とどう違うのか、どこ

が新たな貢献になるのかを最初に理解し共有するのがその分野の研究者である以上、

当然のことでしょう。

　ただ、研究者の外の世界に新たな学術貢献がどう関わるのかについては、研究者

の関心は薄く、極端に言えば二次的な目的に過ぎないといってもいいくらいです。

そして、学術研究を研究者のみによって展開する場合、そこから生まれた成果が研

究者の世界に留まり、ひろく社会と共有する機会を失ってしまう可能性があります。

　研究と並ぶ大学の役割が教育です。新しい世代が新たな研究を展開するために最

新の研究成果を新しい世代に伝える必要があることは明らかでしょう。もちろん研

究者の養成ばかりではありません。大学教育によって習得した学術研究の成果が、

卒業生によって社会に活かされてゆく。教育は、大学と社会との間につくられた最

も重要な回路です。

　とはいえ、教育だけが大学と社会の回路であってよいとはいえません。大学を卒

業してから十年、二十年と過ぎれば、キャンパスで教わった知識も古くなってしま

います。ここに、学部・大学院の教育のほかにも、大学と社会を結びつける必要が

生まれます。

　このように、研究と教育を主な任務とする大学ですが、それだけでは社会との結

びつきを十分に果たすことができない。そこで政策ビジョン研究センターは、学術

研究を社会に活かしてゆくために、大学と社会を結ぶ新たな回路として生まれまし

た。いわばシンクタンクですが、社会に広く見られるシンクタンクとは異なって、

政策構想の基礎に、大学で蓄積された学術研究、その先端的な知がある。そのまま

なら研究者だけの間で共有され、消費されてしまう研究成果を、政策発信という形

によって社会に結びつけてゆくわけです。

　ここで注意しなければならないのは、研究の社会的意義、レレバンスです。学術

研究の世界ではそれまでにない発見を行うことがそのまま研究にレレバンスを与え

ますが、新しい発見が社会にとって持つ意味があるとは限りません。何が求められ

ているのか、どのような問い、そしてどのような答えが期待されているか、そのよ

うな研究のレレバンスは研究そのものではなく、その成果の受け手との間の相互作

用によって生まれることになる。単に成果をより広い世界に披露するだけでは社会

への発信になりません。研究者のつくる世界の外に視点を置いて、何が成果として

意味があるのかを捉える必要があります。

　その焦点は、これまでにない選択を示すことでしょう。このセンターの名称は日

本語では政策ビジョン、英語では Policy Alternatives。つまりこれまでに見られる選

択とは異なる視点と選択を提供することが目的です。発足から十年を迎えるのを機

会に、このセンターが目指す目的を改めて確かめながら進んでゆきたいと思います。　

このようなセンターの活動への一層のご協力、ご支援をお願い致します。

2017年 9月 18日

東京大学政策ビジョン研究センター
センター長

藤原帰一

センター長 あいさつ
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政策提言の方法
　政策に関する研究を行う単位を「研究ユニット」、具体的な

社会実証の研究を行う単位を「研究実証プロジェクト」と呼び、

研究に基づく政策提言は同単位を主体として行います。

　研究は、受託研究や寄付講座等のプロジェクトを母体とし

て構築します。また、社会的に認知されていなくても、研究

者の観点から見て将来生じることが予測される重要な課題に

ついては、センター独自の研究ユニットもしくは研究実証プ

ロジェクトを立ち上げて探究します。

　政策の選択肢の提示に当たっては、客観的なデータに基づ

きメリット・デメリットを明示しつつ、複数の可能性を示す

ことで、実際の政策決定を支援する情報を提供することを原

則とします。

研究部門
　政策ビジョン研究センターはこれまでに拡大してきた全学

的特徴と、学内外のネットワークをさらに強化する機能を担

うため、2013年に全学センターとして新たなスタートを切り

ました。これにあたり、社会的課題の重要性を考慮し、主要

な 6つの研究部門を設置しました。今後は発信をベースにし

つつ、同時にそれを研究の生産プロセスのほうにもつなげて

いくということが、私たちの新しい課題だと考えています。

センターの活動
　政策ビジョン研究センターは、様々な課題について学内の

多様な部局の多分野の専門家からなる研究ユニットおよび、

研究ユニットにおける研究結果を基礎に現場における実証を

試みる研究実証プロジェクトを設置し、これらを研究単位と

して、課題の解決に結びつく研究情報の交換、提言の作成を

行っています。

　当センターは、東京大学における多様な部局における研究

と外部の課題情報を結合させるハブとして機能してきました。

また、国際的なネットワークを構築してきています。

　センターの運営に関しては、毎月開催される運営委員会が

研究ユニット等の設置や政策提言等の重要事項について審議

します。政策提言へ向けての研究は、所属する教職員の企画

調整の下に、各研究ユニットおよび研究実証プロジェクトに

参加する研究者が担当しています。

政策提言・シンポジウム・刊行物 . . .

学
部
・
研
究
科
・

研
究
機
構     東 京 大 学

政策ビジョン研究センター

研究ユニット

研究実証
プロジェクト

大学・研究
機関

メ
デ
ィ
ア

官公
庁

企業

NPO, NGO

活動の概念図

政策に関する提言をセンターが自ら発信するとともに、学内の様々

な部局等による研究成果からアイディアを汲み上げ、政策の選択肢

として社会に発信します。

多様な研究者を擁する総合大学の利点を生かし、多分野のネットワー

ク構築によって、それぞれの分野単独では発見できないような課題

の探知とそれに対する総合的な解決策を模索します。

多角的な研究発信を行うために、学内の諸部局をはじめ、官庁、企

業、マスメディア、NPO、その他の組織とネットワークを形成し、

相互の交流と政策研究の活性化を図ります。

センターの役割
● 東京大学の研究成果を活かした政策の選択肢の発信

● 多分野のネットワーク化による課題の探知

● 学内外の組織との交流による政策研究の活性化

組織概要
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（併記は各ユニット責任者）

大学と社会システム研究部門

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

大学における知識マネジメントのあり方について、知的
財産、安全保障貿易管理、組織マネジメント、人材育成
といった具体的側面にも焦点をあてつつ研究する。

イノベーション制度研究部門

新たなイノベーション環境に適切に対応し、イノベー
ションを促進する制度のあり方について、経済、技術、
社会等の多面的な観点から研究する。

● 知的財産権とイノベーション研究ユニット
     渡部俊也 教授／政策ビジョン研究センター（副センター長）
     坂田一郎 教授／大学院工学系研究科、政策ビジョン研究センター
● ナノテクノロジーイノベーション研究ユニット
     坂田一郎 教授／大学院工学系研究科、政策ビジョン研究センター
     古月文志 特任教授／政策ビジョン研究センター
● 航空政策研究ユニット
    鈴木真二 教授／大学院工学系研究科

技術・リスクガバナンス研究部門

科学技術利用、自然災害、金融市場、エネルギー、宇宙
のリスクや政策上の問題等に対して、さまざまな専門分
野や多様な実践に基づく知見を俯瞰的に構造化し、社会
的意思決定を行うための仕組みや政策手段について研究
する。

● 技術ガバナンス研究ユニット
     城山英明 教授／政策ビジョン研究センター（副センター長）、公共政策大学院、大学院法学政治学研究科

● グローバル経済リスクの分析と政策研究ユニット
     植田健一 准教授／公共政策大学院、大学院法学政治学研究科

● 社会的合意形成支援研究ユニット
     谷口武俊 特任教授／政策ビジョン研究センター

● 複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット
     城山英明 教授／政策ビジョン研究センター（副センター長）、公共政策大学院、大学院法学政治学研究科

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

共同研究・寄付研究等研究部門

● 大学連携による政策シンクネット研究実証プロジェクト
     城山英明 教授／政策ビジョン研究センター（副センター長）、公共政策大学院、大学院法学政治学研究科

● 文化を基軸とした融合型新産業創出研究ユニット
     坂田一郎 教授／大学院工学系研究科、政策ビジョン研究センター

高齢化社会や医療イノベーションに対応する多様な政策
領域における多様な政策手段に関する比較検討を進め、
総合的な政策・制度の在り方について研究する。

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

高齢化社会制度・医療イノベーション研究部門

多様化する安全保障研究部門

軍事力だけではなく食糧やエネルギー、経済や人的交流
を含む多角的な観点から安全保障の在るべき形につい
て、国際比較を踏まえて研究する。

● 安全保障研究ユニット
     藤原帰一 教授／政策ビジョン研究センター長（センター長）、大学院法学政治学研究科

研究部門



PARI Annual Report 20176

背景には、国際化の遅れと、教育システムの硬直化があるで

しょう。グローバル教育であるとか、病院のような社会との

接点での教育とかもあります。そういうところでの制度改革

が求められているようには見えますね。

　医学分野の研究としては、基礎生物学的な分野もあるけれ

ど、臨床に結びつくような、いわゆるトランスレーショナル

研究※となると、病院でしかできません。そうすると病院のお

医者さんが、忙しくて研究をやる暇がないという問題があり

ます。だから工学部など他分野との、二人三脚的なシステム

が必要というところではないでしょうか。

大学と病院でアフィリエイト契約を
片岡　ドイツで面白い例があります。ミュンヘン工科大学に
医学部があるんですね。もちろん付属病院もあります。これ

には驚きました。ミュンヘンにはミュンヘン大学（LMU）があっ

て、医学部もあります。日本で言うと、東京工業大学に医学

部があるようなものです。もちろん特徴があります。工科大

学の医学部と病院だから、極めてプラクティカルで医療機器

に非常にコミットしています。

小松崎　日本の場合、いま新しい病院を開設するのがなかな
か難しいですが、既存の病院が工科大学とアフィリエイトの

契約をすればいいんですね。

片岡　そうです。つまり、理科系、工科系の大学がどこかの
病院とアフィリエイト契約を結んで、そこの病院に、その大

学の研究者が行って研究をするとか、そこの病院にいる医師

がその大学に来て研究をするとかができるといいと思います。

医学部を新しくつくるのはものすごく大変だけど、病院は

診療機関だから、そこにいる人たちはすでにみんなプロです。

だから、大学がその病院をアフィリエイトにするということ

は、医学教育そのものではなく、医学研究にコミットできる。

そういうやり方は今後、もっと日本でも進められてもいいよ

うな気がします。

小松崎　たとえば東京大学が、東京大学医学部附属病院とい
う大学附属の病院と、そうでない、たとえばプライベートの

病院とアフィリエイト契約を結んだ場合とでは、研究をする

ときのやりやすさなんかで違いがあるでしょうか。

片岡　もちろんあるでしょうね。東大の附属病院は東大医学

片岡一則特任教授のチームは、抗がん剤をがん細胞にのみ届けるナ

ノマシンの開発にあたっている。医工連携の賜物といえるこの技術

には、健康な細胞へのダメージを軽減することによる患者の QOL

向上が期待されている。医工連携の課題と今後のあり方について、

片岡特任教授と大学院工学系研究科の小松崎俊作講師が語った。

医学研究をさらに促進するには？
小松崎　以前から言われていることですが、日本の科学研究は
失速しているという課題が突きつけられています。医学分野は

その中で比較的、頑張っている分野ですが、これ以上研究にそ

のまま資金を投じていくことがかなり厳しくなってきています。

　一方で、医師数が増えて、医師の診療に従事する時間が減

ると、論文の数は増えます。だから、医師の診療の負担を減

らしながら、できるだけ研究に従事する時間を増やしていく

ことが非常に重要であるというようなことも言われています。

　しかし病院の経営努力が限界に近づきつつある中で、特に

大学病院における医師の研究時間を増やすという、両立が困

難な問題があります。そのときには、医工連携が非常に重要

なテーマになってくるんじゃないかと思っています。

片岡　その通りです。ランキングで日本の大学が落ちている

エコカーを作るマインドセットで医工連携を

片岡一則
東京大学政策ビジョン研究センター特任教授（知的財産権とイノベーション研究ユニット）

小松崎俊作
東京大学大学院工学系研究科講師／科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）

対談

片岡一則特任教授
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大事だと思います。

片岡　それはおっしゃる通りですね。僕の個人的な経験では、
医師の中には極めて工学的センスに優れてる人もおられます。

医工連携という未知との遭遇によって、その人たちが持って

いる本来の能力が開花するというのが理想のように思います。

ニーズ・境界条件を意識し、フェラーリではなくエコカーを
作るマインドセットを
小松崎　日本の医療には平等という軸があって。人口ピラミッ
ドが安定してた時代はそれでよかったんですけれども、人口減、

部と一つの同じ大学にいるから、共通の大学のルールのもと

でやるという点で非常にやりやすいでしょうし、大学付属の

総合病院だから教育機関としての経験・考え方がしっかり根

付いているので、工学系や医学系の大学院生などがそこに来

て研究することに対する理解度が高い。それに対応できるだ

けの人的余裕も、診療を中心にする病院に比べたらあると思

います。

大学でオープンイノベーションを̶国内大学間の共同研究
を推進せよ
片岡　ただ、医学部を持っている大学でも、すべてを中で完
結させる必要はないでしょう。大学も本来はオープンイノベー

ションなんだから、大学の壁を越えて一緒にやること、大学

の外の病院も含めて国内外の機関と共同研究を推進すること

は大事なんじゃないかな。それが日本の国としての力をつけ

るには重要です。国内的にはもちろん、大学間競争はあるけど、

国外との競争もあるんだから、国内としては単なる競争とい

う観点だけではなくオールジャパンとしての協調も必要にな

るのではないでしょうか。

小松崎　少し話が変わりますが、人的リソースも、資金も減っ
ている中で、日本の医療水準をどう維持し、向上させるかと

いう政策課題もあるかと思います。その課題解決には、医師

が医療機器をうまく活用するとか、医師をサポートする医療

機器の開発が極めて重要です。その面でも医工連携に期待が

かかります。そのために医師が工学的なセンスを持ち、工学

に関わるような医療機器開発などに従事したり、関心を持っ

たり、うまく活用するための知識を身につけるということも 小松崎俊作講師

大学病院の規模比較
欧米等の先進事例と比較してわが国の大学医学部・ 附属病院の予算規模は小さく、予算規模の割に研究者が多い傾向がある。

医学部

附属病院

合計

東京大学を 1とする
比率

ハーバード

750

6,000–9,000
16 Affiliates 合計

7,000–10,000

14–20

Tenure

Non-tenured

合計

総予算

    総研究者数

スタンフォード

2,500

3,900

5,400

10.8

500弱

500（医学部）
1,200（診療教員）

2,200以上

2.45
診療教員を除く場合 5.4

エラスムス MC

合算した UMC

としての決算のみ

1,900

3.8

730

不明

730以上

2.60

東京大学

内訳不明

約 500

1

178

84（助教）
約 1,400（附属病院医師）

1,626

0.36
講師以上の場合 2.81

ソウル大学

205

2,000以上
本院 1,000

2,205以上
本院 1,205

2.4–4.4

525

2,500以上

600以上
（診療教員等）

0.88
Tenureのみの場合 4.2

予算
（億円）

人員
（人）

  （億円／人）
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高齢化が進んでくると、なかなかその平等を是とした、ある

意味社会的コストの高いそのシステムが、少し維持しにくく

なってきてるのかなって。

片岡　そうですね。あと、非常に薬価の高い薬とかの問題も
ありますね。

小松崎　ただ、平等を是としてきた日本の社会システムの中
で、急に自由な方向に転換するっていうのはなかなか難しい。

片岡　これはもう、考え方かなっていう気がします。僕が学
生だった頃、自動車は燃費なんかどうでもよくて、とにかく速

く走る F1みたいなのが格好よかった。でも、今は変わりました。

車を開発する研究者が、エコカーを作って、それが非常に技

術的にも最先端をいくという意識に変わってきた。フェラー

リやってる人が偉くて、エコカーやってる人がつまんないこ

とをやってるっていう意識はもはやありません。いま、工学

者たちは、産業を通して見て、境界条件の中で最良のものを

目指すというのが最先端であるという意識になってますよね。

小松崎　ニーズベースで技術開発をしていくということですね。
片岡　だから薬にしても医療機器にしても、意識改革がわり
と早く起こってくるんじゃないのかなっていう気はします。

そういうふうにしていくとバランス取れるんじゃないかな。

医工社会連携を
小松崎　社会に貢献するという価値観が、今の若い世代に徐々
に浸透してきているのかなと。

片岡　だから、医工連携って言ってるけど、本当はそこに医
工・社会連携があると思います。医学に関して言うと、今ま

では、コストよりもともかく命が優先されていたんです。ただ、

社会全体としてみんなの命を守るためには、前提が壊れてし

まうと医療が成り立たないから、そこを併せて考える。それ

が医工・社会連携ということです。

小松崎　ドイツの事例だと、社会に貢献するという意識だけ
でなくて、そこに経済性、収入もうまく組み合わせてきてい

るという印象があります。収益を見込んで医療機器を開発し、

結果そのほうが命も助かって、医療費も減る。企業との連携

も必要ですね。だから、医工・社会に、民間企業も一緒に入っ

てきてくれると、気持ちだけじゃなくてリソースも回り始め

るかなと。

片岡　そういう仕組みは確かに、まだこれから作ってかない
といけないところだと思います。マインドセットだと思うん

ですよね。だから、一見、自分のやってることは、経済合理

性だとかそういうものに関係ないことかもしれないんだけど、

いつもそういうマインドセットを持っていると、実はその研

究の中から意外とパラダイムシフトみたいなのがあって、こ

れをうまくやると、経済合理的にも非常に貢献できるんじゃ

ないかっていうことにパッと結びついたりするわけです。こ

れがやっぱり大事。フェラーリのほうが偉いだとかね、そう

いう意識をまずみんななくすってのから。その上で自分はそ

れをやったっていいけども。ニーズから入る基礎研究なんで

すよ。世の中は何を求めているのか。世の中は確かに高度な

医療を求めてるんだけど、それに 1億円払ってもいいとは言っ

てないわけ。だからそこには、実はニーズがないんですよね。

医工連携が進むと社会はこう変わる

―医工連携、医工社会連携が進むと、社会はどう変わっていくの

でしょうか。

片岡　工学はもともと、何かを検出して、何かを診断して、
何かを働かせるものでしょう。医療で行われている検出、診

断、治療っていうのは、工学システムそのものです。例えば

ナノマシンだと、ナノマシンを体に注射して、「そこのがんの

所に行って、がんを治してくれ」、あるいは、「診断情報を外

に出してくれ」ってことになる。こういうふうに工学の技術

が医学に流れることによって、いつでもどこでも誰でも、同

じレベルの診断・治療が受けられることが大事。医者をロボッ

トに置き換えるというと、みんな、一瞬、えって思うでしょう。

でもお医者さんが要らなくなるわけではありません。ロボッ

トや AIの導入で医師に余裕ができるから、研究もできるよう

になるし、患者さんと接する時間が増える。一人一人の患者

さんのカウンセリングもできる。多分、医師はそういう職業

になると思う。質が変わってくるのでしょうね。

※ トランスレーショナル研究

基礎研究で得られた知見や技術を、医薬品／医療機器などとして臨床の場

で使えるようにする研究。

聞き手　佐藤多歌子（学術支援専門職員）

編集　佐藤多歌子（学術支援専門職員）、藤田正美（客員研究員）
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「世界のトヨタ」「新幹線がインドへ」など、日本の陸上交通技術は

世界へと広がっている。空はどうだろうか？ 航空機、特に旅客機を

イチからつくる完成機事業はボーイングやエアバス、ボンバルディ

アといった海外企業の独擅場で、日本は大きく遅れをとっている。

日本が航空機産業の分野で今後大きく羽ばたいていくために必要な

ことは何か、航空政策研究ユニットの鈴木真二教授と渋武容特任教

授にうかがいました。

なぜ完成機事業か

―2015年にMRJ（三菱リージョナルジェット）の初飛行がニュー

スになりましたが、今、100席以下のジェット機であるリージョナ

ルジェットの国産開発に大きな力が注がれているそうですね。これ

にはどのような背景があるのでしょうか？

鈴木　はい。それには大きく 3つの理由があります。

　一つ目は、旅客輸送量の伸びが今後期待できることです。

世界の GDPの伸びは年率 3％ほどですが、旅客輸送量はそれ

を３割以上上回る成長を示しています。特に、アジア地域で

の需要が高まることが予想されています。こうした中、欧米

では航空機産業が GDPに占める割合が 1～ 2％ほどあります

が、日本はわずか 0.3％、2兆円弱しかまだありません。つまり、

この分野は国内で今後さらに伸びていく産業になりうる原石

ということです。

　二つ目は、完成機事業がもたらす国内製造業への波及効果

です。素材ですとか要素部品単位で見ると今でも日本の航空

関連産業は高いシェアを占めているのですが、仕様書通りの

ものを造るだけでは付加価値をつけづらく、利益の確保、技

術の向上という両面で不利な状況になります。世界的な自動

車部品メーカーがいくつか日本にありますが、これらは国内

の自動車会社とともに発展してきたサプライヤーです。航空

機の発展も同じように、関連する複数のサプライヤーを巻き

込みながら発展することになります。

　三つ目は、インバウンド観光の大きな発展というものがあ

ります。日本国内はもちろん、近距離アジアの国とも地方空

港同士を繋げたいという需要が出てきています。そこで注目

されているのがリージョナルジェットと呼ばれる短距離輸送

用の飛行機で、空の移動がより多様化して便利になることが

期待されます。

完成機事業で日本が羽ばたくために

鈴木真二
東京大学大学院工学系研究科教授（政策ビジョン研究センター 航空政策研究ユニット 責任者）

渋武容
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 特任教授（政策ビジョン研究センター・公共政策大学院兼務）

インタビュー

―日本はものづくりに強い国ですが、航空機を造るのはそんなに

も難しいことなのでしょうか？

鈴木　技術的にもそうですが、ビジネスの構造としても高い
参入障壁があります。

―まずは、完成機事業のビジネス構造について教えてください。

鈴木　第一に、機体の生産コストという問題があります。完
成機は、一機造って売るというのでは完全に赤字です。同じ

型の完成機を何機も製造していくなかで製造に必要な費用が

下がっていくのです。そのため、ある程度まとまった数の販

売計画が、そもそも機体が完成していない段階で立っている

必要があります。

　同様のことは開発コストにも当てはまります。完成機を多

数製造することで、一機あたりの開発コストを下げることが

必要です。また、ベースとなる機体から派生機を造る場合は

開発コストが安くなるのですが、新規参入の場合はベースと

なる機体がありませんので、どうしても開発コストが嵩みま

す。逆に言うと、今の完成機事業は、将来の完成機事業への

投資になりうると見ることができます。

　さらに、完成機は売ったらそれでおしまいというわけには

いきません。ずっと安全に定時で飛び続けるには、世界をカ

鈴木真二教授
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航空機産業の世界地図

―今、世界の航空機産業はどのような勢力図を示しているので

しょうか？

渋武　航空機産業は、厳しい国際競争が繰り広げられた結果、
同分野に三者は並び立たず、二者の競争に収斂するといわれ

ています。また、いったん購入すれば長期間にわたって使い

続けるため、機体性能とともに実績などが重視されます。新

規参入者が高い参入障壁を超えて先行者に打ち勝ちスケール

メリットを享受するのは、並大抵のことではありません。

　客席数 100席以上の大型旅客機については、アメリカのボー

イング社、欧州のエアバス社という二大巨頭が君臨しています。

　100席以下のリージョナルジェット機に関してはカナダのボ

ンバルディア社とブラジルのエンブラエル社が市場を制覇し

ていますが、小型旅客機の買い替え需要を機にMRJは新規参

入を狙っています。特に、ボンバルディア社は主体を 100席

以上のクラスに移行しているため、今このタイミングにMRJ

が参入するチャンスがあるのです。

―リージョナルジェットの開発を行っているのは、日本だけなの

でしょうか？

鈴木　中国やロシアもリージョナルジェットの開発を進めて
おり、既存のブラジルとともに競い合うことになるでしょう。

WTOの原則では、輸出品に対して国が直接的な支援をしては

いけないことになっています。しかし実際は、完成機事業は

航空分野に限らずその国の技術力の向上と産業の発展に大き

く貢献することから、研究開発費の提供、租税等の減税措置、

土地や実験設備の提供、試験機の買上げなど、様々な領域で

間接的な補助が行われています。完成機事業が国家事業と呼

ばれるのはこうした理由にあり、日本も戦略的に開発を進め

なくてはならないと思います。

―日本のリージョナルジェットは、従来機や他国機と比べて、ど

のような点が評価されているのでしょうか？

鈴木　第一に、日本製品に対する高い信頼感です。自動車や
新幹線はもちろん、日本の工業製品の耐久性や精密さは高く

評価されています。非常に高い安全性が求められる完成機事

業では、このことが強い武器となります。

　そしてもう一つ、最新のエンジンの採用や、軽量化構造、

優れた空力性能などによる省エネ技術が挙げられます。MRJ

の燃費は従来機に比べ 2割以上向上しており、エアライン各

社はMRJを導入することで燃料費を大きく削減することが可

能です。また騒音も約 4割軽減することが可能です。

これらの特徴が主にアメリカ市場で評価され、MRJはすでに

オプションを含めて 400機以上を受注しています。

横のつながりを持ち続ける場、大学で提供を

―日本が完成機事業を継続的に成功させていくために求められる

のはどのようなことでしょうか？

鈴木　交渉力のある技術者、グローバルなビジネスができる

バーするカスタマーサポート網を敷くための初期投資も欠か

せません。

　新規参入には膨大な初期投資が求められ、それを回収して

いく長期スパンでの事業計画が必要なのです。しかもこれは、

いま開発中の機体だけではなく、将来開発していく機体を含

め、駅伝のように繋いでいく壮大な計画になります。

―技術的にはどのような点が難しいのでしょうか？

鈴木　エンジンや飛行制御システムなどは極めて高い技術レ
ベルが求められ、さらには安全性に対する実績が必要になり

ます。日本は今までこういったものを造ったり、運用してき

たりした経験がありませんので、時間をかけて技術と実績を

蓄積していく必要があります。

　そもそも、民間航空機は、安全であることを証明しないと

飛ばせない決まりになっています。仕様書通りにではなく自

ら造るとなると、なぜこの形なのか、なぜこの寸法なのか、

なぜこの材質なのかをすべて説明する必要があります。さら

には国の航空当局がこれを認証していく必要がありますが、

そのような経験もまだ日本にはありませんので、これから確

立していかなくてはなりません。

―なぜこれまで日本は国産機を造ってこなかったのでしょうか？

鈴木　かつて、YS-11という旅客機を製造していたことがあり

ます。いまからおよそ半世紀前のことで、前回の東京オリンピッ

クの聖火を運びました。頑丈で世界では現在でも使われている

のですが、損益分岐点を超える前に製造中止が決まり、円切り

上げによる巨額の為替差損の発生もあり大きな累積損失となり

ました。これにより、完成機事業の道が絶たれたといえます。

　先程述べたように、数年先の損得ではなく、長期的な展望

でこの完成機事業を捉える必要があります。

渋武容特任教授
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を回収する前に次の機体を開発するための投資が必要になる

こともあります。そのようなときに、短期的な損得だけでは

なく、50年後、100年後の航空に限らない日本の産業、また

私たちの生活にどのような影響をあたえるかを話しながら完

成機事業を捉えてもらえたらと思います。

（取材・文：堀部直人）

技術者を育成することが挙げられます。航空機産業は、高い

技術力だけで参入できるものではありません。技術に明るく、

国際的な場でネゴシエーションしながら事業を進められる人

材が欠かせません。そのためには、教育現場での産学連携が

必要でしょう。

　こうして育った人材が、卒業後も横のつながりを持ち続け

ことができるような場も必要です。完成機事業には、メーカー、

エアライン、商社、行政、銀行などさまざまな分野のプレーヤー

が関わってきますが、完成機事業の無かった日本では、これ

まであまり連携が取れていないのが現状です。大学というの

は、さまざまな人が集まり、交流する場の触媒であり、イノベー

ションの鍵になると考えています。現在研究会を定期的に開

くなどして 9年ほどになりますが、初めて他の分野の人と交

流できたという声を聞きます。こういった場を継続的に提供

していく必要があると思います。

100年かかる大事業

―完成機事業を応援するにあたって、私たち個人にできることは

何かありますか？

渋武　日本は陸海空の交通がとても発達し、自動車や新幹線，
船舶など世界トップクラスですが、航空機は持っていません

でした。大事なことは、航空機開発は技術面でも経済面でも、

また国際政治の中でも様々なメリットを生み出していくもの

だということでしょうか。駅伝の過程では、例えば前の投資

次々世代完成機

次世代完成機

MRJ
2020

2015.112008

検討開始

検討開始

開発開始

開発開始

ローンチ

ローンチ 初飛行

TC取得
初号機納入

ローンチ

・開発ノウハウの蓄積 � 派生機の開発費低減
・先行機の実績 � 顧客等の信頼獲得
・継続した開発・市場との対話 � 技術者育成
・先行機の開発投資回収前に派生機の開発投資が発生

製造
ノウハウ
量産技術

アフターサービス
補用品ビジネス
（装備品中心）

周辺ビジネス
中古市場
ファイナンス
訓練

2010 2020 2030 2040 2050 2060年

運行機数

MRJ（三菱リージョナルジェット）以降の航空機開発イメージ（経済産業省資料を基に作成）
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活動はまさに、先の提言の「3. これらデータと標準に関する

知財戦略に、IoT、BD、AIの特許等他の知財の戦略との整合

をとって IoT、BD、AIの総合知財戦略の構築を行うこと」に

相当するものと評価できる内容であったと思われます。知的

財産戦略計画には結果的に、① グローバル市場をリードする

知財・標準化戦略の一体的推進、総合的な知財マネジメント

の推進（知財に加えデータ・標準等）、② 紛争に関しては ADR制

度（標準必須特許裁定）の創設、③ データ、人工知能の利活用促

進による産業競争力強化に向けた知財制度を構築するための

データ利用の契約ガイドラインの策定や不正競争防止法改正

（データの不正取得等の禁止等）、さらに ④ 著作権法改正（柔軟性の

ある権利制限規定の整備）や AI学習済モデルの特許化の具体的要

件や保護範囲の検討などが計画に盛り込まれています。

　これらの提言によって、2016年の提言の中の 2と 3で掲げ

た方向性は十分に反映されたと思われます。

経産省等における調査
当ユニットの提言の 1に掲げた「日本企業が保有するデータ

の質的・量的な評価を行い、さらに産業分野ごとにデータを

どういう企業がどのように保有しているのかという全体像を

明らかにすること」の課題については、経済産業省および経

済産業研究所と本研究ユニットが協力して実施してきました。

前者の経産省の調査では企業に対してデータ取引の現状や組

織的対応状況を明らかにするための基礎的調査を行っており

ます 。

　さらに経済産業研究所では、筆者がプロジェクトリーダー

をつとめる「企業において発生するデータの管理と活用に関

する実証研究」 において、定量的にデータ利活用の実態を評価

する質問票調査を実施しており、現在回収した結果の集計を

介しているところです。同時に欧米企業等に関してもヒアリ

ング調査や、データ利活用契約のフレームワーク検討などを

重ねてきており、これら結果を総合してデータ利活用の戦略

や指針が明らかになるものと期待しています。

戦略タスクフォースリーダー養成プログラムにおけるビジネ
スモデルと戦略研究
2016年の提言においては「また企業においてこられの新たな

経緯
知的財産権とイノベーション研究ユニットは、企業の経営革

新を支援する戦略タスクフォースリーダー養成プログラムに

おけるタスクフォース支援の主要テーマとして、企業の保有

する特許や技術ノウハウなどの知的財産や、最近のデータ駆

動型イノベーション時代における新たな知的財産としての

データの保護と利活用に関する研究を行ってきました（参考文

献参照）。これらの成果をもとに、2016年 4月に「2020年 IoT、
BD、AI時代にむけた知財戦略」と題する提言を行っています。
この政策提言では

1. 日本企業が保有するデータの質的・量的な評価を行い、さ

らに産業分野ごとにデータをどういう企業がどのように保

有しているのかという全体像を明らかにすること
2. これらのデータの利用に関する国際標準戦略を展開する体

制整備を行うこと
3. これらデータと標準に関する知財戦略に、IoT、BD、AIの

特許等他の知財の戦略との整合をとって、IoT、BD、AIの

総合知財戦略の構築を行うこと
4. AI、IoT、BD時代の知財を活用したビジネスモデルの構築

を行うこと
5. 人工知能の判断などに関する知財紛争に備えた制度整備を

行うこと

などを提案しています。

　その後この提言や関係する研究活動なども政府の政策に反

映されたものが発表されております。以下でこれに該当する

政府側の提言や、関連する施策の取り組み状況について述べ

たいと思います。

知的財産戦略計画
内閣知的財産戦略本部が毎年まとめている知的財産戦略計画

は、2017年 5月に 2017年度版を発表しています 。この計画

策定においては新たな情報財検討委員会において 2017年 3月

に発表された新たな情報財検討委員会の「データ・人工知能（AI）

の利活用促進による産業競争力強化の基盤となる知財システ

ムの構築に向けて」が大きく貢献しています。この委員会の

「2020 年 IoT、BD、AI 時代にむけた知財戦略」
提言とそのフォローアップについて
渡部俊也
東京大学政策ビジョン研究センター教授（知的財産権とイノベーション研究ユニット）

活動報告
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実施しました！」（経済産業省ウェブサイト）
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170420003/20170420003.html

4. 「企業において発生するデータの管理と活用に関する実証研究」（独立行
政法人経済産業研究所ウェブサイト）
http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program_2016/pg-04/005.html

5. 戦略タスクフォースリーダー養成プログラムウェブサイト
http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/iam_st�/

6. 「第 19回日本・スペイン・シンポジウムの開催」（外務省ウェブサイト）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000181.html

7. http://www.iprcn.com/IL_Zxjs_Show.aspx?News_PI=5930
8. 「ユニット設置 10年を迎える『知的財産権とイノベーション研究』：成
果報告と今後の展開̶̶特許と標準の知財戦略から人工知能とデータ
利活用によるスマート化まで」
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/201711/pari/5270

（いずれも最終閲覧日：2017年 12月 15日）

参考文献
－Hu, W., Yoshioka-Kobayashi T., and Watanabe T. (2017). Impact of patent 
infringement litigation on the subsequent patenting behavior of plainti�s from small 
and medium enterprises. International Review of Law and Economics, 51, 23-28.

－Fujiwara, A. and Watanabe T. (2017). Knowledge management using external 
knowledge. International Journal of Innovation MaInternational Journal of 
Innovation Management, Vol. 21, No. 4 , 1750031-1 16.

－Shin Ito & Toshiya Watanabe (2017, July 12). Survey Analysis for Workplace 
Management of Universities' Research Managers and Administrators. PICMET '17 
Conference “Technology Management for Interconnected World,” Portland Marriott 
Downtown Waterfront Portland, Oregon, USA. 

－Hu, W. and Watanabe, T. (2016, November 18). Patent infringement awards 
in Japan: an effective legal remedy for patent holders? Asia Pacific Innovation 
Conference, Kyushu University. 

－Yoshioka-Kobayashi, T. and Watanabe, T. (2016, November 17). Technology 
Absorption through Research Consortia and the Myth of Horizontal Cooperation 
in National Research Project. Asia Pacific Innovation Conference, Kyushu University.

－Yuri Hirai & Toshiya Watanabe  (2016, September 4–8). Empirical Study 
Regarding the Leakage of Technological Know-How in Japanese Firms. PICMET '16 
Conference "Technology Management for Social Innovation".

－Tohru Yoshioka-Kobayashi & Toshiya Watanabe (2015, August 4). Linking 
Product Design and Technology: an Empirical Study on Performance and 
Experience in Novel Product Development Teams. PICMET '15 Conference 
"Management of the Technology Age," Portland, OR,USA.

－Shigemi Yoneyama, Toshiya Watanabe, Maho Furuya, et.al. (2015, November). 
Reforming �e Intellectual Property System to Promote Foreign Direct Investment 
in ASEAN. Research Project Report, ERIA, 2013-16.

－Hiroshi Oyamada & Toshiya Watanabe (2014, July 27–31). Inventive 
Productivity in Japanese Materials Sector. PICMET '14 Conference, Kanazawa, Japan.　

関連ウェブコンテンツ
－「2020年 IoT、BD、AI時代にむけた知財戦略」
     http://pari.u-tokyo.ac.jp/publications/policy160408_ipr.html

知財戦略を実行できる人材育成は急務である」 と記載しました

が、当ユニットが実施している戦略タスクフォースリーダー

養成プログラム において、データ利活用のマネジメントと戦

略を学習する実践的なマネジャー向けプログラムの開発を行

いました。特に試行的におこなった構造化データの機械学習

の操作の習得とこれを用いたビジネスモデルの開発演習につ

いては、その有用性が極めて高く評価されました。この結果

をもとに来年度は、データと人工知能利活用に関する経営戦

略改革を専ら取り扱うコースの新設を計画しています。この

過程で実施しているデータと人工知能を活用するビジネスモ

デルの研究によって、Society 5.0 の実現に寄与するための企業

活動の具体的なあり方が明らかになることが期待されます。

国際的発信
データ利活用は国境を越えグローバルに行われて大きな価値

が生まれます。その点当ユニットとして国際的発信は重要

と考えており、欧米や中国の多くの識者との意見交換に加

え、欧州における重要会議（第 19回日本・スペイン・シンポジウム

では第四次産業革命をテーマとして取り上げ、データ利活用についてのパ

ネル討論に筆者がモデレーターで参加） や、中国におけるもっとも

大きな知財の会議（2017 IPR Nanhu Forum:  International Conference on 

“New Developing Idea and the Rule of Law Modernization of Intellectual Property 

Rights”においてデータ利活用に関する知財制度について招待講演を行う） 

などの活動を通じて国際的な発信活動を行ってきました。

　今後も国際的な成果普及を進めていく予定です。なお知的

財産権とイノベーション研究ユニットは来年設置 10年を迎え

ることから、11月 6日に元米国特許庁長官を務め現在でも知

財の世界のオピニオンリーダーであるデビッド・カッポス氏

を迎えてシンポジウムを開催しましたが、これも国際的な連

携強化の一環として位置づけられるものと考えています。

註
1. 「政策提言 2020年 IoT、BD、AI時代にむけた知財戦略」

http://pari.u-tokyo.ac.jp/publications/policy160408_ipr.html

2. 「知的財産推進計画 2017」（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20170516.pdf

3. 「『データ利活用促進に向けた企業における管理・契約等の実態調査』を

デビッド・カッポス氏（左）を迎えて開催されたシンポジウム
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どうなるか、あるいは重要インフラへの

テロ攻撃やサイバー攻撃が複合的に行わ

れる事態や、その復旧過程でパンデミッ

クが重畳する事態となれば、どこまで影

響が拡大するか、それぞれのリスクへの

対処だけでは済まないことは明らかだ。

　このような破滅的なリスク事象への対

処には、システムズ・アプローチによる

現代社会という複雑適応系への理解が不

可欠だ。そして、これが国家や組織の資

源配分、政策や施策の優先順位付けを説

得的なものにする。

求められるレジリエンス思考とアダプ
ティブ・アプローチ
複雑化する社会において、様々なハザー

ド・脅威に対する全ての脆弱性を同定し

対処することは基本的に不可能に近い。

複雑適応系は、多くのポジティブ及びネ

ガティブ・フィードバックループをもち、

それらの相互作用はしばしば直感に反す

る変化を生み、時にドラゴンキング 1と

呼ばれる極端事象を創発する。今後次々

首都圏の地下鉄・鉄道網、道路網、上下

水道網、電力・ガス供給網、情報通信網

のマップを重ね、それらの基幹インフラ

の上で医療や金融を始めとする企業や行

政等の組織が活動、様々なサービスを供

給、そして市民生活が営まれていること

を想像してほしい。

　実に数えきれない要素（エージェント）

が複雑に繋がり、それぞれ能力を変化さ

せ、経験から学び、複合的相互依存関係

をもち作用し合っている。その相互関係

は決して線形ではなく、小さな変化が想

像を越える大きな帰結を生むこともある

複雑適応系である。言うまでもなく、頭

の中でこの構造とその動的な挙動を思い

描くことは不可能だ。

　もし、政治・行政・司法という国家統

治の中枢機能、金融決済や企業本社等の

経済中枢機能が集積し、それに伴い「ヒ

ト、モノ、カネ、情報」及びそれらを支

える重要インフラが高度に集積する首都

圏を大規模な直下型地震が襲い、それに

連鎖し重要施設の重大事故が発生したら

複雑化する社会における    
キャタストロフィック・リスクへの対処

谷口武俊
東京大学政策ビジョン研究センター教授（複合リスク・ガバナンスと公共政策研究ユニット）

コラム

に新興技術が導入され、社会の複雑性が

一層高まるなか、伝統的なリスクアセス

メント・マネジメントのアプローチには

限界がある。

　では、どのような思考、アプローチが

必要なのか。まずはレジリエンス思考だ。
我が国のリスクマネジメントはこれまで

予防的対策偏重の傾向にあるが、如何な

る事態に至っても（社会的な）機能を確保

するというレジリエンス思考が現代社会

では求められる。レジリエンスの議論に

は、元の状態に戻すことや単一の最適な

状態が存在するという考え方が広く浸透

しているが、現状回復・維持を善しとす

る前提や考え方に固執すると持続可能な

発展は生まれない。機能の存在を維持す

ることを前提とし多様な平衡状態がある

というエコロジカル・レジリエンスの考

え方が必要だ。

　次が、アダプティブ・アプローチだ。
巨大なシステムは複雑性、不確実性、そ

して曖昧性 2のレベルが総じて高い。し

たがって、そのリスクは制御可能である

と簡単には言えない。むしろ、レジリエ

ンスを確保しつつ、リスクに適応、順応

していくという考え方が重要だ。アダプ

ティブ・アプローチは、マネジメントの

前提を継続的監視により絶えずその妥当

性を検証し、必要なら修正し、状態変化

に応じて方策を変えていくという、順応

的学習とフィードバック制御を柱とする。

現在の判断に間違いがあるかもしれない

ことを自覚すること、一通りの未来を期

待せずに様々な事態を想定して対策を立

てておくことが大切となる。

レジリエントな社会の構築への課題
複雑化する社会は、外生的要因（大規模自

然災害等）だけでなく内生的要因（過剰な

連結や安全裕度の喪失等）による甚大な被害

をもたらすリスクに晒されている。しか

し、政治・行政や産業界の意思決定者や

政策立案者の多くは、困難等から目を背

けるメンタリティをもつ、あるいは想像

力が欠如しており、内生的な変移が本当

に起こり得るとは考えようとしない。既

得権益は現状維持を望みたがる。そして、

電力

サービスシステム 日常生活

ガス

水道

情報通信

道路・物流

複合的重要インフラシステムと社会サービス活動・市民生活の複合的な相互依存関係
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　実際には、レセプトは、保険者に直接

ではなく、支払基金や国保連といった保

険者から委託を受けた審査支払機関に送

付される。そして、請求書であるレセプ

トは、審査支払機関による審査・支払を

経て、最終的にはおカネを払ってくれる

保険者に送られることとなる。このレセ

プトが少し前までは信じられないこと

に「紙」だったのである。多くの病院等

はレセプトを作成するためのコンピュー

タ・システム（レセコンと呼ばれる）を導

入しており、院内では電子化は進んでい

た。問題は、そうした電子請求情報をま

たわざわざ「紙」に落して請求していた

という点である。これは審査支払の効率

性という面からも、またセキュリティの

面からも大いに問題がある方式であった。

政府は早くからこれを電子請求にすべき

であるとしてきたが、一部に反対意見も

あってなかなか実現できずにいた。

　それが、近年ようやく急速に進展し、

現在ではほとんどのレセプトが電子請求

の形になっている。これが「レセプトの

電子化」であり、直接的には審査支払の

効率化を目的としたものであることは言

うまでもないが、もう１つ、それ以上に

大きな効果が期待されるのが「データヘ

ルス」なのである。レセプトの最終的な

保有者である保険者がデータヘルスを活

用することによって、保険者が医療保険

の運営主体としての機能、いわゆる「保

険者機能」を発揮し、加入者の健康増進

とともに、提供される医療サービスの効

率化や質の向上に寄与することが期待さ

れている。

　「健康経営」は、こうしたデータヘル

スの進展と軌を一にする。欧米諸国の先

行研究によれば、従業員の健康関連コス

トのうち、医療費は小さくはないが、最

標題の「データヘルス・健康経営を推進
するためのコラボヘルスガイドライン」
（以下「ガイドライン」と呼ぶ）は 2017年 7

月に厚生労働省保険局から公表され、同

省ホームページに掲載されている（全 120

ページ）。筆者は、同ガイドラインの一部

の執筆及び総監修に携わったので、その

概要について簡単にご紹介する。

　まず、用語について説明しておこう。

「健康経営」は、英語で言うと、Health 

and Productivity Managementということ

になる。つまり、企業や組織に勤務する

従業員の健康（Health）と生産性（Productivity）

を同時にマネジしていこうという発想で

ある。「データヘルス」とは、特定健診

制度やレセプトなどから得られる健康医

療データの分析に基づいて加入者の健康

状態に即して実施する、効果的・効率的

な保健事業を指す 1。この「レセプト」、

正式には「診療報酬明細書」とは、病院

や診療所等の医療機関が実施した診療行

為について、健保組合や協会けんぽ、国

保といった医療保険の保険者に対してそ

の対価（診療報酬）を請求する書類である。

究極的な便益は測定し難く、時に見え難

いとはいえ、めったに長期的便益を思い

決定を行うことは少なく、認識すること

すらない場合がある。

　また、これらの社会的政治的要因に加

え、複雑な社会経済や生態系における緩

やかな変化のメカニズムについての理解

は、政府や社会や企業にとっては急変す

るまではほとんど知覚し難く、モデル分

析等を行うにも情報を得るのは容易では

ないという科学的要因もある。このよう

に複雑化する社会のリスクガバナンスに

は多くの困難な課題があるが、レジリエ

ントな社会の構築に向け、皆が行動しな

ければならない。

　破滅的なリスクへの対処やレジリエン

ス強化には大規模なマネジメントを要す

る。政府は府省庁連携・部門横断による

マルチスケールの協働によるオールハ

ザードの国家リスクアセスメントを実施

し、そこから得られる知見の活用（資源

配分の優先順位付け、緊急事態対処能力の脆弱

性同定、レジリエンス計画策定の基本情報、政

府機関や地方公共団体におけるリスク認識の共

有など）を早急に図る必要がある。

　また、緊急事態においてやむを得ず行

われる超法規的措置を可能な限り減らす

ため、政府は地方公共団体や関係業界と

行政措置の特例について事前協議し、行

政法規の特例セットをスタンバイ法とし

て整備、適用訓練を実施することが望ま

れる。何れにしても、政府の中核の意思

決定プロセスにリスクに関する系統的で

明示的な考慮がしっかり組み込まれるこ

とが重要であり、政府内にリスクカル

チャー 3が醸成されることが必要だ。

註
1. D. Sornette教授（チューリッヒ連邦工科大学）

による造語で、キング（インパクトが極めて

大きい）とドラゴン（ユニークな原因から生

まれる）という二つのメタファーから成る

2. 曖昧性には、解釈的曖昧性（エビデンスや評

価結果に対する異なる解釈）と規範的曖昧

性（リスクの受忍可能性に対する異なる規範）

がある。

3. リスクカルチャーとは、リスクへの対処に関

すること組織内の一連の信念や価値観や実践

を指す。その主要な点は如何に包み隠さずリ

スクについて話できるか、それらの情報をコ

ミュニティの間で共有できるか、である。

「データヘルス・健康経営を推進するため
のコラボヘルスガイドライン」について

尾形裕也
東京大学政策ビジョン研究センター特任教授（健康経営研究ユニット）

コラム
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査データの分析等によるさらなるエビデ

ンスの蓄積及び調査の改善を通じ、健康

経営の一層の普及拡大が図られることが

期待される 3。

註
1. 厚生労働省ホームページによれば、「データ

ヘルス」は、「近年、健診やレセプトなどの

健康医療情報は、平成 20年の特定健診制度

の導入やレセプトの電子化にともない、その

電子的管理が進んでいます。これにより、従

来は困難だった電子的に保有された健康医療

情報を活用した分析が可能となってきました。

データヘルスとは、医療保険者がこうした分

析を行った上で行う、加入者の健康状態に即

したより効果的・効率的な保健事業を指しま

す」とされている（下線は引用者）。

2. Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）

→ Act（改善）の 4段階を繰り返すことによっ

て、業務を改善していく方法。

3. 経済産業省平成 27年度健康寿命延伸産業創

出推進事業「健康経営評価指標の策定・活用

事業」東大WG成果報告書

http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/hpm_H27.pdf

ンが「健康経営」のさらなる普及拡大に

寄与することが期待される。また、東京

大学政策ビジョン研究センターに「健康

経営研究ユニット」が設置され、本格的

な活動を開始したのが 2013（平成 25）年

4月である。同研究ユニットでは、「健

康経営」について、日本の実際の企業や

組織の協力を得て、プレゼンティーイズ

ムの測定や健診データ、レセプトデータ

の分析を含む実証研究を展開しており、

これまでのところ（もちろん医療費が相対的

に低いといった日本の特色を含みつつ）基本的

には欧米諸国の先行研究等とほぼ整合的

な結果を得ている。

　健康経営をわが国の経済社会に定着さ

せ、長期的に持続可能なものとしていく

ためには、エビデンスに基づき PDCAサ

イクル 2を回していくことが重要である。

これまでの東大における研究はその一翼

を担うものであった。今後、健康経営銘

柄の選定等に使われている健康経営度調

大のものではない。実は最大のコスト要

因は、Presenteeism（プレゼンティーイズム）

と呼ばれる生産性の損失である。プレゼ

ンティーイズムというのは、出勤はして

いるものの、健康上の理由から生産性が

落ちている状況を指している。たとえば、

元気な時の生産性が 100の人が、体調不

良等によって生産性が 90に落ちていた

とすると、その差の 10がプレゼンティー

イズムによる生産性損失ということにな

る。そして、このプレゼンティーイズム

による生産性損失が企業や組織の健康関

連コストにおける最大の構成要因である

ことがわかっている。そうすると、企業

や組織にとっては、医療費の適正化も重

要であるが、それと並んで、こうした従

業員の健康に伴う生産性の損失にいかに

対応していくかが重要な経営課題である

ということになる。特に、超少子高齢社

会、人口減少社会に突入しつつあるわが

国において、こうした「健康経営」の意

義は大きいと考えられる。

　「健康経営」を推進していくためには、

データヘルスを活用しつつ、母体企業・

組織と保険者間で連携・協力（コラボレー

ション）することが特に重要である。こ

れが「コラボヘルス」であり、今回上記

のガイドラインが策定されたのもそうし

た考え方に基づいている。同ガイドライ

ンにおいては、初めにコラボヘルスの意

義や健康経営とコラボヘルスについての

一般論を展開した後に、コラボヘルス推

進にあたっての実践方法および留意事項

が整理されている。さらに、コラボヘル

スの実践事例として 6つの具体的な事例

が紹介されている（そのうちの 3つは、東大

と共同研究を行っている企業・組織の事例であ

る）。そして最後に参考資料として統計

データが付されている。コラボヘルスの

必要性については、これまでも様々に論

じられてきたが、その具体的な推進方法

を本格的に論じた資料は同ガイドライン

が初めてであろう。

　「健康経営」については、わが国にお

いても、近年における健康経営銘柄の選

定や健康経営優良法人の認定等を通じて、

ようやく広がりつつある。同ガイドライ

策が必要になる。しかし、こうした温暖

化対策は予定通りに進む保証はない。パ

リ協定の目標達成は現状では難しいと見

られている。

　こうした中、パリ協定の目標を諦める

というのは選択肢の一つである。しかし、

冒頭の仮定に基づけば、パリ協定の温度

目標は簡単にあきらめることはできない。

　そのような場合、我々は太陽放射管理
(solar radiation management, SRM)を考えなけれ

ばならない。SRMとは太陽光を何らかの

方法で反射し地球に入るエネルギーを減

少させることで気候を冷却し、地球温暖

地球温暖化問題が非常に深刻な問題だと

しよう（私は個人的にそう思うし、科学的にも

それをサポートする知見は沢山あるが、そうで

ないという意見もあるので仮定として議論を始

める）。深刻な問題には徹底的な対応が求

められる。それではどこまで行えばいい

のだろうか。

　2015年 12月に合意されたパリ協定は、

気温上昇について産業革命以前に比べ

て 2度を十分に下回る水準に温度を抑え、

また 1.5度に抑える努力を行うという長

期目標を設定した。このためには二酸化

炭素排出量の削減など、多大な温暖化対

人類は地球温暖化対策としてどこまで踏み
切るべきか？

杉山昌広
東京大学政策ビジョン研究センター准教授（技術ガバナンス研究ユニット）

コラム



17平成 29年度 東京大学政策ビジョン研究センター年報

成

層

圏
1. 上空 20kmで大気中に微粒子をまく

高度 20km

2. 微粒子が大気をおおい、太陽光を反射する

3. 地球の気温は下がるが、
局地に影響が出る可能性がある

化対策とする手法の総称である。米国議

会の委員会でも 11/8に公聴会が開催さ

れた（https://science.house.gov/legislation/hearings/

subcommittee-environment-and-subcommittee-

energy-hearing-geoengineering）。

　SRMの中で最もよく知られているの

が成層圏エアロゾル注入である。地球を

人工的に冷却するというとサイエンス・

フィクションのように聞こえるが、決し

てそうではない。1991年に噴火したフィ

リピンのピナツボ火山は実際に地球の気

候を最大で 0.5度程度冷却した。冷却効

果は理論、シミュレーション、観測で科

学的知見として確立している。

　もう少し詳細を述べれば、今までの気

候モデル研究の成果をまとめると、成層

圏エアロゾル注入は全球平均気温を下げ

ることができ、気候変動に伴う影響を抑

制させることができ、1.5度目標の達成

を可能にする数限りある技術の一つであ

る。一方で、気温や降水量の地理的分布

の変更を起こしたり、オゾン層を破壊し

たりすることも明らかになってきている。

　こうした副作用に加えて社会的な懸念

もある。本質的に重要な緩和策への関心

が世界的に薄れるかもしれない。より倫

理的には、人が神に成り代わって気候を

制御するのが許されるのかという指摘も

ある。

太陽放射管理（SRM）を限定的に導入
すると？
ここで一つ注意したいのは、SRMは完

全な悪者ではないということである。そ

もそも気候変動を部分的にも抑えること

ができるから議論の俎上にのぼるのであ

る。問題は副作用や社会的な問題をどう

したら抑えることができるかである。

　一つの方策は少しだけ SRMを導入す

るというものだ。SRMを限定的に導入

することができれば、気候変動に伴う影

響を抑制することができ、なおかつ限定

的な導入であるので、SRMに伴う副作

用も抑制することができる。

　思考実験として、導入量を抑制的にし

て、なおかつ時間的にも限定した気候工

学のシナリオを考えてみよう。仮に米国

の航空宇宙局 (National Aeronautics and Space 

Administration, NASA)が主導して行うとす

る。この産業は SRMの導入量に比例し

て、時間的に拡大し、ピークを迎え、そ

の後減少し、最終的に世の中から消えて

いくことが望ましい。

消えることを想定した技術開発の難しさ
正直、著者にとって、一度育成された産

業が計画性をもって縮小されて行き最終

的に消滅するということは、想像し難

い。SRMを一定の規模で行えば、大学

で SRMを学び、就職した後、政府や民

間企業で SRMについて一生をかけ、携

わっていく人が増えていくだろう。恐ら

く、彼ら・彼女らは、誇りを持って地球

温暖化対策のために地球を冷やす行為に

関わっていくだろう。その彼らの仕事と

その尊厳を計画的に縮小し、地球上から

なくすという行為は、金銭的な既得権だ

けでなく、彼らの矜持も傷つけていくこ

とに他ならないであろう。

　むしろ、抑制的に SRMを利用して、

リスクが少なく便益が多いことがわかっ

たならば、SRMに携わる行政官、大学

や公的機関の研究者、民間企業は拡大を

求めていくのではないだろうか。

　SRMの問題はここにある。SRMがう

まくいく可能性は小規模であるからこそ

であるが、実際に実施が始まると徐々に

拡大し失敗するリスクも高まっていく。

　当初から最終的に世の中から消えるこ

とが期待される技術、そのようなものを

人類は開発できるのだろうか。日々、私

はこの問題について考えている。

成層圏エアロゾル注入（SAI）の概念図
高さ 20キロメートルの上空（成層圏）で太陽光
を反射する微粒子をまく。太陽の光がさえぎられ
て地上に届く光が減るため、地球の気温を下げる
ことができる。しかし、気候や生物への副作用
は生じる可能性が高い。また、倫理的、社会的、
政治的な問題についても多くの懸念がある。
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未来へのかすかな希望だ。

　中国人の対外認識を見ると、調査対象

の 6カ国に対しては、日本およびインド

に対する好感度が低い。日本に対しては

「大嫌い」もしくは「嫌い」という否定

的感情の度合いが高いことがうかがえる。

日本人として多少意外に感じるかもしれ

ないのは、中国人の日本認識の方が、日

本人の中国認識より好意的であるという

事実だ。中国人の 4割弱は日本に対して

好意的な感情を持っているのである。と

はいえ、全体としては日中相互において

否定的な感情を有する国民の割合が高く、

それは他国と比べても際立っているとい

う事実は揺るがないだろう。安全保障を

考える上では、この現状認識から始めな

ければならない。

　それでは、日本人の反中感情はどうし

てそれほど高まってしまったのであろう

か。この難問を解くヒントになる分析を

行った。日本人の対中認識を形成する

様々なプラスイメージの因子について個

別に検討した結果、「信用できる」「平和

的である」「寛容である」「国際的なルー

ルを守る」といった因子がもっとも対中

好感度と相関しているにもかかわらず、

その絶対値が低いことが明らかになった。

それらの因子が重要であるにもかかわら

ず、その評価が極めて低いことが分かる。

反対に、絶対値としては高い平均値が与

えられた「強い」「エネルギッシュ」な

どの評価は、まったく対中好感度に寄与

しない。言い換えれば、日本人の多く

は、中国のことを「強い」、あるいは「エ

ネルギッシュである」と認識している

が、他方で、中国を「強く、エネルギッ

シュである」と感じるが故に、否定的に

なる層が存在するということだ。日本で

は、中国への脅威認識、あるいは劣等感

が否定的な感情につながっているのであ

る。これは、なかなか根深い感情である。

　では、はたして希望はあるのか、ある

のならばどこに存在するのか、という点

に関しては、今回筆者が行った意識調査

が示唆するものは十分にある。今回の調

査からは、経済的なかかわりや外国語習

得・渡航歴等国際性が豊かな層ほど、そ

民相互の認識や、日本国民の対中脅威認

識を決定づけた因子などが浮き彫りに

なった。

　日本人の対外認識では、東アジアの安

全保障に重要な役割を果たしている、米、

中、韓、印、豪、ロの 6カ国に対する好

感度を比較すると、日本人の中韓への好

感度の低さが目立つ。特に、中国に対し

ては「大好き」から「大嫌い」までの 6

段階評価において好意的な評価を下した

のは 1割に満たず、3割以上が「大嫌い」

と答える厳しい結果となった。このよう

な傾向は、性別、世帯収入、居住地域な

どの属性を通じておおよそ共通していた。

若年層の方が多少好意的であったことが、

日中韓意識調査から見えてくること

三浦瑠麗
東京大学政策ビジョン研究センター講師（安全保障研究ユニット）

コラム

世論が外交に与える影響は、時代が進む

につれて高まっている。民主主義国はも

ちろんのこと、権威主義国においても世

論の重要性が高まるに従い、世論をどう

理解するかという分析が不可欠になって

きている。国際政治学はこれまで、紛争

と対立を説明するに際し、相対的な国力

差に着目してきたが、世論を形成する国

民の対外認識こそ、相対的な力の差を「脅

威」と認識させるか否かを決定するからだ。

　2014年末に、日本、中国、韓国の国

民の対外認識について、各国 2,000人に

対して実施した調査（外務省「外交・安全保

障調査研究事業費補助金」の支援を受けた）の

結果を基に考えたい。調査を通じて、国
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クール
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エネルギッシュ

強い

脅威認識が高い層ほど対中感情が
悪い可能性を強く示唆

中国認識における本音と建前

対中認識を決定づける因子
対中認識はほぼすべての因子で評価が低く、脅威認識の高まりが全体の好感度に対してネガティブに効いている可能性が高い。
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うでない層に比べて対中感情や対日感情

が良いことが示された。とりわけ、中国

人の中でもビジネス上日本との関係があ

り、その経済関係において収益増加が見

込める層における対日感情の改善は目覚

ましい。経済の相互依存と、国家間の関

係強化が相互の脅威認識の改善に対して

有効な対抗策であるということは、厳し

い局面にある日本の安全保障にとっての

希望である。

　確かに、日中間において互いの国民感

情が改善しない理由には歴史問題やナ

ショナリズム、日本の自信の喪失などさ

まざまな要素が影響している。だが、そ

の悪感情は、経済的相互依存を健全に深

化させ、とりわけ現在は非民主的な体制

を取る中国側の経済セクターの存在感や

発言権が増していくことによって、部分

的に乗り越えられる可能性を秘めている。

安全保障の確保と国民間の信頼関係の向

上に向けて努力すべき方向性を示してい

ると言っていいだろう。

　同様の分析を日韓関係についても行う

と、似たようなトレンドが明らかになる。

日本人の抱く韓国に対するプラスイメー

ジのうち、好感度に寄与するものは総じ

て与えられる点数が低く、エネルギッ

シュであることなどに対する高い評価は

ほとんど好感度に寄与しない。韓国から

日本を見た場合も、好感が形成されやす

い要素である「信頼できる」「親切である」

などのイメージを持つ人はごく限られて

いる。ここでも、海外渡航経験や外国語

の習熟、ビジネス上の取引関係がすべて

プラスに働いていることは明らかである。

　日韓関係で深刻なのは、にもかかわら

ず、ビジネス上の取引関係で日本との間

の取引が伸びると答えている人の割合が

ごく少数でしかないことだ。結果として、

将来に渡り、対日感情が緩和する層がご

く少数にとどまってしまう。経済関係が

冷え込んだり、日本が魅力的なマーケッ

トではなくなる結果として関係がさらに

悪化するということが問題の根幹にある

ことが分かるだろう。

　今回の調査から言えるのは、経済的相

互依存は、人レベルでは確実に平和創出

実施時期 有効回答数 回答者割付 協力調査会社

日本 2014年 11月 N = 2,000

・年齢（20～ 60代の 5段階）
・居住地（三大都市圏、それ以外の 2段階）
・最終学歴（大卒以上、大卒未満の 2段階）
上記 3軸にて定義されるセルごとにN=100サンプルを確保

株式会社
マクロミル

中国 2014年 12月 N = 2,000

・年齢（20～ 60代の 5段階）
・居住地（TierⅠ都市、TierⅡ以下都市の 2段階）
・最終学歴（大卒以上、大卒未満の 2段階）
上記 3軸にて定義されるセルごとにN=100サンプルを確保

Macromill 
China

韓国 2014年 12月 N = 2,000

・年齢（20～ 60代の 5段階）
・居住地（ソウル特別市、それ以外の 2段階）
・最終学歴（大卒以上、大卒未満の 2段階）
上記 3軸にて定義されるセルごとにN=100サンプルを確保

Macromill-
embrain

日中韓対外意識調査概要
2014年末に日本、中国、韓国において、インターネットパネル調査を実施

効果を持つということだ。けれども、と

る政策が間違っていたり、相互依存度が

十分に深まらなければ、国家規模での友

好関係は成り立たない。今後の課題が明

らかになったと言えよう。

ナノテクノロジーは原子や分子の配列を

ナノスケール（10億分の 1メートル）の単

位で制御することによって従前には得ら

れなかった物理的特性や化学的特性を獲

得する技術の総称である。ノーベル物

理学賞受賞者ファインマン博士が 1959

年に行った "�ere's plenty of room at the 

bottom" の講演がナノテクノロジーの概

念的起源とされている。以来、フラー

レンの発見（1984年）、単層カーボンナノ

チューブの発見（1991年）といったブレー

クスルーにより、概念に留まっていたも

のが現実のものとして我々の生活に影響

を与え始めてきた。いまや生命科学、医

療、材料工学、光学、エレクトロニクス、

ひいては ITといった広範な分野におい

てその応用事例が実現している。

　ナノテクノロジーにおける学術知識

は急速に増加をしており、2017年現在

のナノテクノロジー分野の学術知識は

1,431,929件とされている 。また、量的

拡大のみならず、その多様な応用可能性

から、この分野の知識構造はダイナミッ

クに変化しており、日々新たな新興分野

が創出している。

　ナノテクノロジーはその懐の深さから、

社会課題解決への潜在力としても高い期

待が寄せられている。ナノテクノロジー、

とくにナノカーボンに関する学術知識の

中で近年拡大しつつある分野としてバイ

オセンサ、リチウムイオン電池などが挙

げられる（Y. Nakashio et al. 2016)。これはサステ

ナビリティ（持続可能な社会）の文脈におけ

るナノテクノロジーへの期待を表す。同

様に、ロボット工学、細胞生物学、口腔

内外科など、超高齢化社会における課題

ナノテクノロジーの急進と社会実装への課題

佐々木一
東京大学政策ビジョン研究センター特任研究員（ナノテクノロジーイノベーション研究ユニット）

コラム
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炭素繊維強化プラスチックなどは航空宇

宙産業で生まれ育った技術であるが、い

まやスポーツ用品、衣類、日用品など広

く活用され一大市場となっている。先入

観にとらわれず新たな市場を捉えるには、

特定の分野に閉じた議論では不十分であ

る。科学技術と社会制約のギャップを埋

め、両輪をスムーズに回転させるために、

立場や分野を超えた「場」が不可欠である。

参考文献
－Y. Nakashio, T. Hara and I. Sakata. “Detecting 

structural changes in the nano carbon domain 

based on the time distribution of text information of 

academic papers” Portland International Conference 

on Management Engineering and Technology 2016 

(PICMET'16), in Hawaii, USA (4-8, Sep., 2016).

－The Project on Emerging Nanotechnologies, 

Retrieved from http://www.nanotechproject.org/ on 

12nd, Sep, 2017.

－Schumpeter, A rust-belt revival New businesses 

are breathing life into some of America's old industrial 

cities, The Economist, Retrieved from https://www.

economist.com/news/business/21693944-new-

businesses-are-breathing-life-some-americas-old-

industrial-cities-rust-belt on 12nd, Sep, 2017.

－H. Sasaki, T. Hara and I. Sakata, Identifying 

Emerging Research Related to Solar Cells Field using 

a Machine Learning Approach, Journal of Sustainable 

Development of Energy, Water and Environment 

Systems, Volume 4, Issue 4, pp 418-429, 2016.

－H. Sasaki, I Sakata and Y Kajikawa, Serendipitous 

Identification of Fields Derived from Technology 

Spillovers from Patent Analysis: Case Study of 

Material Science, Portland International Conference 

on Management Engineering and Technology 2015 

(PICMET'15), in Portland, USA (2-6, Aug., 2015).

はダイナミックに変化する学術領域の動

向を客観的かつ迅速に捉えて科学技術政

策及び技術経営に活かす仕組みを作るべ

きである（H. Sasaki et al. 2016）。膨大に増え

続ける科学知識や技術知識をビッグデー

タとして扱い新たな科学的発見や意思決

定につなげる、サイエントメトリクス（科

学計量学）と呼ばれる分野がある。論文

や特許文書を対象にした機械学習や表現

学習を用いた解析から今後の動向を把握

し萌芽的な知識を抽出する技術や、新た

な化合物や複合材の発見を目的としたマ

テリアルズインフォマティクスに関わる

情報技術も生み出されつつ有る。

　膨大に増加し続け常に変化を伴う知識

領域の中でいかに早期に有望な研究を特

定するかといった視点は、いまや学術関

係者のみならず政策立案社や企業におけ

る意思決定者にも不可欠である。これら

のような情報技術を組織のなかで有機的

に機能させるには、組織におけるインテ

リジェンス機能の醸成が不可欠であるが

これは一朝一夕には育たない。

　また、ナノテクノロジーを社会課題の

解決に活かすための領域横断的な検討の

「場」を設ける必要がある。複数の領域

に横断的に用いられ基盤的な役割を果た

す技術であるナノテクノロジーの活用に

おいて、特定分野に閉じた議論をしてい

たのでは、広い社会実装に至る可能性の

芽を摘みかねない。実際に、これまで活

用されたことがない分野で一層活躍する

ポテンシャルを持つような技術は少なく

ない（H. Sasaki et al. 2015）。傾斜機能材料や

解決に不可欠な分野の新興も観察できる。

自然科学において発展してきたナノテク

ノロジーが、いまや社会科学の分野にお

いて高い存在感をあらわしつつある。

　米国ではナノテクノロジーのような新

生技術がラストベルトにおける先進的製造

業の雇用機会を大きく成長させている。オ

ハイオ州アクロン大学では高分子分野の

学生を多く排し、四大タイヤメーカーは

高機能高分子事業の中心となった。ノー

スカロライナ州でも同様、不織布研究が

盛んな州立大学では耐熱繊維や耐化学物

質繊維の先進的研究が進んでいる。この

様に米国のラストベルトはナノテクノロ

ジーの中心地として変貌を遂げている。

　米国 MIT の MIT. nano や ANT (Albany 

Nanotech)、仏国のMINATEC (Micro and Nano-

technologies Campus)、中国の Herbert Gleiter

ナノ科学研究所など、世界のナノテクノ

ロジーの魅力的な研究拠点はそれらの国

の科学技術に対する姿勢を推察するに

十分である。米国の超党派シンクタン

クにより 2005年に設立された、"Project 

on Emerging Nanotechnologies" は、ナノ

テクノロジーの社会的、政治的、および

公共の安全面に取り組むことを意図した

プロジェクトである。研究者、政府、業

界、NGO、政策立案者などが長期的に

協力し知識と規制における、研究と政策

のギャップを特定し、それらを埋めるた

めの戦略を策定する目的に努めている。

　このような世界的なナノテクノロジー

の潮流の中で、科学技術政策の観点から

議論するべき視点を挙げたい。ひとつに
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