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「明るい超高齢社会」の実現に向けて、産官学のリーダーが議論を展開 
～メットライフ生命による「＃老後を変える」サミットの開催～ 

 
メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 サシン･Ｎ･シャー）は、去る

6 月 15 日、産官学の有識者約 150 名と共に、超高齢社会における日本のあるべき姿を議論するため

の、「#老後を変える」サミットを開催しました。同サミットにおいては、内閣官房・経済産業省、東京大

学、慶應義塾大学等をはじめとする各企業・団体の関係者の登壇の下、退職後の長い人生をどのよう

に生きるべきなのか、明るい超高齢社会はどのようにして実現できるのかについて議論を行いました。 
 
昨年秋に英誌「The Economist」の調査部門が弊社の協力のもと行った、高齢化に伴う人々の認識

に関する調査（「健康・経済プラン・QOL が映し出す未来像と現実のギャップ」）においては、日本の調査

対象者の約４割が退職後の余命を実際よりも短く認識しているなど、老後の健康や資産形成に関する

知識と現実の認識の差が依然として大きいことが明らかになっています。このような認識ギャップのもと

にある、いわゆる現状維持バイアスから脱却し、「明るい超高齢社会」実現のための未来図を描くため

には、産官学連携の下での大きな構想力が求められています。 
 
今回開催した「＃老後を変える」サミットでは、健康な方はもちろん、様々な疾患や介護等、何かを抱

えながらでも、「後半人生」を愉しく豊かなものに実現していけるような社会を構築するために、今後必要

となる連携について、日米トップレベルのアカデミア、政策関係者、企業幹部など、各界の様々なゲスト

スピーカーが会場参加者と共に闊達な議論を展開しました。 
 
同サミットに登壇した、特定非営利活動法人アスリッド理事長の西村由希子氏は、次のようにコメント

しています。「人生 100 年時代において、病気の予防や早期発見は大切ですが、すでに疾患を抱えて

いる患者は、治るための薬だけでなく、毎日が生きやすくなるサービスを求めています。そこには企業が

参入できる新しい市場があるのではないでしょうか」 
 
また同じく同サミットに登壇した、当社 執行役 専務 チーフストラテジーオフィサーの幸津ウェブスター

は、次のようにコメントしています。「超高齢社会に対する取り組みは一社のみで実現できるものではあ

りません。当社は今後も産官学の様々なパートナーの皆さまとの連携の下、『エコ・システム』を共に造り

上げていければと考えております」 
 
同サミットの模様は、弊社の「＃老後を変える」サイト（https://www.metlife.co.jp/changerougo/）等で、

お知らせしてまいります。 
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メットライフ生命について 
メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、多様な販売チャネル

を通して、個人・法人のお客さまに革新的かつ幅広いリスクに対応できる商品を提供してまいりました。

現在は日本法人「メットライフ生命保険株式会社」として、お客さまに常に寄り添い、お客さま自らが自信

を持って最適な保障を選ぶお手伝いをし続けることに努めています。http://www.metlife.co.jp 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metlife.co.jp/
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「＃老後を変える」サミット・セッション概要 
 
パネルセッション１： 
認知症の未来：日米の最新の研究からわかる新しい視点 
超高齢社会に伴いより一層増加が見込まれる認知症について、私たちはどう向き合うべきなのか？そもそも

認知症はどういう病気で、防ぐことは可能なのか？日米の最新の研究結果をもとに、認知症に関する新しい

考え方を紹介した。 
パネリスト： 
東京大学 名誉教授 黒川清 氏 
医療法人社団至髙会たかせクリニック 理事長／日米医学医療交流財団 理事 高瀬義昌 氏 
モデレーター： 
サボニックス 代表取締役社長 マリア・シャルヴァ 氏 

 
パネルセッション２： 
「明るい超高齢社会」は実現できるのか：アカデミアと政策関係者の視点 
生産年齢人口の減少がすでに始まるなか、安倍政権が掲げる「人づくり革命」のもと、政策のグランドデザイン

作りが進められている。本当に日本は「明るい超高齢社会」を構想できるのか、また日本人は「定年後」の長

い人生をどのように生きるべきなのか、アカデミアと政策関係者の考えを紹介した。 
パネリスト： 
東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授 秋山弘子 氏 
経済産業省 商務・サービスグループ 政策統括調整官（兼）内閣官房 健康・医療戦略室 次長 江崎禎英 氏 
モデレーター： 
ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニット エディター 近藤奈香 氏 
 

パネルセッション３： 
エコノミスト調査の視点 
私たち日本人は本当に超高齢社会に備えていると言えるのか？なぜ依然として超高齢社会の訪れを具体的

にイメージできずにいるのか？昨年１０月に公表された国際比較調査「健康・経済プラン・QOL が映し出す未

来像と現実のギャップ」をもとに、日本人がもつ超高齢社会に対する認識ギャップとその背景について明らか

にした。 
パネリスト： 
ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニット マネージング・エディター クリス・クレイグ 氏 
メットライフ生命保険株式会社 執行役 常務 コーポレートコミュニケーション担当 クリストファー・ドミター 氏 

 
パネルセッション４： 
人生１００年時代実現へのロードマップ：産業界とその受け手側の視点 
超高齢社会に企業はどのようなソリューションを提供できるのか？本当に私たちは人生１００年時代を迎えら

れるのか？人口動態が変化する中で企業のビジネスモデルはどう変わっていくのか？いま新しい業際的な取

り組みを進める企業と、サービスの受け手側の視点から、明るい超高齢社会実現のための企業のあるべき姿

について考えた。 
パネリスト： 
株式会社タニタヘルスリンク 代表取締役社長 丹羽隆史 氏 
野村資本市場研究所 研究部長 野村亜紀子 氏 
特定非営利活動法人 アスリッド 理事長 西村由希子 氏 
一般社団法人ＣＳＲプロジェクト 理事長 桜井なおみ 氏 （ビデオメッセージ） 
メットライフ生命保険株式会社 執行役 専務 チーフストラテジーオフィサー 幸津ウェブスター 氏 
モデレーター： 
慶應義塾大学 経営管理研究科 准教授 医師・博士（経済学） 後藤励 氏 

 

別紙 
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MetLife hosts cross-sector summit  
on aging and retirement in Japan 

 

TOKYO, June 19, 2018 – On June 15, MetLife Insurance K.K. (Representative Statutory Executive 
Officer, Chairman, President and CEO Sachin N. Shah) hosted the #Change Rougo Summit at 
Akasaka Classic House in Chiyoda Ward, Tokyo. The event brought together about 150 participants 
for a multi-sector discussion on the future of Japan’s rapidly aging society and how individuals can 
prepare for increasing longevity in retirement. Panelists included professors from the University of 
Tokyo, Keio University, a senior official from Cabinet Secretariat and Ministry of Economy, Trade and 
Industry, and leaders from the private sector.  

 
According to a MetLife-supported report released last October by the Economist Intelligence Unit, 
there is still a large knowledge gap when it comes to health, wealth, longevity and quality of life in 
Japan. In order to bridge these knowledge gaps and solve the underlying problems of health and 
wealth in Japanese society, public-private and cross-industry private-private partnerships are needed.  
 
Also among the topics discussed was the kind of cooperation needed to build a society where people 
are able to realize a fulfilling retirement, not only for healthy people, but also for those who are either 
suffering from an illness or caring for someone who is. 

 
Yukiko Nishimura, a panelist as well as president and founder of the Advocacy Service for Rare and 
Intractable Diseases' Stakeholders in Japan, said, “While illness prevention and early detection are 
important in the 100-year-life, patients who are already dealing with illness require services to make 
their lives easier on a daily basis, in addition to health care. When it comes to new markets for 
companies, I believe the opportunities lie here.” 
  
“Solving the issues of a super-aging society is not something that MetLife or any one company or 
sector can do alone. Through cross-industry partnerships, we must create ecosystems that support 
people through what we know to be increasingly lengthy retirement periods, and address the 
knowledge gap with more education,” said Webster Coates, Statutory Executive Officer and Executive 
Vice President, Chief Strategy Officer of MetLife Japan. 

 
The post event report and related stories will be shared in MetLife’s #ChangeRougo website 
(https://www.metlife.co.jp/changerougo/).  

---END--- 
 

 
About MetLife Insurance K.K.  
MetLife started operations in 1973 as the first foreign life insurance company in Japan. Since then, it 
has provided an innovative and broad range of products through diverse distribution channels to 
individual and institutional customers. Currently operating as a Japanese corporation, MetLife 
Insurance K.K. is committed to providing trusted navigation to help people become more self-reliant 
and able to pursue more from life. For more information, visit http://www.metlife.co.jp 
 
 

http://www.metlife.co.jp/


               

Page 5 of 5 

 
 
#Change Rougo Summit Overview 
Panel Session I: Future of dementia – Findings from the latest research in Japan and the U.S.  
How should Japanese people face dementia, which is expected to increase? What kind of disease is 
dementia in the first place? Can it be prevented? Based on the latest research results from Japan and 
the United States, a new way of thinking about dementia is introduced. 
 

Panelists 
Kiyoshi Kurokawa, MD, MACP 
Yoshimasa Takase, MD, PhD. Board member, Japan-North America Medical Exchange Foundation  
/ The chairperson of the Medical Corporation Sikoukai, Takase Clinic 
Moderator 
Mylea Charvat, Ph.D., CEO and founder, Savonix 
 

Panel Session II: Can a “bright super-aging society” be realized? – Introducing academic and 
government perspectives 
Along with the decline in the number of people of productive age, the design of policy is proceeding 
under a “revolution in human resources development” led by the administration of Prime Minster 
Shinzo Abe. Can Japan really build a “bright super-aging society?” How can Japanese people live long, 
healthy lives after retirement?   
 

Panelists 
Hiroko Akiyama, Ph.D., Professor, Institute of Gerontology, The University of Tokyo 
Yoshihide Esaki, Cabinet Secretariat / Ministry of Economy, Trade and Industry 
Moderator 
Naka Kondo, Editor, Thought Leadership, The Economist Intelligence Unit 
 

Panel Session III: EIU introduction dialogue 
Are we fully prepared for this super-aging society? What does the future look like? Based on a MetLife-
supported report released last October by the Economist Intelligence Unit, the panelists addressed the 
knowledge gap many Japanese people have around the super-aging society and its background.  
 

Panelists  
Christopher Clague, Managing Editor, Asia, The Economist Intelligence Unit 
Christopher Domitter, Statutory Executive Officer, Senior Vice President, Corporate 
Communications, MetLife Insurance K.K. 
 

Panel Session IV: Roadmap for the 100-year-life - How can the private sector contribute to 
realizing a “bright super-aging society”?  
What kind of solutions can the private sector provide to the problems of a super-aging society? Are we 
really prepared for how long we will live? With changes in population dynamics, how will business 
models change? This discussion explored what role the private sector should play to help realize a 
bright super-aging society from the perspective of industry and its many stakeholders. 
 

Panelists 
Takashi Niwa, President, TANITA HEALTH LINK, INC 
Akiko Nomura, Managing Director, Research Department, Nomura Institute of Capital Markets 
Research 
Yukiko Nishimura, President and Founder, Advocacy Service for Rare and Intractable Diseases' 
Stakeholders in Japan 
Naomi Sakurai, Chairman and CEO, Cancer Solutions K.K. (Video message) 
Webster Coates, Statutory Executive Officer and Executive Vice President, Chief Strategy Officer, 
MetLife Insurance K.K. 
Moderator 
Rei Goto, M.D., Ph.D., Associate Professor of Health Economics, Graduate School of Business 
Administration, Keio University 

 

APPENDIX 


