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別紙 

「イノベーションガバナンス」講義案 

※ テーマはいずれも仮題 

Unit 0 Introduction 

Class 1: Why we need innovation governance? (10/2) 

 目指す社会像 
 既存のガバナンス構造の問題点 
 アジャイル・ガバナンスの全体像 
 The society we want to realize 
 Challenges for existing governance models 
 The overall structure of “Agile Governance” 

Class 2: Case Introduction (10/9)  

 ケース紹介 
 ケースの割当 
 Case Introduction 
 Case Assignment 
 
【テーマ・講師】 

 「表情・音声等の解析によるコミュニケーションの質の向上」神谷渉三（I’mbesideyou CEO） 
 「配送ロボットに関するルール形成」長井大典（デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 自

律移動ロボットプログラム サービスロボットプロジェクト リーダー） 
 「オンライン紛争解決」森下将宏（キビタス株式会社 CEO & Co-Founder） 

 

Unit 1 Goal-setting and Risk Analysis 

Class 3: Fundamentals of goals and risks (10/16) 

 課題の特定/ステークホルダーの特定/ガバナンスの目的の設定 
 様々なゴールとその関係性の理解 
 Identifying issues, risks, stakeholders and setting goals of governance 
 Understanding various goals and their relationship 
 
【テーマ・講師】 
・「デジタル社会の自由と幸福」大屋雄裕（慶応大学・法哲学） 
・「複雑システムの安全性」松原豊（名古屋大学・システム工学） 

Class 4: 講義– Designing innovation-friendly organization (10/23) 

【テーマ・講師】 
・「イノベーションに適した組織の設計」石山洸（エクサウィザーズ CEO） 
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Class 5: Workshop 1 – Goal setting and organizational design for the group projects 

(10/30) 

 

Unit 2 Changes in Government-Business Relationship 

Class 6: Role of Businesses (11/6) 

 企業の役割の根本的変化（Rule taker から Rule setter へ） 
 ルール形成 
 モニタリング 
 アカウンタビリティ 
 リスクマネジメント 
 Fundamental change of the role of businesses (from a rule taker to a rule setter) 
 Rule-making 
 Monitoring 
 Accountability 
 Risk management 

【講師】 

・「経営論からみた企業の役割」妹尾堅一郎（経営学、産学連携推進機構理事長） 
・「企業からのルールメイキング」渡部友一郎（弁護士・AirBNB） 
 

Class 7: Role of the Government (11/20) 

 政府の役割の根本的変化（Rule setter から Goal setter へ） 
 規制のデザインの変化 
 行政組織の再設計 
 Fundamental change of the role of the government (from a rule setter to a goal setter) 
 Change of regulatory design 
 Redesign the organizational structure of the government 

【テーマ・講師】 

・「デジタル庁の現在と未来」松田洋平（内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室参事官） 
・「デジタル時代における行政の役割」増島雅和（弁護士・森濱田松本法律事務所） 
 

Class 8: Public-Private Relationship (i)  (11/27) 

 共同規制 
 民間によるルール形成と官民の対話の在り方 
 Co-regulation 
 Rulemaking by private stakeholders and dialogue with regulators 

【テーマ・講師】 

・「規制のサンドボックス」石井芳明（経済産業省新規事業創造推進室長） 
・「先端技術の社会への実装」馬田隆明（東京大学・FoundX ディレクター） 

 

Class 9: Public-Private Relationship (ii)  (12/4) 
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 ガイドライン、標準等の整備 
 企業制裁制度の改革 
 アジャイル・ガバナンス 
 Co-creation of guidelines and standards 
 Redesign of corporate sanction mechanisms 
 Agile Governance 

【テーマ・講師】 

・「企業制裁における官民協力」稲谷龍彦（京都大学教授・刑法） 
・「官民協力による標準形成」藤代尚武（日本知財標準事務所・知財標準化事業部長） 

Class 10: Workshop 2 – Governance Design for each Project (12/11) 

 

Unit 3 Multi-stakeholder Engagement  

Class 11: Citizen Engagement (12/18) 

 消費者/住民/利用者の視点 
 Perspectives of consumers/citizens/users 

 

Class 12-13: Final Presentation and Feedback (1/15, 22) 

 


