
 

 

 

 

 

２０１５（平 成 ２７）年 度 事 業 報 告 書  

 

( 第  １９ 会  計  年  度  ) 

 

 

自   ２０１５ 年 ４月  １日 

至   ２０１６ 年 ３月 ３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公益財団法人東京財団  

 

 

 

 



 

 

 

 

公益財団法人東京財団の定款第8条の規定により、2015年(平成27）年度事業報

告書を別紙のとおり提出いたします。 
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Ⅰ．概 要 

 

当財団は、「政策をつくる、人を育てる、社会を変える」非営利・独立の民間シンクタンク

として、問題の本質を見極め、同時に生活感覚や現場感覚を大切にしながら、日本社会のイノ

ベーションの礎となる具体的で実効性のある政策を提言し、実現するために世の中に効果的に

働きかけるとともに、社会に対する志と、広い視野・深い知恵を持った人材を国内外で育てる

ことにより、社会をよりよく変えていくことを目指している。 

 

財団運営上で必要な事項については、理事会にて決議し滞りなく評議員会に報告され、審

議に諮られた。事業においては、2017年度に財団設立20周年を迎えるに当たり、「日本トッ

プの世界に通じるレベルの独立的政策シンクタンク」を目指し、東京財団を政策研究所に改

組するための政策研究所設立準備室を設置した。具体的な活動としては、政策研究所設立準

備委員会（アドバイザリー・コミッティー）の設置、新研究所基本構想と予算計画、所長の

選任基準案を策定等プロセスに沿って進めた他、研究評価基準、昇進基準など、政策研究所

の組織運営に必要となる各種準備作業を進めている。また、新研究所として活動を行うのに

相応しい場所を得るために土地（千代田区永田町2-10-2）の入札に参加した。その結果、優

先交渉権は得ることができなかったが、引き続き土地を探す活動を行っている。 

 

政策研究事業では引き続き、外交・安全保障、経済・社会保障、環境・社会基盤の3分野に

おいて、前年度同様、新しい視点からの政策研究を行い、各種の政策提言、報告書、論文、論

考の作成・発出を行ってきた。また、前年度までに発表した提言を基にした政策実現のための

キャンペーン・普及活動、継続的な定点観測による政策情報の提供、国内外における政策対話

などの活動も進めてきた。2015年度は、安倍政権の基盤となってきたアベノミクスが曲がり角

を迎え、また、安全保障法制をめぐり国論が二分されるなど、各分野での政策論議が非常に活

発に行われた年度となった。東京財団は、財政問題、安全保障問題、人口減少問題といった中

核的な政策分野の論議に、上記の各種活動のサイクルを通じて積極的に関わってきた。一連の

活動を通じ、政策決定を担う政府、国会、メディア、世論に対して、当財団が一定の影響力を

与えることに成功したと考えている。 

 

人材育成事業では、社会が直面する様々な課題に取り組む強い志を有し、広い視野で物事を

捉え、取るべき道を創造的に模索する勇気と能力をもつ将来を担うリーダーを育成することを

目的としている。その大きな柱として 2 つの世界規模の奨学金プログラム、「ヤングリーダー

奨学基金（Sylff）事業」及び「日本語教育基金（NF-JLEP）事業」の円滑な推進を行うととも

に、フェローに対しては追加的な支援を実施している。前年度に引き続き、資金運用難から奨

学金の提供が困難な大学には、当財団がフェローに直接奨学金を給付するスキームへの移行を

働きかけた。基金の返還は順調に進み、3 校の学生に対して、初めて東京財団が直接奨学金を

支給した。地域再生のために不可欠な地方自治体の職員のための人材育成プログラム「東京財

団週末学校」は、講義・演習内容をさらに深化させ、本プログラムの質の一層の向上に努めた。 
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社会変革推進活動事業では、政策提言や研究成果等の実現に向けたキャンペーンやメディア

リレーションを展開し、また国内外の様々な組織・機関との共催事業（政策対話）によって政

策研究や人材育成の理念、目的に沿った活動を興し、日本の社会がよりよく変わるための働き

かけを推進している。また、CSR（corporate social responsibility：企業の社会的責任）研

究として企業調査、インタビュー、海外動向の調査等を実施し、その結果を白書にまとめ、あ

るいはシンポジウムを開催し、ウェブサイトを通じてそのレポートや論考を発信することで、

様々な社会課題に対する企業行動を促進することを目指している。広報渉外活動としては、

ウェブサイトやメールマガジン、FacebookやTwitterなどのソーシャル・ネットワーキング・

サービス（SNS）等を駆使した情報発信や、公開フォーラム、記者懇談会、サロン等を適宜開

催することで、当財団の認知度の向上と知見や活動内容が統合的・恒常的に発出されるよう努

めている。 
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Ⅱ．事務報告 

 

１．役員、評議員、顧問及び会計監査人 

（１）役員 

本年度当初の役員は、前年度に引き続き、理事長（代表理事）を秋山昌廣理事が、常務理

事を今井章子理事、小田早苗理事が務め、非常勤理事として野口悠紀雄理事、村田晃嗣理事が

務め、監事は、鹿島かおる監事、中江公人監事が務めた。 

本年度末における役員は、理事5名、監事2名で、巻末付表1の「役員名簿」のとおりである。 

 

（２）評議員 

本年度当初の評議員は、前年度に引き続き、伊藤元重評議員、尾形武寿評議員、門野泉評

議員、黒田玲子評議員、山本泉二評議員の5名が就任している。 

本年度末における評議員総数は5名で、巻末付表1の「評議員名簿」のとおりである。 

 

（３）顧問 

顧問は、前年度に引き続き、笹川陽平顧問が就任している。 

本年度末における顧問は、巻末付表2の「顧問名簿」のとおりである。 

 

（４）会計監査人 

会計監査人は、前年度に引き続き、良公監査法人が就任している。 

本年度末における会計監査人は、巻末付表2の「会計監査人名簿」のとおりである。 

 

２．会 議 

（１）理事会の開催 

本年度における理事会は、下記のとおり3回開催された。 

 

１）第20回理事会 

開 催 日： 2015年6月9日      

会 場： 公益財団法人東京財団 会議室 

報 告 事 項： 

① 職務執行状況について 

② 政策研究所設立及び設立準備室等の設置について 

議 決 事 項： 

① 2014年度事業報告及び決算の承認について 

② 2015年度収支予算の一部変更の承認について 

③ 会計監査人の報酬について 

④ 2015年定時評議員会の開催について 

 

２）第21回理事会 

開 催 日： 2015年11月26日      

会 場： 公益財団法人東京財団 会議室 

議 決 事 項： 

① 第17回評議員会の開催について 

② 不動産の取得について 
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３）第22回理事会 

開 催 日： 2016年3月9日   

会 場： 公益財団法人東京財団 会議室 

報 告 事 項： 

① 不動産の取得について 

② 職務執行状況について 

議 決 事 項： 

① 資産運用計画について 

② 2015年度収支予算の一部変更の承認について 

③ 2016年度事業計画書及び収支予算書の承認について 

④ 第18回評議員会の開催について 

 

（２）評議員会の開催 

本年度における評議員会は、下記のとおり3回開催された。 

 

１）2015年定時評議員会 

開 催 日： 2015年6月24日      

会 場： 公益財団法人東京財団 会議室 

報 告 事 項： 

① 2014年度事業報告及び決算について 

② 政策研究所設立及び設立準備室等の設置について 

③ 2015年度収支予算の一部変更について 

④ 会計監査人の報酬について 

 

２）第17回評議員会 

開 催 日： 2015年11月26日 

会 場： 公益財団法人東京財団 会議室 

議 決 事 項： 

① 不動産の取得について 

 

３）第18回評議員会 

開 催 日： 2016年3月29日      

会 場： 公益財団法人東京財団 会議室 

報 告 事 項： 

① 不動産の取得について 

② 新政策研究所の進捗状況について 

③ 資産運用計画について 

④ 2015年度収支予算の一部変更について 

⑤ 2016年度事業計画書及び収支予算書について 

 

（３）資産運用委員会の開催 

理事長の諮問機関である資産運用委員会は3回開催された。本年度末における委員及び開催

内容は、下記のとおり。 

【資産運用委員】 

         江前公秀（委員長、日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役） 

中田和孝（株式会社中田アセットマネジメント 代表取締役） 

宮井  博（日興リサーチセンター株式会社 理事） 

松木宜光（公益財団法人笹川平和財団 顧問） 
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１）第9回資産運用委員会 

開 催 日：2015年6月4日 

報 告 事 項：2014年度通期資産運用報告について 

諮 問 内 容：2015年度の運用商品について 

 

２）第10回資産運用委員会 

開 催 日：2015年11月2日 

報 告 事 項：2015年度上期資産運用報告について 

諮 問 内 容：2015年度下期の運用について 

 

３）第11回資産運用委員会 

開 催 日：2016年3月3日 

報 告 事 項：第10回資産運用委員会以降現時点までの実績について 

諮 問 内 容：2016年度資産運用計画について 

 

３．監査 

（１）監事監査 

監事（鹿島かおる、中江公人）による2014年度の業務及び会計監査が次のとおり実施された。 

実 施 日：2015年5月26日 

 

（２）会計監査 

    会計監査人による監査が、下記のとおり4回実施された。 

１）2014年度第3回期中会計監査 

実 施 日：2015年4月15日 

会計監査人：良公監査法人 

 

２）2014年度会計監査 

実 施 日：2015年5月21日～22日 

会計監査人：良公監査法人 

 

３）2015年度第1回期中会計監査 

実 施 日：2015年10月7日 

会計監査人：良公監査法人 

 

４）2015年度第2回期中会計監査 

実 施 日：2016年3月28日 

会計監査人：良公監査法人 

 

４．定款及び規程関係 

（１）定款 

本年度における定款の変更はなかった。 

 

（２）規程・規則関係 

本年度は下記の規則の制定を行った。規程制定及び改正、並びに規則の改正はなかった。 

 

・「政策研究所設立準備事業について」の制定 2015年6月 1日 規則第16号 

・「特定個人情報等取扱規則」の制定 2016年2月10日 規則第17号 
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５．登記・届出事項 

（１）登記事項 

下記のとおり登記を行った。 

 2015年7月6日  会計監査人登記 

 

（２）内閣府公益認定等委員会への届出 

１）2015年 6月25日 2014年度事業報告書等の提出 

２）2016年 2月 2日 変更認定申請（公３「社会変革推進活動」構成事業の追加）  

３）2016年 3月29日 2016年度事業計画書等の提出 

 

（３）日本財団に対する所要手続き 

  １）2016年2月22日 2015年度助成金申請(Sylff･NF-JLEP奨学金給付事業3億円) 

  ２）2016年3月29日 2015年度助成金交付決定通知書の受領 

３）2016年3月29日 2015年度助成契約書の締結 

     

６．政策研究所設立準備 

2017年度中に発足を目指す政策研究所（仮称）の設立に向け、基本構想と予算計画、所長

の選任基準案の策定などプロセスに沿って作業を進めた。現研究員に対しては、政策研究所

への移行準備として研修制度を新たに作り、第1期の研修対象者の選考を実施した。その他、

研究評価基準、昇進基準の策定など、政策研究所の組織運営に必要な各種準備作業を行った。 

また、研究所基本構想の承認、所長選定などに当たる政策研究所設立準備委員会（アドバ

イザリー・コミッティー）を設置し、2016年5月に開催する第1回政策研究所設立準備委員会

に向けて、準備を進めている。 

【政策研究所設立準備委員】 

猪木武徳（青山学院大学国際政治経済学部特任教授） 

尾形武寿（日本財団理事長） 

小林慶一郎（東京財団上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授） 

細谷雄一（慶應義塾大学法学部教授） 

 

７．事務局 

2016年3月31日現在における事務局は、付表3のとおり。職員数は、総務部門8名、政策研究

部門13名、人材育成部門10名、社会変革推進活動部門6名の合計37名となっている。 

 

８．附属明細書 

2015年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項

に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」はない。
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Ⅲ．事業報告 

 

１．政策研究事業  

 

総括 

2015年度の政策研究事業は、(1) 外交・安全保障、(2) 経済・社会保障、(3) 環境・社会基盤

の3分野において21のプロジェクトに取り組んだ。2014年度同様、新しい視点からの政策提言と

報告書、過去に発表した政策提言などの政策実現のためのキャンペーン・普及活動、継続的な

定点観測による政策情報の提供、国内外における政策対話の主体としての活動など、それぞれ

効果的に行った。こうした政策研究及び政策提言、各種政策情報の提供、キャンペーン・普及

活動、政策対話などからなる一定のサイクルを通じ、政策決定を担う政府、国会、メディア、

世論に対して影響力を及ぼしてきた。日本の政策形成プロセスにおいて、当財団が一定の存在

感を示すことができていると考えている。 

本年度は、経済面においてアベノミクスに陰りが見えた年であった。安部政権誕生以来続いて

きた円安及び高株価の流れが途絶え、経済成長率は低迷を続けている。こうした中、先進民主

主義国中最大規模の公的債務を抱える日本政府への財政面での不安は、緩やかではあるが確実

に高まっている。東京財団では、民主主義が果たして財政膨張を抑えられるのかという根源的

な視点から取り組んだ「財政と民主主義」プロジェクト、政府から独立した財政推計モデルの

立ち上げを目指す「財政推計・独立推計機関」プロジェクトなどで、財政問題について積極的

に取り組んできた。アベノミクスに関連しては、税制面から所得再分配のあり方についても検

討を行った。さらに、新たなエネルギー供給体制の構築に向けたエネルギー・ミックスのあり

方、世界的な格差論争の源となったトマ・ピケティの『21世紀の資本』についての専門的な読

書会、人口減少に伴う「土地制度と所有者不明化問題」についての初の本格的な自治体アン

ケート調査研究、医療・社会保障制度についての各種研究など、日本を取り巻く各種の政策課

題について検討を行ってきた。 

2015年は、安倍政権が安全保障法制を審議する中で、日本社会の中で安保問題をめぐり賛否が

大きく割れた年でもあった。しかし実際の賛否は、具体的かつ現実的政策的な観点よりも、イ

デオロギー的な賛否や安倍政権に対する好き嫌いから発した面が大きかったように思われる。

安全保障法制プロジェクトでは、国際環境や国内の制度からの冷静で現実的な情報と対応策を、

ウェブサイト、講演、公聴会などで社会に提供することに努めた。同様に賛否がわかれた安倍

政権の「積極的平和主義」の一翼を担う対外援助政策の在り方についても、財団が2014年度に

提言した包括的な平和構築指針をベースに、提言の解説やフォローアップとなる活動を行った。 

こうした東京財団の政策研究及びそれに伴う種々の活動は、政策実務担当者、メディア、世論

などに影響を与えつつある。アカデミアとの協働による独立した財政推計モデルの立ち上げ、

財政と民主主義の課題に関する理論的研究の推進、政府及び与党での検討を先取りした税制面

での各種調査研究などを通じて、東京財団は日本の財政健全化や税制をめぐる政策議論の一つ

の拠点として認知されるようになってきている。「土地制度と所有者不明化問題」については、

多くの自治体が問題を深刻視していることが自治体アンケート調査により明らかになり、人口
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減少に伴う新たな問題としてメディアなどで大きな反響を呼んだ。医療・社会保障の研究にお

いては2015年6月に「医療保険の制度改革に向けて」と題した政策提言を発表し、その政策面で

の実現化に向けた活動を行っているところである。ピケティの『21世紀の資本』についての読

書会は、専門家による本格的な検討結果としてネット上で話題となり、非常に多くのアクセス

を集めた。東京財団におけるエネルギー・ミックスについての検討は、COP21のパリ協定後を見

据えた研究として注目を浴びている。新たな研究としては、水産資源の合理的な分配のあり方

についての研究プロジェクト立ち上げなどを行った。政策対話にも積極的に取り組み、国内外

での各種のカンファレンスに研究員が積極的に参加した。 

外交では、日中関係が改善の方向に向かう中で、日中の認識ギャップを根本的に改善させるよ

うな長期的な視点を持って、「東シナ海問題研究会」や「日中若手研究者共同研究」などによ

る、トラック2対話を行った。ロシアとも、ウクライナ危機による日ロ両政府の公式対話が難し

くなったことを踏まえ、米国のシンクタンクも巻き込み、トラック2の優位性を生かして、日ロ

協力のための対話を継続し、民間外交の一翼を効果的に担った。また、「東南アジア安全保障

枠組み構築」や「勃興するインド」、「Quad Plus会議」などで、米中ロという地域大国以外で、

アジア地域の国際環境に大きく影響を与える重要国の専門家と対話を行うと同時に、今後の協

力のためのアジェンダ、提言作りを行った。「Views on China」や「アメリカ大統領選挙分析」

などのプロジェクトでは、米国や中国の国内情勢を日本国内に発信することや、日本の政策情

報を英語などで海外に発信する活動も継続して行った。海外の官民の識者が、東京財団を対話

の相手に選ぶことも多くなり、カーネギー国際平和財団の理事長に就任したウィリアム・バー

ンズ前米国務副長官や、アレキサンダー・バーシュボウNATO（北大西洋条約機構）事務次長、

デービッド・シアー米国防次官補らとの非公開の対話で、知的な面での日本の外交プレゼンス

の一翼を担った。 

本年度はまた、2017年度中に予定される政策研究所（仮称）立ち上げをにらみ、政策研究部門

全体、さらに個別の研究員の研究機能、研究能力の拡充を図ってきた。具体的には、研究部門

内での研究発表体制の見直しと新たな試み、研究成果の集計・評価のあり方の検討、研究員へ

の研修機会の提供など、政策研究所設立準備室と共同で各種の作業を進めてきた。同時に、進

行中の各々の政策研究プロジェクトのさらなる質の向上にも努めている。世界に通じる本格的

な政策シンクタンクを指向する政策研究所（仮称）へのスムーズな移行のためにも、こうした

作業は次年度以降、さらに加速化させていく予定である。質の高い研究成果の発信を通じ政策

及び社会のあり方を変えていくためにも、今後も不断の努力が必要となる。 
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（１）外交・安全保障 

 

（１）－１．アメリカ大統領選挙分析 

 

１．研究の目的 

アメリカの政策動向について基礎的な情報の収集を進め、その分析成果を広く社会一般に向

けて発信することで、政治、経済、外交等、各分野の政策策定関係者に判断材料を提供する。 

日本にとって、アメリカの政策動向は決定的に重要であるにも関わらず、きめの細かい定点

観測が行われているとは必ずしも言えず、その責を当研究プロジェクトが担うことには大きな

意義がある。日本外交、安全保障政策は言うに及ばず、エネルギー、環境等を含む金融・産業

政策や、政府や企業のガバナンス体制のあり方等々、日本の国内政策を検討していく上でも、

アメリカの政策動向、社会情勢を把握しておくことは不可欠である。 

2016年11月の大統領選挙の前に、予備選の前哨戦が始まる2015年秋から分析チームを立ち上

げて動向を追う。特に保守派と中道派との政策のかい離が大きい共和党の予備選挙の動向は、

本選挙での政策や戦略に影響する重要な時期であることに留意して分析を行う。 

 

２．研究の体制  

プロジェクト・リーダー： 

久保文明  東京財団上席研究員、東京大学大学院法学政治学研究科教授 

サブリーダー： 

中山俊宏  慶應義塾大学総合政策学部教授 

渡辺将人  北海道大学大学院メディアコミュニケーション研究院准教授 

メンバー及び執筆者： 

飯塚恵子  読売新聞編集局国際部長 

加藤和世  笹川平和財団米国シニアプログラム・オフィサー 

高畑昭男  白鴎大学経営学部教授 

西川  賢  津田塾大学学芸学部准教授 

細野豊樹  共立女子大学国際学部教授 

前嶋和弘  上智大学総合グローバル学部教授 

安井明彦  みずほ総合研究所欧米調査部長 

山岸敬和  南山大学外国語学部教授   

渡部恒雄  東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

 

３．研究の実施経過 

○研究会の開催 

8月31日  第1回研究会「今後の方針・トランプ現象をどう見るか？」 

議論の内容を10月1日にウェブに掲載「トランプで占う2016年アメリカ大統領選

挙」 
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10月13日  第2回研究会「予備選前哨戦の動向」各担当者の分析レポートの発表と議論。 

   1月15日  第3回研究会「アイオワ・ニューハンプシャー後の動向」 

   3月14日  第4回研究会「スーパーチュズデーの結果を受けて」 

 

○調査出張 

10月 2日～10日 渡部恒雄上席研究員 

米国ワシントンDC 

大統領予備選挙前哨戦での外交安全保障政策をめぐる動向調査 

 

2月 4日～11日 久保文明上席研究員 

米国ニューヨーク市、ニューハンプシャー州マンチェスター 

大統領選子予備選挙に関する調査 

 

○財団ウェブサイトへの論文等の掲載及び公開フォーラム 

「2016年アメリカ大統領選挙UPDATE」 

10月 1日  トランプで占う2016年アメリカ大統領選挙（記録・和田大樹、文責・渡部恒雄）  

10月14日  候補者の選挙戦略・戦術（１）芸を競い合う“サーカス”の中で生き残るには 

         （前嶋和弘） 

10月15日  「型破り」なトランプ氏、税制改革案は「驚くほど普通」（安井明彦） 

10月15日  表舞台にデビューしたネオコン系政策集団―中間・穏健派の糾合なるか（高畑 

昭男） 

10月15日  共和党選挙を見るための三つの視点：支持率、選挙資金、影の予備選（西川賢）  

10月21日  「トランプ現象」が指し示すもの（中山俊宏）    

10月21日  「サンダース現象」考察－アメリカ現地調査を踏まえ（渡辺将人） 

10月21日  「オバマケア破棄」がなぜ未だに政治的に有効なのか？(山岸敬和) 

10月21日  外交・安全保障とシンクタンク専門家の役割（加藤和世） 

10月21日  二大政党候補の反自由貿易協定ポピュリズムの背景にあるブルーカラー票狙い 

（細野豊樹) 

11月 4日  イラン核合意は外交のオバマケア？（渡部恒雄） 

 1月18日  オバマ大統領最後の一般教書演説とトランプ主義の影（中山俊宏） 

1月18日  オバマ一般教書演説と対イスラム国政策議論(渡部恒雄) 

1月24日  2016年アイオワ党員集会に「新技術」は影響するか（渡辺将人） 

1月24日  候補者の選挙戦略・戦術（２）「盤石なクリントン」という甘い幻想（前嶋和弘） 

1月24日  米大統領選挙は「経済こそが問題」？（安井明彦） 

1月25日  共和党の「内戦」とエスタブリッシュメントの後退（西川賢） 

1月25日  オバマケアと大統領予備選挙：クリントンとトランプに注目して（山岸敬和） 

2月 1日  トランプ旋風の根底にある学歴格差と2016年予備選挙の展望（細野豊樹） 

2月 3日  北朝鮮の核実験―共和党も打つ手に乏しく（高畑昭男） 

http://www.tkfd.or.jp/research/people/detail.php?id=47
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2月 3日  テロ対策と共和党論戦の行方（飯塚恵子） 

2月19日  共和党の外交・安全保障－米国の強く賢明なリーダーシップを訴えるシンクタ 

ンク（加藤和世） 

3月23日  トランプと「ザ・エスタブリッシュメント」の告発（中山俊宏） 

3月23日  選挙資金から見る2016年米大統領予備選挙-スーパーPAC、小口献金、自己資金 

（西川賢） 

3月23日  「経済政策の敗北」とトランプ旋風（安井明彦） 

3月23日  「サンダース現象」「トランプ現象」がクリントンの戦いに与える影響 民主党

の戦略・戦術（３）（前嶋和弘） 

3月26日  予備選の展開に対するワシントンの反応（加藤和世）    

3月26日  2016年予備選挙現地調査 「属性要因」と政党内勢力図の再解釈（渡辺将人）  

3月26日  「トランプケア」と共和党（山岸敬和） 

3月26日  トランプは大統領候補の指名獲得に王手をかけたのか（細野豊樹） 

 

「アメリカNOW」 

4月 1日  NBC Nightly Newsアンカー降板問題：米テレビ・ジャーナリズムにおける含

意：前編（渡辺将人） 

4月 8日  NBC Nightly Newsアンカー降板問題：米テレビ・ジャーナリズムにおける含

意：後編 (渡辺将人) 

4月28日  アメリカ大統領夫人をめぐる政治とミシェル・オバマ（渡辺将人） 

8月27日  「地上戦」軽視の「空中戦」先行か：トランプ現象 ＜現地報告＞（渡辺将人） 

8月27日  「ブローハード・イン・チーフ？」：トランプ現象 ＜現地報告＞（渡辺将人） 

9月15日  ヒラリー陣営「ニューヨーク・スタイル」への原点回帰と民主党予備選 （渡辺

将人） 

9月15日  ヒラリー・クリントンとアイオワ州の「和解」（渡辺将人） 

 

「ワシントンUPDATE」（ポール・サンダースCenter for National Interest常務理事） 

6月22日  Can the Rise in Refugees Be Stopped? 

7月30日  Trump’s Towering Popularity 

8月19日  日本語訳 ドナルド・トランプの沸騰する人気をどう考えるか？ 

9月24日  The Politics behind Russia’s Support for Syria 

10月26日  日本語訳 ロシアのシリア支援の背後にある政治的意図 

11月16日  Can America’s Hedging Strategy Last? 

11月27日  日本語訳 アメリカの対中ヘッジ戦略は持続可能か？ー米ロ関係からの教訓 

1月 5日  2016: Back to the Future for the World’s Major Powers? 

2月22日  Can Trump Win? 

3月22日  Making History by Mistake 
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「東京財団フォーラム」 

2月 1日  第98回東京財団フォーラム「トランプは生き残るのか？ 米大統領予備選の行方」

（久保文明、飯塚恵子、西川賢、前嶋和弘、安井明彦、渡部恒雄） 

４．研究の成果と評価 

2015年の秋口からはじまった大統領選挙予備選では、共和党では政治的に不適切な発言を繰

り返すドナルド・トランプ候補が首位を走り、民主党でも本命のヒラリー・クリントン候補に

対して、バーニー・サンダース候補が予想外の大健闘という事前予想とは大きく異なる展開を

見せた。プロジェクトでは、これらの現象を理解するための情報と分析を、研究メンバーの多

様な分析ツールにより示すことができた。東京財団フォーラムにおける公開でのパネルディス

カッションにおいても、参加者からは好意的なフィードバックをもらった。大統領選挙の分析

の掲載については、これまでの反省を踏まえ、アップロードの時期を分散することで、一つの

記事を読んでもらう時間を増やすというような工夫も行った。また、大統領選挙の進行と連動

する形で、従前より展開しているその他のオンライン論考企画「アメリカ NOW」、

「Washington Update」を適宜掲載することで、読者に対してアメリカの政治状況理解を深め

るための情報を提供することができた。 

 

（１）－２．アメリカ経済分析 

 

１．研究の目的 

日本にとって、最大の貿易相手国の一つであり、世界の基軸通貨のドルと金融政策を行うア

メリカ経済とその経済政策は、日本の政治及び経済政策に決定的に重要である。米国の経済分

析は、様々な機関が動向分析をしているが、議会の動向や政治的な駆け引きが強く影響する経

済政策については、必ずしも、きめの細かい定点観測が行われているとは言えない。日本の経

済及び経済・通商政策だけではなく、外交・安全保障政策、エネルギー、環境政策等の幅広い

日本の国内政策を検討していく上で、アメリカの経済及び経済政策の動向を理解することが重

要となる。 

2015年はオバマ政権と共和党議会の激しい党派対立が、好調なアメリカ経済にどのように影

響をあたえるかが焦点となる。また、日本の参加するTPP（環太平洋パートナーシップ協定）

交渉において、2016年の大統領選挙を控えてオバマ政権が積極的に動くことができる最後の機

会であり、日本にとって米国の動向は極めて重要である。経済と経済政策をめぐる政治動向を

研究会で議論し分析を提供する。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー： 

久保文明  東京財団上席研究員、東京大学大学院法学政治学研究科教授 

メンバー及び執筆者： 

杉野綾子  日本エネルギー経済研究所主任研究員 

西川珠子  みずほ総合研究所上席主任エコノミスト 
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安井明彦  みずほ総合研究所欧米調査部長 

山岸敬和 南山大学外国語学部教授 

山田良平 日本貿易振興機構海外調査部北米課長 

浅野貴昭 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

渡部恒雄 東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

 

３．研究の実施経過 

○研究会の開催 

6月 8日  第1回研究会 「オバマケアの動向」（山岸敬和） 

9月10日  第2回研究会 「米国の格差問題を考える」（安井明彦） 

10月26日  第3回研究会 「米国のTPPと自由貿易政策の動向」（浅野貴昭） 

12月14日  第4回研究会 「TPPと在米日系企業の対応について」（山田良平） 

1月21日  第5回研究会 「エネルギー需要の構造変化とエネルギー・環境政策」（杉野綾子） 

2月23日  第6回研究会 「米国経済の現状と見通し」（西川珠子） 

 

○財団ウェブサイトへの論文等の掲載 

「アメリカ経済を考える」 

7月22日  米国議会と自由貿易：貿易促進権限（TPA）をめぐる政治的駆け引き（浅野貴昭） 

9月10日  格差問題に関する米国の論点（7）～地域の特性が格差の固定化（モビリティの

欠如）に与える影響～」 （安井明彦） 

9月24日  格差問題に関する米国の論点（8）～データが後押しする格差対策の最前線～  

（安井明彦） 

12月10日  格差問題に関する米国の論点（9）～なぜトランプ氏は公的年金・メディケアを 

守るのか～（安井明彦） 

12月21日  TPPで期待される関税減免はどれだけか～日本が対米輸出で課される関税は現状 

年間23億ドル～（山田良平） 

3月14日  平坦ではない米国のTPP批准：医薬、金融など経済界が反発（浅野貴昭） 

3月23日  世界経済の「三大懸念材料」となる米国（西川珠子） 

 

４．研究の成果と評価 

2015年10月にTPP参加12カ国が大筋合意をしたが、それまでの日米や日米と他国との交渉が

難航したこともあり、TPPについての米国内の政治的な動向への関心が高まった。この動きの

中で、米国内の動向について、タイムリーな情報をウェブサイトを通じて公共に提供すること

ができた。また、2016年大統領選挙予備選でトランプ、サンダースという反エスタブリッシュ

メントが台頭してきているが、その背景の一つとなっている米国内での所得格差や米国経済の

先行きの不透明さなどについても、日本語で的確な情報を提供することができたと考える。 
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（１）－３．Views on China 

 

１．研究の目的 

中国の台頭が、日本の外交・安全保障、経済、社会、環境等に与える影響は甚大である。

一方、日本及び世界経済の牽引に中国市場の存在は不可欠である。 

しかし現在、日本では感情的、大衆迎合的な中国論が議論をリードするような状況下にあ

り、客観的、継続的な中国に関する情報が必要とされている。 

先入観にとらわれること、対象の行動を自らの価値観に基づいて分析すること等を避けな

くては、正確な中国分析は難しい。対中政策策定のための基礎たり得る情報を提供するため

には、事象の背景にまで踏み込み、内政・外政の相互作用をも視野に入れた分野横断的な分

析を行うことが不可欠であるという観点に立ち、本プロジェクトは、各分野の専門家が分析

する中国の姿を定点観測として示すことを目的とする。このため、各筆者が執筆した論考は、

最初は財団ウェブサイトで公開し、年2回をめどに発刊する冊子でも公開する。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー： 

高原明生 東京財団上席研究員、東京大学大学院法学政治学研究科教授 

執筆者： 

阿古智子 東京大学総合文化研究科准教授 

江藤名保子 慶應義塾大学東アジア研究所訪問研究員 

及川淳子 法政大学客員学術研究員 

加藤博之 神戸大学大学院経済学研究科教授 

合田美穂 香港中文大学歴史学科・日本研究学科 兼任准教授 

鈴木  隆 愛知県立大学外国語学部中国学科准教授 

諏訪一幸 静岡県立大学国際関係学部教授 

田中 修 財務総合政策研究所 

原口純子 エディター 

星野 真 早稲田大学政治経済学術院助教 

染野憲治 東京財団研究員 

小原凡司 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．研究の実施経過 

○研究会等の開催 

6月28日  「Views on China」編集打合せ（プロジェクト方向性、執筆者検討） 

         （高原上席研究員、小原研究員、北京出張中） 

不定期（メール）冊子発刊打合せ、執筆者選定 

6月     「Views on China」冊子第4巻発刊 

3月     「Views on China」冊子第5巻発刊 
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3月24日 「Views on China」東京財団フォーラム（一般公開） 

執筆者は、プロジェクト・リーダーである高原上席研究員の推薦又は承認を経て選定。 

論考は必ず高原上席研究員のクオリティーチェックを経て掲載するため、各論考とも3～4回、

高原上席研究員と執筆者の間の、指摘・意見等のやり取りを行う。 

クオリティーチェック及び一般的な情報共有等については、高原上席研究員とのメール連絡

において実施。 

 

  ○国際会議等への出席  

4月28日  「日中韓安全保障協力に関する国際会議」（北京：中国国際問題研究院）（小 

原研究員） 

6月 5日  「日米防衛ガイドラインと東アジア情勢」（香港：香港アジア太平洋研究所）

（小原研究員） 

6月12日  "The U.S.-Japan-ROK Strategic Triangle and Maritime Security"（ワシン 

トンD.C.：Institute for Foreign Policy Analysis (IFPA)）（小原研究員） 

6月28日  「世界平和フォーラム」（北京：清華大学）（高原上席研究員、小原研究員） 

10月14日  「Binhai Forum（濱海論壇）」（天津：中国外交学会）（小原研究員） 

 

○情報発信（財団ウェブサイトへの論考掲載、冊子発刊及び東京財団フォーラム） 

東京財団ウェブサイト「Views on China」 

4月14日  中国研究者が読む『21世紀の資本』（加藤弘之） 

4月14日  政府活動報告に見る2015年のマクロ経済政策（田中修） 

4月23日  AIIBと日本の選択（諏訪一幸） 

5月 8日  AIIBと日本の対応：途上国支援の視点から（加藤弘之） 

6月30日  中国の環境問題が解決する日（染野憲治） 

7月 7日  中国共産党の求心力――新しい統一戦線の目指すもの（江藤名保子） 

9月24日  リアリズム色を強める中国外交――現状と対応（諏訪一幸） 

10月 6日  なぜ、中国政府は弁護士を弾圧するのか（阿古智子） 

12月 8日  第13次5ヵ年計画党中央建議の気づきの点（田中修） 

2月12日  台湾総統選挙と今後の日台中関係（諏訪一幸） 

2月22日  中国の軍事活動2015(1) －変わろうとする人民解放軍－（小原凡司） 

2月22日  中国の軍事活動2015(2) －米中「新型大国関係」を追求する中国－（小原凡司） 

2月22日  中国の軍事活動2015(3)－米中は軍事衝突するか－（小原凡司） 

2月29日  中国の社会変革における「底線」とは（及川淳子） 

3月 3日  香港における外国人家事労働者の問題と今後（合田美穂） 

3月 4日  中国の経済成長率6.9%から何を読み取るか（星野真） 

 

6月及び3月に、それぞれ「Views on China」冊子第4巻及び第5巻を発刊。 

各巻とも、国会議員、大学、研究所等に配布。 

http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1423
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1424
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1426
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1433
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1537
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1538
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1565
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1571
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1600
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1622
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1624
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1625
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1626
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1628
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1629
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1630
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3月24日  東京財団フォーラム「Views on China―専門家が語る中国の今」開催。 

 

４．研究の成果と評価 

学術的定点観測を実施して継続的に中国の各種情況を発信することにより、広く日本社会に

生きた中国の動態を伝えることを目指してきた。そのため、ジャーナリスティックな内容に陥

らず、学術的視点を失わないよう、高原上席研究員の厳正なクオリティーチェックを実施した

後に掲載することとした。その結果、各論考の質は高く、社会に対する新しい情報提供を継続

できたものと考える。 

2014年度の反省として、質の高い論考を書ける執筆者を厳選したことで、各執筆者が忙しく、

出稿が遅れることも多く、目標の週に1本のペースを達成できなかった点がある。そのことを

踏まえ、2015年度は、編集会議等において高原上席研究員の推薦・承認を得て、より多くの質

の高い執筆者を確保することを目指したが、新たに加わった執筆者も同様に多忙であり、計画

どおりに論考を掲載するに至らなかった。 

また、担当者が不在であることも多く、執筆者との連絡も滞ることがあったため、今後、リ

サーチ・アシスタントの活用等を考慮する。 

国際会議や個別の意見交換を通じて、中国及び欧米諸国の研究者や実務者等と、国内の情況

及び政府の方向性に対する理解を深める努力を継続し、同時に日本の立場等を伝えることがで

きた。こうして得た情報は「Views on China」に反映された。 

 

（１）－４．東シナ海問題研究会 

 

１．研究の目的 

東シナ海を「平和の海」とするため、日中間の協議を通じて、当該海域における共同事業

展開の可能性、具体的計画、実施方法について議論する。同時に、地域間の深刻な問題に発

展しかねないテーマについて専門家による討論を行う。 

会議の目的は、率直な議論に基づいて、相互理解を得ること及び共同事業を具体的に進展

させることにある。併せて、以後、議論の内容及び結論について各国政府に報告することを

考慮する。必要であれば、議論の内容について政策提言あるいは報告書の形式で発表するこ

とについても考慮する。 

本プロジェクトは3年間の議論を経た後に日中双方の政府への働きかけを見据えているが、

日中共催者（東京財団及び中国社会科学院日本研究所）の合意が形成されるまでは、会議と

その内容はクローズドとし、対外発信は実施しない。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー 

秋山昌廣  東京財団理事長 

プロジェクト・メンバー 

石井 望  長崎純心大学人文学部准教授 
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尾崎重義  筑波大学名誉教授 

坂元茂樹  同志社大学法学部教授 

段  烽軍  キヤノン・グローバル戦略研究所主任研究員 

山形俊男  東京大学名誉教授 

小原凡司  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

寺﨑直通  東京財団CSR研究アドバイザー 

 

３．研究の実施経過 

  ○国際会議・研究会等の開催・参加 

12月 7日     第4回「東シナ海問題研究会」の日本側参加者事前勉強会（東京財団） 

2月25、26日 第4回「東シナ海問題研究会」（湘南国際村センター） 

 

４．研究の成果と評価 

引続き中国側と調整を重ね、2月に第4回会議を開催することができた。本プロジェクトの内

容は、「日中間に存在する境界問題の議論」及び「東シナ海における共同プロジェクトの議論」

に大別される。 

前年度は、議論の内容について、日中双方ともに不足と感じている部分があったが、日中と

もに新たな会議参加者を加えることにより、本年度の第4回会議においては、議論の進展も見

られた。また、議論の準備不足を解消するために、会議を年1回として年度後半に実施し、日

本側参加者事前勉強会を実施したことも効果があった。 

例えば、日本側が具体的な共同プロジェクトの項目として提案していた、ミドリムシから航

空燃料を抽出する事業及びこれに必要な環境アセスメントについて、中国側出席者から、今後

の展開について日中専門家による研究会の立ち上げ等が提案された。 

一方で、境界問題の歴史に関する議論には進展はなく、3年間の期間を終了したこともあり、

議論のための会議を第4回で終了し、以後は、日中間、及び日中それぞれの出席者間で、「報

告書」作成のための調整等を行う。 

中国側は、会議の開催等が政治状況によって左右される状況にあるが、中国社会科学院日本

研究所の積極的な姿勢に支えられ、会議を継続してきた。今後、「報告書」を作成するに当

たっては、特に中国では、より政治的に機微な問題に触れることから、社会科学院等との緊密

な調整が必要である。 

 

（１）－５．日中若手研究者共同研究 

 

１．研究の目的 

既に「戦略的曖昧さ」が通用しなくなりつつある日中間では、「友好」という言葉で問題

を覆い隠すのではなく、問題を直視し解決する努力を開始しなければならないとの認識に基

づき、その前提として問題に関する認識の差を埋めるための対話を行う。 

相互の疑問に十分に答えられるよう、日本側の編成は、中国研究を行う日本人研究者及び



-    - 18 

日本研究を行う日本人研究者とし、中国側の編成は、日本研究を行う中国人研究者及び中国

研究を行う中国人研究者とする。また、会議参加者は、実績を有しつつ、現在の政策だけに

囚われず今後20年～30年の日中関係に関わる、40歳代前半の研究者に限定する。 

本プロジェクトは、日中双方の社会全体で共有すべき内容であることから、忌憚のない議

論をするための若手研究者のみが参加するクローズドの会議に加え、公開フォーラムを実施

し、最終的には日中会議参加者による共著での書籍出版を目指す。 

2015年度以降は、単なる対話ではなく研究成果を出すプロジェクトであることから、「日

中若手研究者共同研究」として新たなプロジェクトとする。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー 

小原凡司  東京財団研究員兼政策プロデューサー（日本側責任者） 

プロジェクト・メンバー 

上神貴佳  高知大学教育研究部准教授（日本政治） 

小黒一正  法政大学経済学部教授（日本経済） 

加茂具樹  慶應義塾大学総合政策学部教授（中国政治） 

小嶋華津子  慶應義塾大学法学部准教授（中国政治／外交） 

星野  真  早稲田大学政治経済学術院助教（中国経済） 

毛利亜樹  筑波大学国際総合学類助教（中国安全保障） 

三原  岳  東京財団研究員兼政策プロデューサー（医療介護） 

 

３．研究の実施経過 

  ○国際会議・研究会等の開催・参加 

9月21日  「日中若手研究者共同研究」打合せ（中国社会科学院日本研究所、中国国際問 

題研究院）（小原研究員、加茂教授） 

11月 2日  第2回「日中若手研究者による対話」（北京：中国社会科学院日本研究所、中国 

国際関係学院） 

 

４．研究の成果と評価 

今後の日中関係を考える上で、認識の差を埋める努力がその基礎となる、という認識を共に

する日本側参加者の熱意に応える形で、11月に北京で第2回対話を実施した。 

本来、中国社会科学院日本研究所は本事業について、第2回対話を終えたところで終了する

つもりであったが、第2回対話の内容について満足したのか、以後も継続したいという趣旨の

コメントがあった。 

中国社会科学院日本研究所は中国外交部の意向を強く受けており、「共同研究」より外交的

意義を強調しがちであるが、現在の中国の思惑を理解する上では有意義なことから、日本側出

席者の総意として、社会科学院日本研究所との意見交換の場として利用することとした。 

一方で、「認識の差を埋める」という目的を共有できる中国側共催者として、中国国際問題
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研究院と「共同研究」の実施について調整を進める。 

 

（１）－６．東南アジア安全保障枠組み構築 

１．研究の目的 

本研究は、東南アジア地域において、いかなる安全保障枠組みが考慮できるのかを考察し、実

際に枠組み構築を促進するものである。 

 これまでアジア地域秩序に関する既存の主要な分析枠組みとしては「ソフトバランシング」

「東アジア共同体論」「制度的現実主義」「制度的均衡」などの概念が用いられてきた。しかし、

多国間主義と分裂・対立という矛盾するモメンタムを同時に有するASEAN諸国の状況を単純化す

ることは困難である。 

現在アジア諸国は、一般に「中国の台頭」と呼ばれる状況によって生じる「米中対峙」をイ

メージして、自らの対外政策を決定していると言われる。「米中対峙」がASEANにどのような影

響を及ぼし、また反対に、ASEANが「米中対峙」にどのような影響を及ぼすのかの双方向につい

て、認識を含めた分析が必要になる。 

 このため本研究では、東南アジアにおける安全保障理論の再構築、理論検証のためのいくつか

の東南アジア諸国の現状分析、さらに、どのような安全保障枠組みが有効なのかを、先ずは、書

籍の形で広く社会に提起し、その後各国政府へ提言していくことを考慮する。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト･リーダー： 

神保 謙   東京財団上席研究員、慶應義塾大学総合政策学部准教授 

プロジェクト・メンバー 

    相澤伸広  九州大学比較文化研究院准教授 

    増田雅之  防衛研究所主任研究員 

湯澤  武  法政大学グローバル教養学部准教授 

    浅野貴昭  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

    小原凡司  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．研究の実施経過 

  ○国際会議・研究会等の開催・参加 

5月26日    研究会（東京財団） 

7月28日    研究会（東京財団） 

8月 8日～  現地調査（バンコク）（神保上席研究員） 

9月29日    研究会（東京財団） 

10月26日    研究会（東京財団） 

12月21日～  現地調査（ヤンゴン）（小原研究員） 

2月19日～  現地調査（シンガポール、ジャカルタ）（相澤准教授） 
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3月11日    タイ海軍戦略研究センターとの意見交換（東京財団）（相澤准教授、浅野研 

究員、小原研究員） 

 

４．研究の成果と評価 

東南アジアの安全保障に関わる政策決定の現場を理解するため、プロジェクト・メンバーの現

地調査を継続している。 

書籍発刊に向けて、各章を貫く本書籍のコンセプト、プロジェクト・メンバーが担当する各章

の内容等について、研究会において報告し、メンバー間で議論を継続した結果、現在、各メン

バーが担当章を執筆中である。 

 

（１）－７．勃興するインド －日印協力のアジェンダ－ 

 

１．研究の目的 

日本は、日米同盟を軸にしつつ、アジア地域での安全保障のための公共財形成により積極的

な貢献を行おうとしている。その一環として、豪州、韓国、インドとの安全保障協力関係の

ネットワーク化を図っているが、その中でインド及びそれを取り巻く戦略環境への分析が不足

している。特にインドについては、ややもすると対中包囲網を形成するためのパートナー国と

しての側面だけにとらわれて、東南アジア、中東、西アジア、中央アジア地域、そしてロシア

への影響力など大国化するインドの幅広い機能について、矮小化してしまう傾向が日本にはあ

る。今後日本はより広い文脈で日印関係をとらえる必要がある。本プロジェクトでは、これま

で東京財団が関係を築いてきたインドのシンクタンクや研究者との関係を活かして、ユーラシ

ア大陸リムにおけるインドの大国化の同国とその展望（中国との比較も視野に入れる）を分析

する。同時に、その分析結果を踏まえ、インド太平洋地域での海洋安全保障やアフガニスタン

の国家復興という二つの分野での検証分析も行い、この二つの分野での新しい形の日印協力の

在り方を研究する。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト･リーダー： 

  山口 昇 東京財団上席研究員 

プロジェクト・メンバー： 

  伊藤 融 防衛大学准教授 

  黄 洗姫  笹川平和財団海洋政策研究所研究員 

  佐野秀太郎  防衛大学教授   

鶴岡路人  東京財団研究員、防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室主任研究官 

  長尾 賢  東京財団研究員、学習院大学非常勤講師 

  宮原信孝  東京財団研究員、久留米大学文学部教授 

  毛利亜樹  筑波大学国際総合学類助教 

  秋山昌廣  東京財団理事長 
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  畔蒜泰助  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

      渡部恒雄  東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

 

３．研究の実施経過 

○研究会の開催：5月～3月（計8回） 

5月13日  第1回研究会  

テーマ：インドの軍事戦略 

      講  師：長尾 賢 東京財団研究員 

6月 5日  第2回研究会  

      テーマ：中印戦略関係の観察 

      講  師：山口 昇 東京財団上席研究員 

   7月13日  第3回研究会  

      テーマ：インド/モディ外交をどう捉えるか 

      講  師：伊藤 融 防衛大学准教授 

   8月24日  第4回研究会  

      テーマ：米国の戦略とインドの役割 

      講  師：渡部恒雄 東京財団上席研究員 

   9月15日  第5回研究会：  

      テーマ：インドとアフガニスタン 

      講  師：宮原信孝 東京財団研究員 

10月14日  第6回研究会  

      テーマ：露印関係の行方 

      講  師：畔蒜泰助 東京財団研究員 

12月25日  第7回研究会  

      テーマ：欧州とインド 

      講  師：鶴岡路人 東京財団研究員 

2月24日  第8回研究会  

      テーマ：日印協力関係に関するインド人研究者等たちの認識 

      講  師：佐野秀太郎 防衛大学校教授 

   

○現地調査 

  出張先：デリー 

  出張者：山口 昇（3月16日～19日） 

伊藤 融（3月16日～18日） 

長尾 賢（3月15日～19日） 

    主な訪問先：ICWA(インド外務省系シンクタンク)、IDSA（インド国防省系シンクタンク）、 

                DPG（元政策実務担当者で構成された民間シンクタンク）、 

                ORF（インドの有力民間シンクタンク）、CLAWS（インド陸軍のシンクタンク） 
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○財団ウェブサイトへの論文等の掲載 

5月29日  なぜ日印安保協力に注目するのか？（長尾賢） 

  7月29日  日米豪印と中国が安保協力できる分野はあるか（長尾賢） 

  8月17日  台頭する中印両国の軍事態勢（山口昇） 

 10月 7日  活動範囲を拡大するインド海軍：日本にとっての意味（長尾賢） 

  1月 7日  日印が原子力協力することにどのような意義があるのか（長尾賢） 

  3月 8日  米印関係の問題点と日本の役割 

 

４．研究の成果と評価 

  2年計画の1年目である本年度は、各プロジェクト・メンバーによる8回の研究発表と参加メン

バーによる議論を積み重ねた。また、それらをベースに3月にはデリーで現地専門家へのヒアリ

ングと議論を目的とした調査出張を実施した。これにより、2年目に作成を予定している報告書

の骨格はほぼ固まったといってよい。1年目に予定していた課題は十分にクリアしたものと評価

できる。 

 

（１）－８．アジア太平洋新秩序 

 

１．研究の目的 

アジア太平洋地域のパワー・トランジションを理解するために、最も大きな影響を持つ米中

関係の推移に着目し、その過程と未来像を分析する。分析の一つは、21世紀における「大国」

とは何であるかとの問題である。世界のガバナンスの中心に存在する「大国」は、いかなる要

件を具備している必要があるのか、それは現在の「大国」の概念とどう異なるのか等を、固定

観念にとらわれずに検討して、米中関係に投射する。 

もう一つの検討課題は、21世紀における深化した経済の相互依存が、安全保障に与える影響

の意味合いである。工業技術、金融技術、通信技術の進展が激しい競争を経済活動の全過程に

もたらした一方で、進展する自由なモノ、カネの移動と企業の行動変化が、国際経済における

国境を形骸化させ、国家間にかつてない相互依存関係を作り上げた。このことは、経済が安全

保障政策のツールや対象となったと同時に、相互依存関係が抑止力として働くという二重の意

味で経済と安全保障の関係を強めた。従来の国際関係の研究においては、国際政治・安全保障

分野と国際経済分野は相互に独立した分野として取り扱われる傾向があったが、ここでは、新

しい試みとして、この二重の関係が米中関係にどのように影響していくのか吟味する。 

上記を踏まえて、米中関係が平和裏に共存するために、日本の政策オプションも含め、何を

すべきかという検討も行う。  

 

２．研究の体制  

プロジェクト・リーダー（共同座長）： 

   秋山昌廣  東京財団理事長 

川口順子 東京財団名誉研究員、明治大学研究知財戦略機構特任教授  
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プロジェクト・メンバー： 

秋元諭宏  三菱商事株式会社理事グローバル渉外部長 

浅野  亮 同志社大学法学部教授 

伊藤  剛 明治大学政治経済学部教授 

伊藤  元 石油資源開発株式会社常務執行役員 

小島  明 日本経済研究センター参与 

近藤誠一 近藤文化・外交研究所代表 

齊藤敏夫 防衛研究所長 

高原明生 東京財団上席研究員、東京大学大学院法学政治学研究科教授 

田中  均 日本総研国際戦略研究所理事長 

津上俊哉 津上工作室代表 

豊田正和 日本エネルギー経済研究所理事長 

林  良造 明治大学国際総合研究所所長 

菱田雅晴 法政大学法学部教授 

細谷雄一 東京財団上席研究員、慶應義塾大学法学部教授 

森 聡  法政大学法学部教授 

門間大吉 財政総合政策研究所長 

山本吉宣 新潟県立大学政策研究センター教授、東京大学名誉教授 

渡辺昭夫 平和・安全保障研究所副会長、東京大学名誉教授 

小原凡司 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

平沼 光 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

渡部恒雄 東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

 

事務局： 

事務局長  関山  健 東京財団研究員、笹川平和財団日中友好基金室室長 

事務局長補 鎌江一平 明治大学国際総合研究所共同研究員 

 

３．研究活動の実施経過 

   ○シンポジウムの開催 

4月 6日 

      場 所：明治大学駿河台キャンパスグローバルフロント 

テーマ：「日米中ASEANは今何をすべきか ～アジア太平洋地域の平和と発展に向けて～」 

      基調講演：福田康夫（元内閣総理大臣） 

      パネル：モデレータ 

川口順子（明治大学研究知財戦略機構特任教授／元外務大臣） 

イアン・ブレマー（ユーラシア・グループ代表） 

朱 鋒（南京大学中国南海研究協同創新センター主任／北京大学教授） 

田中 均（日本総研国際戦略研究所理事長／元外務審議官） 
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ジョージ・ヨー（ケリー・ロジスティクス・ネットワーク会長／元シンガ

ポール外務大臣、貿易大臣） 

 

 ○研究会の開催 

5月11日 

テーマ：In search of a new vision of “great powers” in the global community 

講  師：渡邉昭夫 東京大学名誉教授 

6月15日 

テーマ：資源・エネルギーをめぐる新たな動きとエネルギー安全保障 

講  師：平沼 光 東京財団研究員 

     7月16日 

テーマ：情報と安全保障 

講  師：土屋大洋 慶應義塾大学総合政策学部教授 

8月20日 

テーマ：経済相互依存と紛争抑止 

講  師：浅野 亮 同志社大学法学部教授、関山健 東京財団研究員 

10月 6日 

テーマ：貿易投資の相互依存 

講  師：椎野幸平 日本貿易振興機構国際経済研究課長 

    11月18日 

テーマ：中国の戦略地政学的な貿易政策における日中韓FTAの役割 

講  師：スコット・ハロルド ランド研究所アジア太平洋政策センター 副センター長 

1月27日 

テーマ：「金融と相互依存」 

講  師：露口洋介 信金中央金庫 海外業務支援部上席審議役 

コメンテーター：平野英治 メットライフ生命取締役代表執行役副会長 

門間大吉 財務省国際局長 

     2月29日 

テーマ①：「中国人民解放軍の将来展望」 

講 師：斉藤敏夫 前防衛研究所長 

テーマ②：「米国の政治安保の展望－オバマ政権の安全保障アプローチと今後の課題を

中心に」 

講 師：森 聡 法政大学法学部教授 

 

４．研究の成果と評価 

4月に明治大学国際総合研究所と共催でシンポジウム「日米中ASEANは今何をすべきか ～アジ

ア太平洋地域の平和と発展に向けて～」を開催した。基調講演に福田康夫 元内閣総理大臣が登

壇するなど国内外の有識者約200名の来客のもと、日米中ASEAN関係が平和裏に共存するために、
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日本の政策オプションも含め、何をすべきかという闊達な議論がなされた。続いて研究会を8回

開催しさらに議論を深めることが出来た。 

 

（１）－９．安全保障法制 

 

１．研究の目的 

本プロジェクトは、2015年度前半から安倍政権が国会での成立を目指した安全保障関連法制

の改正につき、研究と発信を行うものである。2014年度までの東京財団の「安全保障」プロ

ジェクトでは、自衛隊と海上保安庁や警察などの法執行機関が現状に適切に対処するための提

言「平時の自衛権と海洋安全保障」を発表（2013年度）し、キャンペーン及びフォローアップ

を行ってきた。その後、政府は東京財団の提言内容も含む「国家安全保障戦略」「防衛政策の

大綱」を2013年12月に策定、2014年7月には内閣による集団的自衛権の一部行使を容認する閣

議決定といったプロセスを経て、2015年から包括的な安全保障法制の改正の国会審議に入った。 

2015年度の本プロジェクトは、安保法制の内容や国会や社会での議論に焦点を当て、特に平

時の自衛権、抑止態勢の構築、航空優勢・海上優勢の確保能力、統合運用の課題などについて、

新しい安保法制が実際にどのような可能性を広げ、具体的に何が改善されたのか、またどのよ

うな制度が追加的に必要なのかを分析・評価を行い、必要であれば提言も行う。その結果はポ

リシーブリーフとしてまとめ公表し、関係者との共有もはかるものとする。 

 

２．研究の体制  

プロジェクト・リーダー： 

渡部恒雄  東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

メンバー： 

香田洋二  ジャパンマリンユナイテッド株式会社顧問、元自衛艦隊司令官（サブリー

ダー） 

永岩俊道  永岩アソシエイツ代表、元航空自衛隊空将 

森   聡  法政大学法学部教授 

山口  昇  東京財団上席研究員 （サブリーダー） 

小原凡司  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

西田一平太  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．研究活動の実施経過 

○研究会の開催：5月～11月（計7回） 

5月 7日  第1回研究会  

テーマ：「安全保障法制議論の現状と今後の課題」 

講  師：髙見澤將林 内閣官房副長官補 

5月13日  第2回研究会  

       テーマ：「東京財団政策提言の反映状況概観」 
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       報  告：秋山昌廣 東京財団理事長、香田洋二 ジャパンマリンユナイテッド顧問 

6月 3日  第3回研究会  

       テーマ：「安保関連法案についての検討①」 

       ※議論のみ 

6月 9日  第4回研究会  

       テーマ：「安保関連法案についての検討②」 

       講  師：髙見澤將林 内閣官房副長官補 

7月29日  第5回研究会  

       テーマ：「平和安全法制の整備について」 

       講  師：上田 勇 衆議院議員 

     9月15日  第6回研究会  

       テーマ：「平和安全法制の整備について」 

       講  師：長島昭久 衆議院議員 

11月 5日  第7回研究会  

       テーマ：「平和安全法制とこれからの防衛態勢」 

       講  師：番匠幸一郎 前陸上自衛隊西部方面総監 

※研究会には、メンバーの他に政府の実務者並びに10名前後の研究者が参加。 

 

   ○特別研究会合 

上記の通常研究会とは別に、より幅広い近い知見を得るために次の特別研究会合も実施した。 

     

特別研究会合①：4月24日 

テーマ：「集団的自衛権容認で日本の安全は増すのか？‐安保法制改定の落とし穴」 

講  師：植木（川勝）千可子 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 

    特別研究会合②：6月8日 

      テーマ：”Global Strategic Trends and Implication for Asia” 

      講  師：RADM John KINGWELL, Director,  

The Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) *  

*DCDCは英国国防省のシンクタンク 

    特別研究会合③：9月14日 

      テーマ：「NATO事務次長との政策ラウンドテーブル」 

      講  師：Alexander Vershbow NATO（北大西洋条約機構）事務次長 

特別研究会合④：12月11日 

      テーマ："China’s Military Capabilities and Strategic Orientations” 

      講  師：Valérie Niquet, Head, Asia department,  

Foundation for Strategic Research (FRS/仏戦略研究所) 
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○東京財団ウェブサイトへの論考・記事 

4月30日 「今、国会が安全保障法制を議論する理由とは？」(渡部恒雄） 

8月27日 「オペレーションの視点から安保法制を考える」(山口昇） 

9月28日  バーシュボウNATO事務次長インタビュー記事”Benefits of Closer Japan-NATO  

Cooperation” 

10月26日 同上（和訳）「NATOナンバー2に聞く 欧州の安全保障の現状と日NATO協力」 

10月 1日 「安保法制の成立（1）新法制の戦略的意義」(森聡） 

10月 1日 「安保法制の成立（2）国民の理解が進まない理由」(森聡） 

10月 1日 「安保法制の成立（3）対内発信という国内的な課題」(森聡） 

 

○他のメディアへの寄稿 

・公明新聞 「平和安全法制－識者に聞く」（5月25日） 

・月刊 ジャーナリズム  特集新しい安保法制で日本はどうなる？「保守とリベラルの不毛

な批判合戦は不必要な警戒を生み出すリスクがある」（6月号） 

・公明新聞 「識者の声から」（9月12日） 

 

○参考人発言等 

5月28日 参議院外交防衛委員会基調発言「防衛省設置法改正案から シビリアン・コント

ロール（文民統制）を考える」(渡部恒雄) 

9月16日 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会の横浜地方公聴会

公述「国際環境の変化と平和安全保障法制」(渡部恒雄) 

 

４．研究の成果と評価 

本年度は計7回の研究会と4回のラウンドテーブルを実施し、安保法制の内容の精査と今後

の課題についての議論を行ってきた。その経緯において知り得た知識と分析結果に基づき、

財団ウェブサイト上で計5回の論考を発出したほか、渡部プロジェクト・リーダーが参議院の

特別委員会等で、公述人として政策関係者と世論一般に対して現状の解説と提言を行った。

バーシュボウNATO事務次長を迎えて、政策ラウンドテーブルを行い関係者との非公開の懇談

を行うとともに社会変革部門と協力してインタビューを実施して、その内容をウェブで公表

した。このような安全保障法制についての情報の発信は、世論の安保法制の理解に一定の効

果を上げたと考える。 

社会の中で安全保障法案への反対が事前の予想よりも大きく、可決が予定よりも遅れたた

め、政府内の対応、例えば、グレーゾーン対応や海外任務における武器使用権限などが2015

年度内に確定しなかった。したがって、当初に計画したポリシーブリーフの執筆と発表は延

期した。2016年は夏に参議院選挙（場合によっては衆参同日選）が予定されるため、社会の

意識が政治から政策に切換るであろう選挙後に、これまでの研究と議論をまとめたポリシー

ブリーフの発表を検討する。 

 



-    - 28 

（１）－１０．対外援助協力 

 

１．研究の目的 

本事業は、安全保障の観点から対外援助政策の在り方を研究するものである。発足した2013

年度は調査・研究会活動のほか東アフリカでの現地調査や欧州での国際会議の開催等を経て、

研究成果として報告書「『対外援助協力』という視点」（全三部）を公表、開発と安全保障の

関係について問題提起と世論喚起を行った。続く2014年度はODA大綱改定の流れを受け当初予

定を変更、初年度の研究成果に加えて集中的な研究会と検討を重ね、その成果を政策提言

「ODA大綱改定への安全保障の視座からの提言 ―『積極的平和主義』実現に向けた包括的な平

和構築指針が必要だ」として10月に刊行し集中的なキャンペーンを実施した。 

このように、プロジェクトの主要な成果は政策提言として既に出しているものの、治安回復

や平和構築といった安全保障の係る側面において経済援助を用いることの理由につき、より丁

寧な説明が必要と認識し、本年度は援助の国際潮流において安全保障がどのように位置づけら

れてきたのかを調査し、その過程で得た知見をポリシーブリーフとしてまとめ、広く社会に問

題提起を行うものとしている。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー： 

福島安紀子  東京財団上席研究員、青山学院大学地球社会共生学部教授、外務省外務

人事審議会委員 

プロジェクト・メンバー： 

西田一平太  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

前年度と同様、固定の外部専門家への委嘱は行わず、招待ベースで参加者を募ることとした。

ただし提言のキャンペーンまでを意識して政府高官を招いた前年度と異なり、本年度は対外政

策と援助実務を担う政府関係者と研究者の間での意見交換と情報共有を重視した。 

以下は主要な参加者（参加当初の肩書きを主とする）。政府関係者と外部の視点の両方が入

るようにしている。 

 

上杉勇司 早稲田大学 国際学術院（国際教養学部）教授 

清水和彦 外務省アフリカ部アフリカ第二課兼第六回アフリカ開発会議事務局首席事務官 

畝
たんぼ

伊知郎 JICA研究所所長 

花谷 厚 国際協力機構社会基盤・平和構築部平和構築室長（兼JICA研究所上席研究員） 

吉崎知典 防衛研究所特別研究官（政策シミュレーション担当） 

渡部恒雄 東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

 

３．研究の実施経過 

○研究会の開催（全8回）：5月～1月 
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5月26日  第1回研究会  

テーマ：「平和構築・復興支援の国際的議論のはじまりとDACの議論」 

講  師：畝
たんぼ

伊知朗 JICA研究所所長 

6月26日  第2回研究会 

テーマ：「ポスト2015年開発アジェンダにおける平和構築の捉え方」 

講  師：山田浩司 国際協力機構企画部参事役 

7月13日  第3回研究会：  

テーマ：「日本の対アフリカ外交（安全保障と開発協力の側面から）」  

講  師：丸山則夫 外務省アフリカ部長 

8月 4日  第4回研究会：  

テーマ：「UNDPにおける開発と安全保障の相関への取組み」  

講  師：近藤哲生 国連開発計画(UNDP)駐日事務所代表 

10月19日  第5回研究会：  

テーマ：「外交手段としての対外援助の役割」 

講  師：中西 寛 京都大学公共政策大学院教授 

12月11日  第6回研究会： 

テーマ："The Role of Foreign Aid as an American Soft Power Instrument"  

講  師：Daniel Runde 戦略国際問題研究所（CSIS 米国）部長（William A. Schreyer 

Chair and Director, Project on Prosperity and Development） 

12月17日  第7回研究会：  

テーマ：「軍事・安全保障から見た対外援助の役割」 

講  師：吉崎知典 防衛研究所特別研究官 

1月18日  第8回研究会： 

        テーマ：「開発協力と外交・安全保障政策-日本の事例」 

        講  師：田中明彦 東京大学東洋文化研究所教授 

 

 ○特別研究会合 

上記の通常研究会とは別に、より幅広い近い知見を得るために次の特別研究会合も実施した。

通常の研究会メンバーのほか、民軍連携に関心のある研究者や実務家らを招待して行った。 

・特別研究会合①：4月22日 

テーマ：“Landmine & UXO Clearance and Civil-Military Relations”  

講  師：Hon. Heng Ratana カンボジア地雷除去センター（CMACカンボジア）所長 

 

○成果物1:図書 

・コラム執筆「海賊対処という新領域」、『世界に向けたオールジャパン：平和構築・人

道支援・災害救援の新しいかたち』（編書、内外出版株式会社、2016年4月） 
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○成果物2：メディア等への出演・寄稿、論考等 

・寄稿「『良き統治』によるテロ克服を」、外交* Vol. 35『特集・2016年 世界と日本を

読み解く』、2016年1月         *外務省発行外交政策専門誌 

・寄稿“Common but Differentiated Concerns,” New Eastern Europe*, Vol. 18, No. 5 

“ON CONFLICT” (September-October 2015)       *中欧国際関係専門誌 

・論考“Tapping the Potential of Japan’s SDF”, Japan Perspectives*, No.13, June,  

2015                   *東京財団英文ジャーナル 

・座談会「開発協力大綱の理念と課題」、外交* Vol.31『特集・新しい開発協力と日本の

外交戦略』、2015年5月               *外務省発行外交政策専門誌 

・メディア引用（西田一平太）：ブルームバーグ・ジャパン（Bloomberg.co.jp）「自衛隊

の活動範囲拡大へ、安保法制関連法案を閣議決定－安倍政権 (1)」、5月14日 

    

○外部機関等への協力（西田研究員による） 

・11月26日：仏外務省国連政策課長Jean- Pierre Lacroix氏 

日本の平和維持活動等の政策ブリーフィング（於、在京フランス大使公邸） 

・12月22日：外務省アフリカ部主催 

「第6回アフリカ開発会議（TICAD6）推進合同対話」出席及びコメント（於、外務本省）

「平成27年度 国際平和協力活動民軍連携研究会」分科会モデレーター 

・1月28日～2月6日：JICA研究所 

「二国間援助機関による人道危機対応に関する比較研究」事例調査（於、南スーダン） 

・3月7日：陸上自衛隊中央即応集団主催 

    

○外部からの意見交換・ヒアリングへの対応（西田研究員による）： 

本事業では引き続き外部セミナー等への参加や、面会形式での情報収集や意見交換への対

応も積極的に実施している。主要なもののみを以下に挙げる。 

・7月13日：欧州連合（EU）事業「Analysis of the Perception of the EU and EU’s  

Policies Abroad」プロジェクトへのインタビュー対応 

・10月23日：北大西洋条約機構（NATO）事業「NATO Global Perceptions - Views from  

Asia-Pacific Region」プロジェクトへのインタビュー対応 

 

 ○出張 

当初計画では、独アデナウアー財団（KAS）ブリュッセル事務所長より同地でのEU援助政策

関係者との国際会議の共催が打診されていた。これについては、研究に有意義と思われたため

計画書に含めたものの、先方都合により実施することを断念した。これに代り、諸外国並びに

DAC（開発援助委員会）での取組み調査の一環で11月に欧州出張を実施したが、難民危機・パ

リでのテロ事件発生・シリア上空でのロシア機撃墜等の一連の事件とタイミングが重なり、ア

ポ先の予定が急遽変更になるなどし調査に影響を及ぼした。 
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４．研究の成果と評価 

上記のとおり当初計画からの多少の変更もあるが、研究会を中心に本事業はプロジェクト活動

を概ね予定通り進めてきた。また、西田研究員に対するJICA研究所からの南スーダン調査出張依

頼など、本事業についての関係者間における認知も高まってきている。ただし当初予定よりも多

くの研究会を重ね全体的にスケジュールが後ろ倒しとなったため、本事業については2016年6月

頃までプロジェクト期限を延長して報告書（ポリシーブリーフ/PB）の執筆と公表準備に充てる

ことになった。PB公表とともに対外援助協力プロジェクトの実質的な活動は終了し、フォロー

アップに移行する予定である。なおPB（和文）の内容は国際安全保障問題に対する対外援助の国

際的な潮流を紹介し、日本が今後行いうる援助形態や留意すべき事項を明らかにして、援助政策

関係者を巻きこんだ議論の土台となるようなものとしたいと考えている。 

 

（１）－１１．日露戦略対話 

 

１．研究の目的 

中国の急速な台頭をはじめとした国際環境の激変を踏まえ、日露の共通の課題といえる、地域

としての極東・北極海、課題としてのエネルギー・輸送・安全保障について、現状と課題、その

対応策を分析、研究するとともに、二国間会議の開催を通じて、日露間の有識者のネットワーク

構築を目的として立ち上げた。しかし、当初大きな進展が見込まれた日露関係は、2014年来のウ

クライナ危機の勃発を受けた米欧とロシアの関係悪化により、その進展にブレーキが掛かりつつ

ある。複雑化した日露関係の今後を米露関係、中露関係を含めて多角的に分析すると共に、政府

間の日露関係の維持・打開・発展をトラック2レベルでサポートする。また、日本政府とも連携

しつつ、従来の日露二国間形式ではなく、日露関係、露中関係に大きな影響を持つ米国を含め、

日米露三カ国形式でのトラック2対話の枠組みを立ち上げる。 

 

２．研究の体制  

プロジェクト・リーダー： 

畔蒜泰助  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

プロジェクト・メンバー：  

香田洋二  ジャパン･マリンユナイテッド顧問、元自衛艦隊司令官 

津上俊哉  津上工作室代表 

兵頭慎治  防衛研究所地域研究部長 

前田匡史  国際協力銀行代表取締役兼専務取締役 

渡邊頼純  慶應義塾大学総合政策学部教授 

秋山昌廣  東京財団理事長 

渡部恒雄  東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

 

３．国際会議の開催 

○3月29～30日、米カーネギー国際平和財団並びにカーネギー・モスクワ・センターをカウン
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ターパートとしてJapan-US-Russia trilateral dialogue（日米露3極対話）を実施 

 

・日本側参加者 

  加藤洋一  日本再建イニシアティブ研究主幹 

香田洋二  ジャパン･マリンユナイテッド顧問、元自衛艦隊司令官 

竹原美佳  独立行政法人石油天然ガス･金属鉱物資源機構（JOGMEC）エネルギー資源調査課長 

津上俊哉  津上工作室代表 

兵頭慎治  防衛研究所地域研究部長 

  渡邊頼純  慶應義塾大学総合政策学部教授 

  前田匡史  国際協力銀行代表取締役兼専務取締役 

山口  昇  東京財団上席研究員 

秋山昌廣  東京財団理事長 

浅野貴昭  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

畔蒜泰助  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

渡部恒雄  東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

 

（オブザーバー参加） 

石川誠乙 外務省欧州局日露経済室長 

大澤 淳 内閣官房国家安全保障局参事官補佐 

大石和浩 航空自衛隊幹部学校航空研究センター運用理論研究室長 

川上恭一郎 内閣法制局参事官 

風岡俊史 国際協力銀行資源ファイナンス部長石油・天然ガス部調査役 

定光祐樹 経済産業省資源エネルギー省石油・天然ガス課長 

   

・米国側参加者 

Andrew Weiss,  Vice President for studies at the Carnegie Endowment for  

International Peace  

David HELVEY,  Visiting Distinguished Research Fellow, Center for the Study of  

Chinese Military Affaris, the National Defense University’s  

Institute for National Strategies Studies(NDU/INSS), former Deputy  

Assistant Secretary for Asia and Pacific Security Affaris(Dec 2012- 

Apr 2015) 

 Jane NAKANO,  Senior Fellow in the Energy and National Security Program, the Center  

for Strategies and International Studies（CSIS） 

 

・ロシア側参加者 

Alexander Gabuev,  Senior Associate and the chair of the Russia in the Asia-Pacific 

Program at the Carnegie Moscow Center 
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Dmitri TRENIN,     Director of the Carnegie Moscow Center 

Mikhail KRUTIKHIN, co-founder and leading analyst of RusEnergy, an independent  

consultancy for oil and gas investors in Russia and other ex- 

Soviet nations 

Natalia STAPRAN,  Director of Russian APEC Study Center, the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration 

Vasily KASHIN,    Senior Fellow for National Research Institute, Higher School of 

Economics 

 

・プログラム 

3月29日  ウェルカムディナー 

3月30日 

  第1セッション  US-Russia relations over Ukraine and Syria 

  第2セッション  Maritime Security in East Asia(East China sea/South Chiona sea) 

  第3セッション  New Economic Architectures in East Asia and Central Asia(TPP/One  

Belt One Road/Eurasia Economic Union) 

  第4セッション  Future of Chinese economy and global energy market dynamics 

  第5セッション  Wrap-up for the dialogue 

 

４．研究会の開催 

○5月20日 

テーマ：ウクライナ危機後の露中関係 

ゲスト：Alexander GABUEV, Senior Associate and the chair of the Russia in 

the Asia-Pacific Program at the Carnegie Moscow Center 

出席者：恵 篤司 日鉄住金物産株式会社産業機械部長 

         酒井明司 三菱商事株式会社天然ガス事業部アドバイザー 

         原田大輔 JOGMEC資源調査部課長代理 

         畔蒜泰助 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

○6月1日 

テーマ：ウクライナ危機後の米露関係 

ゲスト：Samuel CHARAP, Senior Fellow for Russia and Eurasia, the international  

Institute for Strategic Studies  

出席者：秋山昌廣  東京財団理事長 

浅野貴昭  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

畔蒜泰助  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

渡部恒雄  東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 
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５．国際会議への出席 

○10月19日～22日 

  ロシア大統領がソチで開催したValdai Discussion Club年次会合に出席（畔蒜泰助） 

○11月9日～11日 

  カザフスタン初代大統領財団が主催するAstana Club第1回年次会合に出席（秋山昌廣、畔蒜 

泰助） 

○11月16日～17日 

  笹川平和財団米国（SPF-USA）が主催する日米露3極対話に出席して、日露エネルギー協力の 

可能性について発表（畔蒜泰助） 

○2月1日～2日 

  外務省ロシア課が企画し、日本国際問題研究所、米CSIS、露IMEMOが主催した日米露3極対話 

に出席し、日露エネルギー協力の可能性について発表（畔蒜泰助） 

○3月10～11日 

  米National Committee on American Foreing Policy(NCAFP)が主催した日米露3極対話に出

席し、日露エネルギー協力の可能性について発表（畔蒜泰助） 

 

６．情報発信（東京財団） 

○5月8日 

第92回東京財団フォーラム 

「ユーラシア地政学から見たイラン核問題『枠組み』合意の意義を探る」の開催・登壇 

登壇者：田中浩一郎 日本エネルギー経済研究所中東研究センター長 

渡部恒雄 東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

畔蒜泰助 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

○5月26日 

第93回東京財団フォーラム 

「前大統領補佐官が語るウクライナ危機と日米露関係」への登壇 

登壇者：カレン・ドンフリード German Marshall Fund, USA会長 

          ダニエル・トワイニング Germal Marshall Fund, USAアジア担当上級フェロー 

          鶴岡路人 東京財団研究員 

          渡部恒雄 東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

          畔蒜泰助 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

７．研究の成果と評価 

米欧とロシアの関係が悪化する中で、これまでの日露対話に代えて、日米露3極対話の枠組

みを新たに立ち上げることが本年度の主要課題だった。ウィリアム・バーンズ前国務副長官が

トップを務め、モスクワ・センターも有するカーネギー国際平和財団をカウンターパートとし

てこれを立ち上げることが出来たのは大きな成果といってよい。3月30日に実施した会議の内

容も、参加者のレベルの高さから、米露関係の今後や日米露3カ国の共通の課題である中国問
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題について深い議論が出来た。なお、ロシア側の参加者は外務省の資金で来日しており、また

外務省、経済産業省、内閣官房国家安全保障局、内閣法制局、航空自衛隊などの日本政府関係

者のオブザーバー参加を得られたことも、日本政府との連携という点で成果の一つとして挙げ

られる。 

    なお、2015年度、東京財団のそれを含め、それぞれ主催者が異なる日米露3極対話が4回開催 

されたが、畔蒜プロジェクト・リーダーはその全てに参加した唯一の日本人であり、この点で

もロシア問題を巡る東京財団のプレゼンスは前年度以上に高まったといってよいであろう。 

 

（１）－１２．Quad Plus会議 

 

１．事業の目的 

本会議は、当初3年計画で実施する、日米豪印の地域民主主義4カ国（クアッド）と東南アジ

ア諸国（プラス）等の研究者らによるトラック2の戦略対話である。日米豪印は、インド洋-太

平洋地域（Indo-Pacific Region）において自由・民主主義・法の統治などの価値観及び利益

を共有する地域大国として、中国の台頭やテロ・災害などの越境的課題など、同地域内の安全

保障環境と秩序の変化に強い関心を共有している。 

本会議はこれまで「安全保障」プロジェクトの一環であったが、事業再編の流れを受け、

2015年度は本会議を独立プロジェクトとした。本年度は、2013年12月のキャンベラでの第1回

会議、2015年2月のインドネシア・バリ島での第2回会議の議論内容と課題を踏まえ、特に地域

アーキテクチャとしてのQuadの位置づけや具体的な協力として何をできるかという点を意識し

て企画調整を行い、2016年2月15-16日にインドのジャイプールにて実施した。 

 

２．事業の体制 

○共催団体： 

・ヘリテージ財団（Heritage Foundation 米国） 

・豪戦略政策研究所（ASPI 豪州） 

・ヴェーヴェカナンダ国際財団（VIF インド） 

○東京財団側： 

プロジェクト・リーダー： 

渡部恒雄 東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員 

メンバー： 

秋山昌廣 東京財団理事長 

小原凡司 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

西田一平太 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．事業活動の実施経過 

○「第3回Quad Plus会議」の開催 

・日程：2016年2月15～16日 
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・場所：インド（ジャイプール） 

 

○プログラムの概要と主な参加者 （下線は東京財団4名、イタリックは東京財団招待者3名） 

  ・Conference Opens - Remarks by Heads of Delegations 

・General NC Vij, Director, VIF 

・James Jay Carafano, Vice President, Foreign and Defense Policy Studies,  

The Heritage Foundation 

・Masahiro Akiyama, President, Tokyo Foundation  

・Andrew Davies, Director, Defence and Strategy Program, ASPI 

  ・Panel 1: The Cyber Challenge 

・Moderator – James Carafano (Heritage)   *also serves as Discussant 2 

・Presenter 1– Lt Gen Davinder Kumar (VIF) 

・Presenter 2 – Andrew Davies (ASPI) 

・Discussant 1 – Elina Noor (ISIS Malaysia) 

  ・Panel 2: Maritime Governance: Indian Ocean vs Pacific Ocean 

・Moderator – Bonji Ohara (Tokyo Foundation) 

・Presenter 1 – James Holmes (USNWC/Heritage)  

・Presenter 2 –  Tsuneo Watanabe (Tokyo Foundation)  

・Discussant 1 – VADM Anup Singh (VIF)  

・Discussant 2 – Andrew Davies (ASPI) 

  ・Panel 3: China’s Place in Regional Calculations 

・Moderator – Walter Lohman (Heritage)  

・Presenter 1 – Ambassador Kanwal Sibal (VIF)  

・Presenter 2 – Bonji Ohara (Tokyo Foundation)  

・Discussant 1 – Mark Thomson (ASPI)  

・Discussant 2 – Rahimah Abdulrahim (Habibie Center)   

・Discussant 3 – Ambassador Bernard Goonetilleke (Pathfinder) 

  ・Panel 4: Enabling Tools of Cooperation 

・Moderator – Mark Thomson (ASPI)  

・Presenter 1 – Tanvi Madan (Brookings/Heritage)  

・Presenter 2 – Ippeita Nishida (Tokyo Foundation)  

・Discussant 1 – Pranav Kumar (CII) 

  ・Panel 5: Countering Terrorism/Extremism – Best Practices 

・Moderator –  General NC Vij (VIF)  

・Presenter 1 – Sidney Jones (IPAC/Heritage)  

・Presenter 2 – Lisa Curtis (Heritage) 

・Presenter 3 – Admiral Jayanath Colombage (Pathfinder) 

・Discussant 1 – Daiju Wada (Tokyo Foundation)  
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・Discussant 2 – LtGen Ravi Sawhney (VIF) 

  ・Panel 6: The Current Architecture and the Role of the Quad-Plus 

・Moderator – Walter Lohman (Heritage)  

・Open Discussion 

※上記のパネリストのほかに、オブザーバーとして各国の政府関係者も参加 

 

○東京財団側参加者 

・東京財団：秋山昌廣理事長、渡部恒雄上席研究員、小原凡司研究員、西田一平太研究員 

和田大樹リサーチ・アシスタント（清和大学講師） 

・外部： 

・Elina Noor, Director, Foreign Policy and Security Studies, ISIS Malaysia 

・Rahimah Abdulrahim,   Executive Director, Habibie Center 

 

４．事業の成果と評価 

今回の会議アジェンダの構成は各シンクタンクからのインプットと調整に因るが、ポイントは

南アジア地域での開催ということからもインド洋の課題を含めたこと（Panel2）と、実際の協力

手段に着目したこと（Panel4）、インド太平洋地域のアーキテクチャにおいてQuad-plusがどの

ような場所を占めることが可能なのかを総合的に議論するセッションを設けたこと（Panel6）で

ある。東京財団としては、当初予定の最終回として、これまでの議論が集約するようなセッショ

ン構成を意図し、これらを提案し共催3団体に受け入れられた。 

主催4団体外の人選においては、開催地のホストであるインド側がスリランカのシンクタンク

Pathfinder Foundationから2名を招待。東京財団は「マレーシア戦略国際問題研究所（ISIS）」

外交安全保障部長のElina Noor氏、第2回会議でも参加してもらったインドネシアのシンクタン

ク「ハビビセンター」役員のRahimah Abdulrahim氏、テロを専門とする和田大樹リサーチアシス

タントの参加費用を負担することで貢献し、議論に幅広い視点を盛り込むようにした。全体では、

オブザーバー参加した在インド日本国大使館公使・米国大使館一等書記官も含め、総勢27名が参

加する盛大な会議となった。 

会議では様々な見解が提示されたが、大きく意見が分かれたのは、Quad枠組に対する中国の懸

念・反発を考慮して政治的に中立的な災害支援などの領域において日米豪印の協力を促すべきか

どうかという点。実務的に協力実体をつくりやすいことが評価された反面、「元々Quadの概念は

中国の台頭に対応したものではなかったのか」という反論も提示された。また、Quadの枠組みに

アジアでもプレゼンスと利権のある英仏（及びEU）を巻込むべきではないかとのヘリテージ財団

の提案に対しては、VIFが日和見的かつ介入主義的な欧州を含めるべきではないと強く反発する

といった場面もあり合意に至るには更なる議論が求められる。 

会議後に、共催4団体の代表らが集い今後の活動について検討を行った。これはヘリテージ財

団からの提案で、米大統領選後にワシントンDCにて最終のQuad plus会議を行い、それによって

次期政権入りが見込まれる政策関係者にインプットを与えるというものである。東京財団として

も引続き参画することで日本を始めとした関係国の政策にインパクトを与え、主たる関係者とし
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て認知されることが期待されるため賛成した。インド・オーストラリアの2団体も賛成したため、

実施することが決定された。なお、ワシントンでの会合を最終回とすること、またそれに向けて

共催4団体による政策提言も含む報告書をまとめることについても4者間で大筋合意を得ている。 

 これまでの成果（会議で用いられた報告）等については、ヘリテージ財団の特設サイトにて公

開されており、今回の成果も順次アップロードされる予定。 

http://www.heritage.org/research/projects/quad-plus  

 

（１）－１３．事業開発費(外交・安全保障） 

 

１．研究の目的 

 内外情勢の推移に伴い、外交・安全保障に係る研究活動を機動的に展開すること、そして今後

の研究活動をより充実させるための予備調査を柔軟に行うことを目的として、事業開発枠を設け

ることとした。新規研究プロジェクトに関しては、特に、日本の経済外交に関わる研究活動を進

めるための準備活動を進めることを目的とした。 

 

２．研究の実施経過 

○研究会の開催 

2月16日  第1回研究会「日本外交と対外経済政策の有機的連携」 

参加者：安井明彦 みずほ総合研究所欧米調査部長 

              渡部陽介 国際協力銀行運輸通信事業部ユニット長 

○現地調査 

出張期間：2015年11月16日～19日 

出張先：パキスタン・イスラム共和国、イスラマバード 

出張者：浅野貴昭  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

イスラマバード政策研究所（Islamabad Policy Research Institute、パキスタン）、ハン

ス・サイデル財団（Hanns Seidel Foundation、ドイツ）の共催による国際会議に出席。アジ

ア太平洋地域の秩序形成に関する会議が2日間にわたり開催され、北東アジアの安全保障と経

済の秩序形成の動向について発表を行った。 

 

出張期間：2016年2月21日～27日 

出張先：英国、ロンドン 

出張者：浅野貴昭 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

英国外務省等の主催による「ルールを基盤とする国際秩序と中国」をテーマにした国際会議

に出席し、日本の経済外交のあり方について、各国の実務担当者、研究者と意見交換を行った。 

 

３．研究の成果と評価 

 内外の実務家、研究者との意見交換を踏まえ、次年度より経済外交プロジェクトを立ち上げる

こととなり、外交手段としての経済、対外経済活動をより拡大するための外交という、経済外交
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の両面を見据えつつ、今後の課題と展望を確認していく予定。 

 

（２）経済・社会保障 

 

（２）－１．財政推計・独立推計機関 

 

１．研究の目的 

財政危機の懸念があるにも関わらず、政府による各種推計がお手盛りとなりがちで中立的な

推計モデルが存在しない日本の状況等を踏まえ、非営利・独立の政策シンクタンクである東京

財団が、財政に関する独立した将来推計を自ら担い、これを公開することを通じて、独立した

推計による信頼性の確保、信頼される推計による日本の財政状況の明確化、独立推計による政

策検討・立案の促進等を狙う。 

このため、理論経済、計量経済等の専門家によるチームを組成し、部分均衡モデルをベース

とした財政推計モデル構築を進めると共に、しかるべきタイミングを見計らって、パラメー

ター及びモデルを公開し、幅広い知見の集約も目指す。モデル構築2年目となる本年度は、暫

定型で今後の発展を見据えたβ版モデルの作成を目指す。 

併せて、従前より「日本の経済財政シナリオ」プロジェクトで研究、推進してきた独立推計

機関を国会に設置するための政策案の具現化に向けた法案化とキャンペーンにも取り組む。 

 

２．研究の体制（括弧内は担当パート） 

プロジェクト・リーダー： 

亀井善太郎 東京財団研究員兼政策プロデューサー（とりまとめ） 

  プロジェクト・メンバー：  

小黒一正 法政大学経済学部教授（財政） 

加藤久和 明治大学大学院政治経済学研究科教授（医療・介護等） 

川出真清 東京財団上席研究員、日本大学経済学部教授（とりまとめ、プログラム） 

小林慶一郎 東京財団上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授（マクロ経済） 

小林庸平 三菱UFJリサーチ&コンサルティング経済・社会政策部研究員（医療・介護等） 

島澤  諭 中部圏社会経済研究所チームリーダー（年金） 

中澤正彦 京都大学経済研究所准教授（財政） 

中田大悟 創価大学経済学部教授（年金） 

オブザーバー： 

秋山昌廣 東京財団理事長 

リサーチ・アシスタント： 

一橋大学大学院経済学研究科修士課程の学生9名 

 

３．研究の実施経過 

独立推計機関の法案化については、引き続き、衆院法制局及び経済学者や政治学者等の有識
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者の協力を得て、東京財団案を作成、2015年6月に公表に至った。法案は、経済財政推計委員

会を国会に設置する法律案、関連法改正案、両院協議会設置規程の三つで構成されている。 

財政推計モデルの構築については、2014年度における基本的な検討を踏まえ、OECDや各国で

採用されている人口動向の将来推移を反映した部分均衡モデルをベースとした簡易版としての

財政推計モデルβ版の構築を目指した。主に人口推計をベースに算出される社会保障分野（年

金パート、医療・介護等パート）、主にマクロ経済（GDP）動向によって推計される税収及び

社会保障以外の歳出（財政パート）、この前提となるマクロ経済のロジックの検討（マクロ経

済パート）、さらには、全体のとりまとめ・調整及びプログラミング等の推進（とりまとめ

パート）に作業を分け、月一回程度開催する研究会においては各パートの進捗とパート間の連

結や整合性を調整するプロセスによってプロジェクトを進捗させた。各パートでは、担当する

分野のモデルのロジック及びパラメーターについて、先行研究等を参照しながら検討を進め、

変数リスト（変数名、データ出典、他の変数との関係等）の作成、リストを元にしたプログラ

ミング（フリーソフトであるＲ）に取り組んだ。 

4月 3日 パートごとのロジック・パラメーター等の共有と検討 

4月24日 パートごとのロジック・パラメーター等の共有と検討 

6月12日 パートごとのロジック・パラメーター等の共有と検討 

6月25日 パートごとのロジック・パラメーター等の共有と検討 

8月 4日 パートごとのロジック・パラメーター等の共有と検討 

9月 7日 パートごとのロジック・パラメーター等の共有と検討 

10月 9日 パートごとのロジック・パラメーター等の共有と検討 

10月30日 データ整合性の確認、ミスの発見等 

11月20日 データ整合性の確認、ミスの発見等 

12月19日 データ整合性の確認、ミスの発見等・インターフェース開発 

3月14日 データ整合性の確認、ミスの発見等・インターフェース開発 

結果として、当初想定よりもプログラムのミスの発見・修正等に時間がかかったものの、

2015年度末までにβ版モデルのとりあえずの完成に至った。併せて、フリーソフトであるＲ

によるプログラム言語だけではなく、政治家・官僚・メディア等の計量経済学やプログラム

言語に詳しくない政策関係者にも簡易にマクロ経済や政策オプション等の前提条件を入れ替

え複数のシナリオをシミュレーションすることができるインターフェースの開発も行った。

今後は、プロジェクト・メンバー以外の学識者がプログラム等を精査するピアレビューを経

たうえで2016年度早々にもβモデルを公表する予定である。 

 

○政府及び与党等への対応（行政改革推進会議歳出改革ワーキンググループ委員、自民党行革

本部中長期財政見通し委員会アドバイザー、自民党ＥＢＰＭ小委員会アドバイザー等） 

政府（内閣官房行政改革推進本部事務局）から、亀井研究員が参考人として秋の行政事業レ

ビュー（行政事業総点検）に参加を求められ、政府の複数の事業に関する議論に参加した。

2016年4月からは行政改革推進会議歳出改革ワーキンググループ委員にも就任の予定である。 

2014年12月の総選挙後の政府・与党で行われる財政健全化の議論を研究の発信等を通じて
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リードしてきたが、引き続き、自民党中長期財政見通し委員会の依頼により、財政健全化議論

のベースとなる内閣府推計の検証及び歳出削減案を提出すると共に、当委員会での各分野の議

論に亀井研究員がアドバイザーとして参加した（前年度より2015年9月まで）。また、2016年2

月に自民党に設置されたEbpm（Evidence Based Policy Making）小委員会のアドバイザーにも

就任し、推計等をめぐる統計の課題と独立推計機関を含めたガバナンス改革に関して政策提言

を進めている。 

また、参議院予算委員会や参議院国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会

においてはプロジェクト・メンバー（川出上席研究員、小黒法政大学教授）が参考人として招

かれ、独立推計機関や独立した財政推計の必要性について意見を述べている。 

 

○論考等の発信、外部のシンポジウムへの登壇等 

 ・東京財団論考 

6月25日「財政健全化の検討に必要な視点と機能－経済財政推計委員会を国会に設置す

る法律案（東京財団試案）について」 

 ・その他メディア、外部シンポジウム等 

週刊東洋経済（1月7日、インタビュー記事） 

日経ビジネス（本誌掲載7月20日、オンライン7月16日、インタビュー記事） 

日本経済新聞（5月25日等）、読売新聞（4月16日）、CBニュース（6月30日）等 

言論NPO：安倍政権3年目評価（12月15日、鈴木準大和総研主席研究員、西沢和彦日本総

研上席主任研究員）、併せて、有識者20名に聞く安倍政権の3年評価にも参加 

Japan Institute for Global Health：社会保障政策と財政の今後（12月18日、渋谷健

司東京大学大学院医学系研究科国際保健政策教室教授、宮田裕章慶應義塾大学医学部医

療政策・管理学教室教授） 

アゴラ研究所：言論アリーナ（12月22日、玉木衆議院議員他） 

 

○キャンペーン等 

 独立推計機関については、本プロジェクトで作成した法律案の公表と共に、与党幹部（松山

自民党参院国対委員長代理、西田公明党参院幹事長等）等への提言の説明を通じて、本プロ

ジェクトの研究の意義の理解拡大と政策としての具体化に努めた。しかしながら、安保法制を

めぐる政局の混乱が本件の推進までも阻害し、法案の具体化といったさらなる推進には至らな

かった。 

 

４．研究の成果と評価 

本プロジェクトで取り組む独立推計機関の設置推進と財政推計モデルの構築の両輪が相まっ

て、引き続き、財政健全化を着実に進めていこうと意志を持つ様々な活動主体にとって、東京

財団が求心力を発揮できるようになってきており、様々な連携も進んでいる。 

一方、そうした方向性にはありながらも、安保法制への政治の一点集中、政治決断が短期的

で将来の問題を先送りしがちとなる全体的な傾向もあり、個別分野での政策関与の機会は増え
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たものの、本丸である財政健全化に向けた議論の進展を見るには至らなかった。 

独立推計機関については、東京財団案という具体的な法案を明示することで、その理解は拡

大すると共に、政策関係者にとっての実現に向けたハードルが明らかになりつつある。財政健

全化のみならずガバナンス改革まで視野に入れた大きな提案だけに、関係者の様々な思惑に左

右されがちな面もあるが、その実現に向けて着実に進んでいきたい。 

財政推計の構築については、ようやく年度末にβモデルの完成に漕ぎ着けることができた。

データの整合性チェックや細かいミスの発見と対策等、地道で手間のかかる作業が生じ、当初

の予定よりも遅れたが、併せて開発したインターフェース（プログラムに詳しくない関係者で

も複数のシミュレーションができるもの）はユーザビリティに工夫したもので、財政健全化に

ついて、多くの関係者の関心を呼ぶことができるものと考えている。今後は、ピアレビューを

経て、信頼できるモデルとして公表すると共に、財政健全化に向けた議論を喚起しながら、引

き続き、財政健全化を巡る議論の中心の一つとして機能を果たしていきたい。 

 

（２）－２．財政と民主主義 

 

１．研究の目的 

本プロジェクトは、財政破綻をいかにして未然に防ぐか、財政破綻への発散経路をどう転換

させるか、の視点で分析と提言を行う。 

現在の日本の財政は発散の過程にあり、大規模な増税と、少子高齢化に対応した抜本的な社

会保障制度改革を実現しない限り、10～15年以内に日本の財政が破綻する可能性は高い。内外

の経済学者が行った各種の研究・シミュレーション結果においてもそういった結論が示されて

いる。今後、増税や社会保障制度改革が先延ばしになれば、より劇的な措置が求められるよう

になる。 

 実務家や経済学者の多くは、大規模な増税と社会保障制度の抜本改革が必要だという点で一

致する。それでも対策がいっこうに進まない最大の要因は「政治」にある。民主主義国家にお

いて政治的に不人気な緊縮策は敬遠されがちであり、程度の差こそあれ、あらゆる先進民主主

義国家で財政赤字は進んでいる。日本でも、今の財政状況からすれば「焼け石に水」でしかな

い消費税8％ / 10％への引き上げが激しい政治紛糾を引き起こし、10％への引き上げは先送り

された。 

このように、財政破綻への発散経路を転換させるためのメカニズムを考える際には、政治の

要素の考慮は不可欠である。本プロジェクトは、財政問題と政治との相互関係を分析した上で、

財政破綻への経路を修正する政治的メカニズムのあり方を提言する。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー： 

加藤創太  東京財団上席研究員 

小林慶一郎  東京財団上席研究員 
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メンバー： 

大山礼子  駒澤大学法学部教授 

小黒一正  法政大学経済学部准教授 

神津多可志  リコー社会経済研究所主席研究員 

清水真人 日本経済新聞編集委員 

田中秀明  明治大学公共政策大学院教授 

秋山昌廣  東京財団理事長 

政策当局者（数名） 

 

３．研究の実施経過 

 2015年度は、日本経済新聞出版社から書籍として出版が決まった『財政と民主主義』(仮称)

の執筆を中心に研究活動を進めた。当初は新書で簡潔な内容のものを出版する予定が、日本経

済新聞社からの強い要望もあり本格的な単行本として出版することとなったため、研究の深化

も行ってきた。 

具体的には1～2ヶ月に1回のペースで執筆担当者を集めた執筆者会合を開き、執筆に必要な

新たな情報や研究を共有してきた。また、書籍が共著者それぞれの論文を単に束ねただけの

「束ね本」にならないよう、日経の編集者を交え綿密に全体の構成を調整してきた。 

 上記の書籍化作業に加え、各プロジェクトメンバーは日本経済新聞、日経ヴェリタスなど経

済分野での主要な紙誌や書籍で積極的に論考を発表し、経済論壇に影響を与えてきた。また学

術研究の深化も行い、海外の主要な学会などで研究発表を行った。政策面でも、政府の各種研

究会への参加、政策当局者との意見交換などを通じ、財政政策、政策過程について影響を与え

てきた。 

 

４．研究の成果と評価 

＜研究成果＞ 

○書籍 

“The two ‘lost decades’ and macroeconomics: Changing economic policies.” In 

Examining Japan’s Lost Decades. 2015年 4月(小林研究員、Taylor and Francis)。 

『人工蒸発「5000万人国家」日本の衝撃－人口問題民間臨調調査・報告書』第6章「人口問題

とシルバー民主主義」2015年6月（加藤研究員、新潮社） 

『非常時対応の社会科学－法学と経済学の共同の試み』第9章「財政の危機管理と政官ガバナ

ンスの問題点」2016年3月（小林研究員、有斐閣） 

 

○学術論文 

”Rationally Myopic Voter: Uncertainty, Distrust, and Populist Policy.” 

2015年4月 中西部政治学会（MPSA）にて発表（査読有）（加藤研究員） 
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”Political Economic Transition and Output Loss: Evidence from Japanese Political 

Economy 1990-2005.”2015年4月 中西部政治学会（MPSA）にて発表（査読有）（加藤研

究員） 

”Public Debt Overhang and Economic Growth'' Public Policy Review, vol. 11, No. 2. 

2015年4月（査読有）（小林研究員） 

 

〇カンファレンス（主要なもののみ） 

“Th Political Economy of Japan and the EU: Challenges and Strategies.”2015年11月

12日～13日(Chatham House、加藤研究員) 

「アジアの価値観と民主主義」2016 年1月19日（日本経済新聞社主催、加藤研究員） 

 

○新聞・雑誌等（主要なもののみ） 

『エコノミクストレンド 財政が迫る新政治思想』日本経済新聞2015年6月12日（小林研

究員） 

『シルバー民主主義が呈する課題』日経ヴェリタス2015年7月19日（加藤研究員） 

『経済論壇から』日本経済新聞2015年7月26日（加藤研究員の論考『シルバー民主主義が

呈する課題』を紹介） 

『グローバル化の試練－個人課税、各国の連携に壁』日本経済新聞2015年7月26日（小林

研究員） 

『増えないパイから目を背けるな』日経ヴェリタス2015年10月11日（加藤研究員） 

『戦後70年私たちはどこへ 日本経済・危機の系譜』共同通信配信・毎日新聞2015年10月

17日等各紙掲載（加藤研究員） 

『データで見た「三本の矢」の的中率』月刊文藝春秋12月号（小林研究員） 

『経済論壇から』日本経済新聞2015年11月29日（小林研究員の論考『データで見た「三本

の矢」の的中率』を紹介） 

『同日選、人気取りか深謀遠慮か』日経ヴェリタス12月13日（加藤研究員） 

『アベノミクス4年目の課題、規制改革で競争促せ』日本経済新聞2015年12月31日（小林

研究員） 

『経済教室 ポピュリズムにどう向き合う（下）－有権者の情報不足解消を』日本経済新

聞2016年2月12日（加藤研究員） 

『公募議員「異端」に寛容さを』日経ヴェリタス2016年3月13日（加藤研究員） 

 

＜研究の評価＞ 

本年度は、本プロジェクトの当初は希望的目的としていた書籍出版に向けた執筆作業が中

心となった。さらに当初想定していた簡易な新書版ではなく、研究内容にも深く踏み込んだ

単行本版で出版することとなったため、研究の深化もさらに行った。 

並行的に、現時点での政策研究の成果をとりまとめつつ、学術論文からメディアへの論考

まで多くのアウトプットを発出することができた。政策当局者との意見交換や政府の研究会
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等への出席も積極的に行った。財政問題について政治過程にまで踏み込んだ研究やその発信

を続けることを通じ、政策当局者の志向や論壇・メディアの論調に有益な影響を与えること

ができたと考えている。こうした活動を通じ、今後『財政と民主主義』の書籍版が出版され

る際には、政策形成や各種研究により深く影響を与えることが可能となったと考えている。 

 

（２）－３．医療・介護・社会保障制度の将来設計 

 

１．研究の目的 

医療・介護など社会保障制度については、フリーアクセスや国民皆保険など国際的な評価は高

いが、国民の満足度は必ずしも高くない上、国・自治体の財政悪化で持続可能性が問われている。

政策立案者やサービス供給者の考え方に沿って制度が作られていない上、パッチワークの積み重

ねで制度が複雑化しており、利用者や納税者から見ると全体像が分かりにくくなっている。政策

が中央主導で決まっている結果、制度改正の内容が現場や地域の実情に合致していない。本プロ

ジェクトでは2012年10月に「医療・介護制度改革の基本的な考え方」を公表し、プライマリ・ケ

アの充実や医療・介護連携の強化、政策決定の分権化などを提唱した。2013年度は連続フォーラ

ムの開催など主に一般向けキャンペーンを展開し、2014年度については、プライマリ・ケアの推

進と医療費節約を図る上で、重要な役割を果たすことが期待される医療保険制度改革の研究を進

め、提言を取りまとめた。 

一方、サービス提供体制改革やケアの質評価など課題が残されており、2015年度も研究を継続

する。具体的には、報酬制度やケアの質評価、提供主体の組織改革など医療・介護提供体制の現

状と課題、これに関する諸外国の事例などを調査する。併せて、保険制度に関する提言のキャン

ペーン活動も実施する。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー： 

三原  岳 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

メンバー：  

郡司篤晃 東京財団上席研究員 

土屋了介 東京財団上席研究員、公益財団法人がん研究会非常勤理事 

西沢和彦 株式会社日本総合研究所調査部上席主任研究員 

亀井善太郎 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

冨田清行 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．研究の実施経過 

○記者懇談会、フォーラム、研究会等の開催 

6月13日  政策提言「医療保険の制度改革に向けて」の記者説明会 

6月30日  政策提言に関する東京財団フォーラム 

1月14日  研究会開催 
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○講演等 

6月 4日  「法と経済学会」に参加し、「介護人材確保政策実現に向けたベンチマーキング

からの示唆」の演題についてコメント（三原） 

7月21日  国立社会保障・人口問題研究所で講演（三原） 

7月28日～市民向け勉強会を企画・開催（3月まで計10回、三原） 

8月 2日  東京大学医学教育センターで講演（三原） 

9月28日  鹿児島県長島町で講演（三原） 

10月 3日  戦略経営研究会で講演（三原） 

10月26日  平塚市民病院「あり方懇話会」座長として取りまとめに参加（～3月15日、亀井） 

1月12日  松下政経塾で講演（三原） 

 

○月刊誌、週刊誌、新聞等への論文・インタビュー等の掲載（主なもの） 

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」（『社会政策』、2015年第7巻第1号通巻第20号、三

原・郡司、査読付） 

・『医薬経済』に「現場が望む社会保障制度」を連載開始（2015年6月～、三原） 

・「介護報酬複雑化の過程と弊害」（『月刊／介護保険情報』2015年7月号、三原） 

・ 医療介護専門媒体『CBニュース』に記者懇談会掲載（2015年6月16日） 

・『社会保険旬報』に提言を紹介（2015年7月1日） 

・『北海道新聞』に特集で提言を紹介（2015年7月10日） 

・ 月刊『ガバナンス』にフォーラムの概要紹介（2015年8月号） 

・ 医療介護専門媒体『CBニュース』にインタビュー掲載（2015年8月17日、三原） 

・「これからの医療とプライマリ・ケアの制度化に向けて」（『医療白書』2015年－2016年

版、三原） 

・「医療保険の制度改革に向けて（1）―リスク分散から見た『あるべき姿』」（『厚生福

祉』2015年8月14日号、三原） 

・「医療保険の制度改革に向けて（2）―負担と給付の関係から『あるべき姿』を考える」

（『厚生福祉』2015年8月25日、三原） 

・「医療保険の制度改革に向けて（3）―被保険者の参加から『あるべき姿』を考える」

（『厚生福祉』2015年9月1日、三原） 

・「医療保険の制度改革に向けて（4）―保険者の権限から『あるべき姿』を考える」

（『厚生福祉』2015年9月11日、三原） 

・「医療保険の制度改革に向けて（5）―『あるべき姿』から考える制度改革の課題」

（『厚生福祉』2015年9月18日、三原） 

・「医療保険の制度改革に向けて（6）―介護保険制度改革を考える」（『厚生福祉』2015

年9月29日、三原）・「非正規と高齢者で国保は『瀕死』（『FACTA』2015年10月号、三

原） 

・「医療・介護の一体的な提供に関する現状と課題」（『統計』2015年10月号、三原） 
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・「医療保険の制度改革についての提案－都道府県を単位とした地域一元化の推進を」

（『病院』2016年3月号、三原） 

・『週刊ダイヤモンド』にコメント掲載（2016年3月19日、三原） 

 

○財団ウェブサイトへの論文等の掲載 

・論考「報酬改定に見る介護保険の課題～制度複雑化の過程と弊害～」（4月3日、三原） 

・「日米両国に見る医療・介護政策のゆくえ～大いなる相違から共通の未来へ～」（5月17

日、冨田） 

・日米両国に見る医療・介護政策のゆくえ ～定着してきた米国の「変化」～（7月1日、冨

田） 

・日米両国に見る医療・介護政策のゆくえ～近接した基本構造から生み出される共通の問題

意識～（8月20日、冨田） 

・対談シリーズ「医療保険の制度改革に向けて」英国家庭医の澤憲明氏との対談（9月18日

～全3回、三原） 

・日米両国に見る医療・介護政策のゆくえ～責任を果たす制度をつくる～」（10月8日、冨

田） 

・対談シリーズ「医療保険の制度改革に向けて」元社会保険庁長官の堤修三氏との対談（11

月19日～全3回、三原） 

 

４．研究の成果と評価 

2015年6月に公表した政策提言では、①医療保険制度の地域一元化、②財政制度の簡素化、

③住民参加によるコミュニティに根差した医療・介護政策の推進、④保険者への権限移譲―と

いった内容を盛り込み、政府が進める制度改革の先にある「あるべき姿」「ありたい姿」を示

した。提言の公表は当初よりも遅れたものの、公表後には雑誌寄稿、記事掲載、フォーラム開

催、市民向け勉強会の企画・開催などを通じて、提言の内容や考え方を周知できたと考えてい

る。さらに、アメリカにおける冨田研究員の研究成果を論考として発出したほか、三原・郡司

連名で社会政策学会機関紙『社会政策』に査読付き論文を載せたことで、研究内容を深化、充

実できたと考えている。 

一方、研究活動については、費用節約を促す報酬体系の在り方、コミュニティに根差した提

供主体に対するガバナンスの在り方（ケアの質評価、情報開示、組織改革）について、日本の

医療（及び介護制度）の現状と課題、先行研究のレビュー、諸外国の事例などを調査した。今

後は①診療所と病院（または病院同士）の役割分担見直し（機能分化）、②診療報酬制度の見

直し―に絞り込む形で、①は政府が進める「地域医療構想」の到達点と課題、②はアメリカの

事例をベースにしつつ、研究成果を取りまとめる。 
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（２）－４．資産所得格差と税制のあり方 

 

１．研究の目的 

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「3本の矢」から成る

アベノミクスは、円安、企業収益の改善、株高などからデフレ経済脱却に向けて進みつつある

ものの、足元には想定外の事態が生じ、また、副作用も懸念されている。 

例えば、1ドル120円を超える円安にもかかわらず、輸出の伸びはスローで、逆に円安による

輸入物価の上昇が消費の足を引っ張る状況が出てきている。第2の矢である公共事業追加によ

る内需拡大策も、資材や労働者不足から進捗状況に遅れが見られたり、民間需要の足を引っ張

る事態が生じつつある。これらの状況は、20年近く続いたデフレ経済の下で、日本の産業構造、

経済構造が変化してきていることを示している。 

消費者からみれば、資産効果の恩恵を得られる層にとってはプラスに働くが、円安などによ

る消費財の価格高騰も懸念される。また、アベノミクスによる異次元の金融緩和は、株や土地

の高騰をもたらし、持たざる者と持てる者との格差を拡大していく。 

税制は、政府の財源調達のほか、所得再分配の機能を有す政策手段だが、所得再分配強化に

よる所得・資産格差の防止（具体的には、課税ベースの拡大や累進課税の強化）については、

近年の政府税制調査会等での議論は停滞気味である。 

本プロジェクトでは、アベノミクス現状の評価と再配分政策の重要性についての実証的な分

析や国際比較を行ったうえで、今後の資産・所得税制の在り方についての、理論構築も含めた

具体的な政策の検討を行っていく。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー： 

    森信茂樹 東京財団上席研究員、中央大学法科大学院教授 

メンバー： 

小塩隆士 一橋大学経済研究所教授 

川出真清 東京財団上席研究員、日本大学経済学部教授 

佐藤主光 一橋大学経済学研究科国際・公共政策研究部教授 

田近栄治 成城大学経済学部特任教授 

土居丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 

亀井善太郎  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

冨田清行 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

三原  岳 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．研究の実施経過 

 ○研究会の開催 

4月 2日 「経済格差の諸関係に関する基礎調査」 

報告者：川出真清 
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5月18日 「高齢者を見据えた社会保障給付と負担」 

報告者：田近栄治 

7月13日 「報告書案について」 

報告者：森信茂樹 

12月11日 「報告書案について」 

報告者：土居丈朗 

1月28日  「報告書案について」 

報告者：佐藤主光 

3月23日  「報告書案について」 

報告者：小塩隆士、川出真清 

  

○財団ウェブサイトへの論文等の掲載 

4月13日 論考「ピケティ氏の提言からわが国の資産税を考える」（森信茂樹上席研究員） 

10月15日 論考「軽減税率を巡る議論の行方を占う」（森信茂樹上席研究員） 

3月 8日 論考「消費税軽減税率の代わりに勤労税額控除を」（森信茂樹上席研究員） 

 

４．研究の成果と評価 

日本の所得再分配機能の低下を改善するため、課税ベース拡大をテーマに、公的年金課税の

強化、配偶者控除制度の見直し、遺族年金課税の見直しなどの方向性を示した政策提言「ポス

ト社会保障・税一体改革の税制とは」（2014年5月公表）を踏まえ、本プロジェクトでは、ア

ベノミクス下で進行する格差拡大の是正策としての税制改革の検討を行った。 

具体的には、資産の有無を中心として格差が拡大していることを確認し、それを是正するた

めの資産課税の見直し、所得課税の改革について分析を行った。その成果として、2016年度に

おいて政策提言をとりまとめ、公表を予定している。 

 

（２）－５．雇用政策・非正規雇用のあり方研究 

 

１．研究の目的 

本プロジェクトは、日本の雇用政策、特に非正規雇用のあり方について、職場の意識や生産

性の観点から、その実態を明らかにしようとするものである。 

雇用政策には、伝統的な労働者の権利保護等を対象としたものに加え、近年では、日本の経

済成長力を目指した労働力確保、さらには生産性の向上を目指した質の改善や流動性の確保等

といった議論が見られる。特に、非正規雇用については、若年者雇用の問題と相まって、本人

の公租公課等の負担軽減や雇用の長期化に向けた取組みが必要と指摘されているが、そもそも、

非正規雇用のあり方に関する研究はまだまだ少ない。 

本プロジェクトでは、日本の非正規雇用を対象に、①契約期間による区別（無期/有期、こ

れがグローバルスタンダード）、②呼称による区別（労使慣行上の定義、正社員/パート・ア

ルバイト・ハケン・ケイヤク・ショクタク等）、③労働時間による区別に関する実態調査を行
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うと共に、非正規雇用が職場（特に正社員の生産性）にもたらす影響に着目し、アンケート調

査、定量分析等を通じた基礎調査から、その実態を明らかにしていく。特に、これまで議論さ

れてきた賃金や失業問題だけではなく、職場の生産性を向上させる非正規雇用とはどういうも

のか（費用逓減ではなく、職場や周辺環境への影響等を見る）、労働者の意識への影響にも目

を向け、非正規雇用がもたらす（目に見えない）影響についても考察していく。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー：  

友原章典 青山学院大学国際政治経済学部教授 

メンバー： 

亀井善太郎 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．研究の実施経過 

上記の目的に鑑み、先行研究である米プリンストン大学のPedulla(2013)を参照し、これを

踏まえ、企業及び正規雇用者を対象としたアンケートを設計した。Pedulla(2013)は非正規雇

用者の使用が正規雇用者の職場における態度や所得にどのような影響を与えるかを考察してい

る。特に、非正規雇用をひとまとまりとして取り扱うのではなく、3つの異なるタイプ、①臨

時雇用、②オンコールワーク、③独立請負契約に分け、スキル水準の違い、正規雇用登用への

希望、正規雇用者との接点の程度並びに雇用主が非正規雇用者を使用する理由などの観点から、

同じ非正規雇用でもそれぞれタイプによって影響に違いがあるかどうかを分析している。本プ

ロジェクトでは、Pedulla(2013)の枠組みを日本の正社員/パート・アルバイト・ハケン・ケイ

ヤク・ショクタク等の労働者区分に適用しながら分析を行う。 

調査の実施にあたっては、以下の協力者と共に労働組合経由でアンケート回答先を個別に開

拓し（6月22日には協力企業・組合関係者にアンケート趣旨を説明する研究会を開催）、アン

ケートを送付した。その結果として27企業、計3,169人の回答を得ている。年度末現在、これ

らの大量のデータの分析を進めている。 

協力企業（業態・組合別、順不同）： 

雪印メグミルク、敷島パン、不二家、浜松ホトニクス、クリエート・エス・デイ、イ 

トーヨーカドー、マルイグループ、さとう、天満屋、藤崎、京王百貨店、ＡＮＡ、帝国 

ホテル、ＡＮＡホテル、ＪＴＢ、日本旅行、日清紡、古河電池、ヤマハ発動機、すかい 

らーく、ロイヤルグループ、セブン＆アイ・フードシステムズ、サイゼリア、クレディ 

セゾン、セディナ、ダスキン、三越伊勢丹グループエムアイカード 

協力者： 

村杉靖男 法政大学大学院職業能力開発研究所研究員、元味の素中央執行委員長 

元石一雄 富士ソフト株式会社監査役、元日本生産性本部常務理事 

 

４．研究の成果と評価 

このようなアンケートの実施は日本では初めての取り組み（米国の先行研究の回答数は300
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人程度であり、3,000人を上回る規模としても初）であり、その実施は困難を極めた。しかし、

多くの協力者を得てアンケートを回収することができ、今後は、政策的にもインパクトを有し、

協力者にもフィードバックできる価値ある分析に取り組んでいるところである。アンケートの

分析報告は2016年度のできるだけ早い段階での完成と公表を予定している。 

 

（２）－６．２１世紀の資本論 

 

１．研究の目的 

本プロジェクトは、前年度後半から実施してきたトマ・ピケティ著『21世紀の資本論』の読

書会を引き続き行う。ピケティの資本論について、各メンバーが担当部分について概要及び論

点を発表し、メンバー間で議論を行う。議論はアカデミックな見地からのものに加え、今後の

日本にとっての政策的な含意についても行う。また、テーマに応じて外部のゲストも招く。検

討内容をまとめたものは、東洋経済オンライン、東京財団ウェブサイトなどで発表していく。

こうした作業を通じ、グローバル資本主義の時代における格差の問題について他にはない深い

議論を喚起し、日本の進むべき方向性についても示唆を行う。 

 

２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー：  

岩井克人  東京財団名誉研究員 

加藤創太 東京財団上席研究員 

メンバー： 

秋山昌廣  東京財団理事長 

神林 龍  東京財団研究員、一橋大学経済研究所准教授 

小林慶一郎  東京財団上席研究員 

清水 剛  東京財団研究員、東京大学総合文化研究所准教授 

中原裕彦  内閣府一億総活躍推進室参事官 

村松幹二  東京財団研究員、駒澤大学経済学部准教授 

矢野浩一  駒澤大学経済学部准教授 

 

オブザーバー：  

東洋経済新報社出版部長他、東洋経済オンライン編集長、東京財団研究員、東京財団職

員（希望者） 

 

３．研究の実施経過 

前年度後半に引き続き、世界的に話題のトマ・ピケッティの『21世紀の資本論』の読書会

を行った。委員が分担部分を決め、話題性の割に雑な読まれ方しかされていないこの書につ

いて、原データの再分析を含む詳読を、計7回にわたり専門的な見地から行った。その過程

で、研究内容の問題性の指摘をしつつ、日本の今後、日本の政策のあり方についても考え、
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財団ウェブサイトで発信をしてきた。発信の手段としては、東洋経済オンラインに検討内容

を随時連載形式で掲載するという新たな試みを進めた。 

読書会は2016年3月で全章を終了した。今後も財団ウェブサイトや東洋経済オンライン上

などで、その内容を紹介していく予定である。 

 

４．研究の成果と評価 

＜研究成果＞ 

〇書籍 

  『経済学の宇宙』2015年4月、東洋経済新報社（岩井研究員） 

 

〇各種論考 

『ボルトと並んでは走れない 日本の経済格差の問題』AERA2015年4月 （加藤研究員） 

『格差論で問われる民主主義』日経ヴェリタス2015年5月10日（加藤研究員） 

『エコノミクストレンド 格差拡大、成長に悪影響？』日本経済新聞2016年2月22日（小林

研究員） 

 

＜研究の評価＞ 

本年度プロジェクトについては概ね予定通りスケジュールを消化し、2016年3月でもって全

章を読了した。ただ、ネットでの発信作業が遅れ気味だったのは反省材料である。 

本プロジェクトの意義としては『21世紀の資本』の専門的な読書会を世間に先んじて東京財

団で行い、その内容を東洋経済オンラインと提携して発出したことがまず挙げられる。そのた

め東洋経済オンラインや財団ウェブサイトには膨大な量のアクセスが発生しており、東京財団

の存在感や影響力を高めた他、ネットメディアとの連携という新しい発信の試みとして成功し

ていると評価できよう。 

読書会開始後に『21世紀の資本』の邦訳版が出版されたことで、日本国内でも本書は熱狂的

なブームとなり、様々な関連する書籍や論考が発出された。しかし、本読書会ほど専門的な見

地から綿密にこの書を分析したものはいまだないと考えている。本研究はそういう内容面から

も高く評価することができると考える。 

日本でのピケティブームは一段落したが、格差の問題は今後も大きく残る。本研究を通じて

得られた知見を今後も各種論考の発表、政策当局者との意見交換などを通じ、世間及び政策過

程に発出していきたい。 

 

（３）環境・社会基盤 

 

（３）－１．エネルギー政策の再構築・エネルギーミックス検討に必要な視点 

 

１．研究の目的 

新たな国際エネルギー情勢下で、石油、天然ガス、鉱物などの資源に恵まれていないと言わ
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れている日本が、原発に過度に依存せず今後も国際競争力を保ち確固たる地位を築くために、

従来の石油、石炭、天然ガス利用の高効率化と資源の安定確保、そして国内資源としての再生

可能エネルギーの最大限の活用を進めるとともに、川上（発電）から川下（小売）にわたり多

様な担い手を創出し資源エネルギーの多元化を促進することを目的とする。 

 

２．研究の体制  

プロジェクト・リーダー： 

平沼  光  東京財団研究員兼政策プロデューサー  

その他、関係省庁担当者、各専門家の研究会への参加、意見交換等を通してメンバー固

定ではなく臨機応変な体制で研究を推進 

 

３．研究の実施経過 

○研究会の開催 

3月22日 「ドイツ シュタットベルケの動向」 

講師：ドイツ ヴィルドポルツリート アルノ町長 

   

○国内外の調査出張 

5月22日～23日  福岡県（リサイクルシティ視察調査：平沼） 

7月29日～30日 長崎県五島市（浮体式洋上風力発電の視察調査：平沼） 

9月25日～29日 ドイツ（ドイツのエネルギー政策調査：平沼） 

    10月26日～29日 中国（中国のエネルギー政策調査：平沼） 

11月 1日～ 8日 ドイツ（ドイツのエネルギー政策調査：平沼） 

 

○各種メディア、出版等での発信 

･『Annual Report on Japanese Economy and Sino-Japanese Economic & Trade Relations』

中国社会科学院出版  共著 B.23 “Japan’s Policy on Renewable Energy and Its 

Future Partt”（2015年5月）（平沼） 

･『国立研究開発法人科学技術振興機構サイエンスポータル』「エネルギーミックス構築に

必要な視点」（2015年6月）（平沼） 

･『シリーズ日本の安全保障第八巻“グローバルコモンズ”』岩波書店 共著「第4章 資源

エネルギーの安定確保は可能か」（2015年10月）（平沼）、他 

 

○講演、会議への出席等 

5月21日 日本LCA学会での講演（平沼） 

5月20日 東洋学園大学での講演（平沼） 

6月 3日～5日 経営革新等支援機関経営ソフトリサーチ社での講演（平沼） 

7月 2日 日本学術会議「東日本大震災復興支援委員会 エネルギー供給問題検討分科会」

への出席（平沼） 
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9月 9日 品川区シルバー大学での講演（平沼） 

11月19日 日本学術会議「東日本大震災復興支援委員会エネルギー供給問題検討分科会」

への出席（平沼） 

 

４．研究の成果と評価 

研究の成果として、『Annual Report on Japanese Economy and Sino-Japanese Economic & 

Trade Relations』（中国社会科学院出版）、『シリーズ日本の安全保障第八巻“グローバル

コモンズ”』（岩波書店）の2冊の共著の出版に至った。また、本プロジェクトの研究活動が

評価され、2015年5月には平沼研究員が国立研究開発法人科学技術振興機構低炭素社会戦略セ

ンター（所長 小宮山宏）の客員研究員に任命されている。年度後半には研究成果のとりまと

めとなる政策提言「今後の日本のエネルギーミックス構築に必要な視点 ～電力自由化、世界

のエネルギー転換、国内外の変化に対応する視点を持て～」を執筆した。本提言は2016年4月

以降に公表する予定で現在準備中である。 

   

（３）－２．国土資源保全（土地制度と所有者不明化問題） 

 

１．研究の目的  

本プロジェクトは、人口減少社会における実効性のある土地制度について、実態の追跡と定量

的な調査分析をもとに具体的提言を行うことを目的とする。 

本プロジェクトでは日本の土地制度の課題を明らかにし、①「重要国土」（防衛施設周辺、国

境離島、水源地等）の売買・利用における法整備の強化と、②「所有者不明化」の拡大防止に向

けた制度改正の必要性を提言してきた（「日本の水源林の危機」I～III、「失われる国土」I～

III）。①については、森林法改正、水源地域保全条例の成立（17道県）など一定の進展が見ら

れた。しかし、②の「所有者不明化」問題については、一部の関係者に政策課題として認識され

つつも、制度不備による社会的損失の検証はほとんど行われておらず、財産権にかかわる問題で

もあることから、解決は先送りされる傾向にある。 

本年度はこの「所有者不明化」問題について、定量的な実態把握と要因分析を進め、土地制度

改革の方向性を提示することを目指した。 

 

２．研究の体制  

プロジェクト・リーダー：  

 吉原祥子  東京財団研究員兼政策プロデューサー 

平野秀樹  東京財団元上席研究員 

顧問： 

安田喜憲  東京財団上席研究員 

（注）2015年10月まで、平野研究員がプロジェクト・リーダー、安田研究員が顧問であっ

た。 
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３．研究の実施経過 

本プロジェクトでは、2014年秋に全国1,718市町村及び東京都（23区）を対象にアンケート調

査（「相続未登記と固定資産税実務に関する調査」）を実施し、888自治体からの回答を得た

（回答率52％）。本年度はこの回答結果の集計・分析を進めるとともに、土地制度の現状と改革

の方向性について法学者・法曹関係者、不動産関連実務家、省庁関係者等と幅広く意見交換を実

施した。並行して、これまでの成果をもとに各地で講演などの発信活動を積極的に行い、その過

程を通じてさらなる関係者ネットワークの構築と情報収集を進めた。これらの成果を報告書とし

てまとめ、3月に公表した。 

 

４．研究の成果と評価 

＜研究成果＞ 

○報告書   

2016年3月3日公表 「土地の『所有者不明化』～自治体アンケートが示す問題の実態～」 

 

○記者懇談会   

2016年3月8日開催 報告書の内容について。主要各紙をはじめメディア関係者35名が参加 

 

○財団ウェブサイトへの論文等の掲載 

 2015年4月  Property Laws Hindering Disaster Recovery（英語サイト） 

（『日経ビジネス』2月23日号掲載インタビューの英訳。財団英語誌 Japan  

Perspectives,No.13, June 2015にも掲載） 

 

○月刊誌、週刊誌、新聞等への論文・インタビュー等の掲載（主なもの） 

（書籍） 

･「日本社会が抱える土地制度の課題」自然資本研究会編著『自然資本入門』NTT出版、

2015年8月 

（寄稿） 

･「各地で顕在化する土地の所有者不明化」『公明』2015年8月号、公明出版サービス 

･「所有者不明化問題にみる土地制度の課題」『Evaluation』No.58、プログレス、2015 年

9月 

･「土地情報基盤の未整備が招く所有者不明地が国力を損なう」『週刊エコノミスト』

2016年 4月 12 日号、毎日新聞出版 

･「空き家と土地の所有者不明化」『Voice』2016 年 5月号、PHP研究所 

このほか、『全国農業新聞』及び『地方行政』に 4～5月に原稿掲載予定 

（新聞記事への報告書引用、コメント掲載） 

･「中間貯蔵施設予定地  地権者の半数不明」『47NEWS』（共同通信）2015 年 4月 5日 

･「農地バンク低調 初年度目標の16％」『読売新聞』（全国版）5月20日 

･「震災 4年 9 カ月 用地取得 権利複雑 整備工事遅れ招く」『河北新報』12月 26日 
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･「土地放置、557自治体で問題に 人口減時代の法制備が急務」『共同通信ニュース』

2016年3月3日（河北新報、東京新聞、西日本新聞、ロイターほか地方紙各紙に掲載） 

･「所有者不明の土地続出 用地取得遅れの原因に」『読売新聞』（全国版）3月10日  

･「中間貯蔵予定地 所有者4割死亡」『読売新聞』（全国版）3月11日 

･「地主死亡で所有者不明の土地 557自治体でトラブル 東京財団調査」『北海道新

聞』3月14日 

･「土地所有者不明で問題発生 6割の自治体で 888自治体が回答 東京財団」『全

国農業新聞』3月18日 

･「固定資産税の死亡者課税 自治体の16％が『ある』 東京財団調査」『日経グ

ローカル』No.288、3月21日 

このほか、『日本経済新聞』及び『日経グローカル』に 4月にインタビュー掲載予定 

（書籍等への報告書引用） 

・荒井聰議員（民主党・衆）、衆議院国土交通委員会における質問、2015 年 4月 21日 

・加藤雅信「急増する所有者不明の土地と、国土の有効利用」『日本民法学の新たな時代

――星野英一先生追悼』有斐閣、2015年 10 月 

・小柳春一郎「土地の公示制度の課題」『論究ジュリスト』（No.15）2015年秋号、

有斐閣 

・中川寛子『解決！空き家問題』ちくま新書、2015年11月 

 

○講演 

4月10日 京都土地家屋調査士会 研修会 

5月23日 桂川・相模川流域協議会 総会 

6月 4日 北海道北竜町 議員研修会＊ 

6月12日 長崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 公開講演会 

6月26日 群馬土地家屋調査士会 公開講演会 

7月25日 地籍問題研究会 第13回定例研究会 

7月31日 都市法研究会（出版社プログレス主催） 

8月20日 福島県会津美里町 議会職員研修会＊ 

10月 5日 長野県土地家屋調査士会 公開講演会 

11月30日 茨城県土地家屋調査士会 研修会 

12月 4日 宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 登記事務研修会 

12月11日  新潟県土地家屋調査士会 公開講演会 

12月18日 死亡者課税研修会（高知県市町村振興課等主催） 

1月 9日 国土政策フォーラム in 三重（国土交通省・三重県主催） 

2月 9日 宮崎県川南町 議員研修会＊ 

2月10日 三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 講演会 

2月25日 埼玉県土地家屋調査士会 研修会 

3月 2日 佐賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 官公署職員合同研修会 
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3月10日 地域を支える森林資源や林業に関する勉強会（熊本県人吉市主催） 

3月11日 中川郁子議員（自民・衆）勉強会 

（＊印は社会変革推進事業） 

 

○委員参加 

水循環基本法フォローアップ委員会（水制度改革議員連盟内）（2016年3月～） 

 

＜研究の評価＞ 

本年度は、土地の「所有者不明化」問題について、自治体アンケート調査の集計・分析を進

め、報告書をとりまとめた。集計作業や執筆に時間を要し、完成が予定より約半年遅れたこと

は反省材料である。 

震災復興や空き家対策の過程で、土地の「所有者不明化」が支障となる事例が各地で顕在化

してきた。それに伴い、この問題に対する社会的認知が徐々に広がり、本年度はプロジェクト

の研究成果が新聞等で引用される機会が増加した。法学者・法曹関係者、不動産関連実務家、

自治体など、問題意識を共有する関係者とのネットワークを拡大することもできた。 

国土交通省でも人口減少下における土地の低・未利用や国土の荒廃の問題は、主要な政策課

題として位置づけられつつある。しかし、問題の実態把握は未だ進んでおらず、全国規模での

調査は本プロジェクトのもの以外、現時点ではほとんどない。今回の報告書はこの分野で初め

ての成果と言え、これからの政策議論の土台の一つとして意義あるものと考える。 

今後当面は調査結果の発信に努め、制度見直しに向け関係者への働きかけを行う。並行して、

これまでの成果を土台に、国際比較の視点なども取り入れながら、新たな研究課題を設定し、

次年度内に新規プロジェクトを立ち上げる予定である。 

 

（３）－３．水産資源管理と経済的利益再配分システム研究 

 

水産業をめぐる世界の潮流は、積極的に水産資源の持続的利用のための管理等（目標設定を

含む）に関する政策、具体的には科学的根拠に基づく漁獲総量の設定と個別の漁業者への割り

当てを徹底し、産業としての生産性と消費者の志向に応えた質の向上を実現している。その背

景には、経済的利益を上げることを明確な目標とし、科学的な分析と評価が充実していること

がある。これらのプロセスも透明である。 

日本は、1998年からTAC（総漁獲可能量）制度を導入したが、魚種が限られ、また、科学的

な評価値をこえてTACが設定され括り方が適当ではない。また、経済性のあり方を考慮に入れ

ないオリンピック方式なので、競争を煽り、魚価の下落と投資の増大による事業者の弱体化と

退場・減少につながってしまっている。 

本プロジェクトでは、諸外国と日本の事例の比較を通じ、また、日本の先行事例である新潟

県の取り組みに関する分析（価格形成の変化等）を行い、日本の資源管理の基本政策と具体的

な地域ごとの対応を提示し、法制度の整備、漁業・資源管理制度の構築とモニタリング制度の

創設や改善等に関する具体的な政策提言に資する調査研究として実施するものである。 
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２．研究の体制 

プロジェクト・リーダー：  

小松正之 東京財団上席研究員、新潟県参与、元政策研究大学院大学教授 

メンバー： 

八田達夫 東京財団名誉研究員 

濱田弘潤 新潟大学経済学部准教授 

澤野敬一 日本政策金融公庫農林水産事業本部情報戦略部調査主幹 

亀井善太郎 東京財団研究員兼政策プロデューサー 

 

３．研究の実施経過 

上記の目的を踏まえ、2015年7月にプロジェクトを立ち上げ、以下の項目について研究を進

めている。 

（１）日本の国内の漁業・資源管理制度の基本方針の聞き取り調査 

  ・遠洋漁業、沖合漁業と沿岸漁業それぞれについて漁業許可の方針と実態の収集 

  ・漁業と資源の管理の制度の実施状況のモニター 

    －文献調査及び実地調査等 

（２）先進国の制度の調査と分析 

  ・米国、カナダ、ノルウェー等における資源管理制度等の調査分析 

（３）上記を踏まえた比較分析と経済的効果の分析 

  ・特に日本の先進事例における経済的効果の分析（新潟県IQ） 

具体的には、日本の国内の漁業・資源管理制度については、資料収集及び関係者のインタ

ビュー（水産庁、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会、漁業者と流通加工業者等）を行った。

並行して、日本の漁業・資源管理制度の変遷を調査すると共に、近海漁業における資源管理事

例である北太平洋まき網サバ漁の10年以上にわたる取り組みについて、また、沿岸漁業におけ

る資源管理事例としては、新潟県における国内初のIQ（個別漁獲高割当制度）事業（ホッコク

アカエビ）を採り上げ、その経緯を調査すると共に、価格形成に関する経済学的分析等に取り

組んでいる。また、秋田県におけるハタハタ、静岡県（駿河湾）におけるサクラエビ等の資源

管理事例についても調査を進めている。 

先進国の制度調査については、米国及びカナダを訪れ（10月30日～11月13日、小松上席研究

員）、米国及びカナダにおける法体系と資源評価等に関する科学的調査体制の実態、資源管理

に関する現地調査としてニュージャージー州におけるハマグリ、アラスカ州（ブリティッ

シュ・コロンビア地区）におけるオヒョウとギンダラ・カニ、メイン州におけるロブスター・

ホタテガイ、カナダ東海岸におけるロブスター等について実査すると共に、政府関係者、研究

者、民間事業者（彼らによる共同事業体coopも含む）等にインタビューを実施した。また、上

記の研究の進捗と共有を図るため、3カ月に一度程度のタイミングで研究会を実施した。 

 

○情報発信等 

水産資源管理、TPP等を中心に幅広いテーマについて小松上席研究員が各メディアの取材に
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応じた。 

週刊エコノミスト（9月15日、11月30日他）、日本経済新聞、日経ビジネス、NHK、 

東京新聞、北海道新聞、世界日報、AFP通信と水産業界紙みなと新聞（毎週連載）等 

「漁師と水産業」（小松正之監修）（実業之日本社、2015年12月発刊） 

 

４．研究の成果と評価 

資源管理を含む日本の水産政策は世界の趨勢である数量規制（アウトプット・コントロール）

からは大きく離れた、効果がないとされる投入努力量規制（インプット・コントロール）であ

り、政府（水産庁等）が資源管理を科学的に分析する枠組みもデータも不十分である。また、

経済や法制度の専門家不在で社会経済的な側面には恣意的な判断が続けられていることに加え、

海外比較や地域間の政策研究も存在しないのが現状であり、本研究プロジェクトの成果は、水

産政策の改革を進めていく上できわめて重要なものである。 

小松上席研究員の多くの発信がなされていることに加え、非営利中立の独立した政策シンク

タンクである東京財団が水産資源管理に関する研究プロジェクトを立ち上げたことは、すでに

米国において水産資源管理を推進するNGOも評価しており、様々な接触を受けていて期待も大

きい。 

現地調査等によって、すでに明らかになりつつあるこれまでの調査分析に加えて、引き続き、

これまでの計画に基づき、日本及び世界の事例に関する調査分析を継続し、関係者の期待に応

える報告書・政策提言の作成と公表に向け、プロジェクトを推進していきたい。 

 

（３）－４．事業開発費（経済・社会保障、環境・社会基盤共通） 

 

１．研究の目的 

 研究・提言活動の充実に向けて、経済・社会保障分野を中心に、社会の要請や環境変化等に

応じ、新規の政策研究プロジェクトを立ち上げ、また、その準備活動等にあてるものとして設

定した。 

 

２．研究の成果と評価 

 前述の「水産資源管理と経済的利益再配分システム研究」の立ち上げを行うなど、新たな社会

的な要請に応じる準備活動を行ってきた。
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２．人材育成事業  

 

総括 

人材育成事業では、国の内外で活躍するリーダーを育成することを目的とする「ヤングリー

ダー奨学基金（Sylff）」、及び「日本語教育基金（NF-JLEP）」の円滑なプログラム運営に注力

している。前年度に引き続き、資金運用難から奨学金の提供が困難な大学には、大学に代わり当

財団が直接フェローに奨学金を給付するSylff・NF-JLEP奨学金給付事業（以下「新スキーム」と

いう。）への参加を働きかけ、Sylff校8校、NF-JLEP校1校から日本財団へ基金が返還され、本年

度はその中からSylff校2校、NF-JLEP校1校に対して奨学金給付を開始した。また、Sylffフェ

ローに対して追加的な支援を行うサポートプログラムについては、海外研究奨励金の給付やフェ

ローが行う社会貢献プロジェクトへの支援等、積極的に側面支援を実施した。 

日本の地域再生を担う地方自治体の職員のための人材育成プログラム「東京財団週末学校」で

は、2013年度に実施された本事業の評価内容と提案にもとづき、講義・演習内容の充実とカリ

キュラムの質の向上に努めた。 

この他、現代の諸問題の解決に国境を越えて取り組むことのできる日本人リーダーの輩出を目

指して、グローバル・ガバナンス・フューチャーズ(GGF)プログラムへの協力を行った。 

 

■ ヤングリーダー奨学基金（Sylff）事業 

前年度に引き続きSylff基金の安全かつ安定した運用、奨学金の公募・給付など、基本的なマ

ネジメントがなされているかどうかのモニタリング、個別問題への対処を行った（35校を訪問）。

また、本年度も、基金運用が困難な大学に、東京財団が直接学生に奨学金を支給する新スキーム

への移行を働きかけた結果、2015年度までに8校が正式に新スキームに移行し、コインブラ大学

に5名、アテネ大学には6名の大学院生に奨学金を支給した。 

当財団がフェローに対して追加的な支援を行うSylffサポートプログラムについては、博士論

文執筆段階にあるSylffフェローの海外研究活動を支援するとともに、フェローによる社会貢献

プロジェクト支援を実施し、フェローが主体的に企画・実施する社会貢献性の高いプロジェクト

を実施した。 

 

■ 日本語教育基金（NF-JLEP）事業 

これまでの定期的な基金校訪問や関連団体から得た、基金校の運営状況や、現地の日本語教育

のニーズに基づいて、本年度も、基金運用が困難な大学に、東京財団が直接学生に奨学金を支給

する新スキームへの移行を働きかけた。その結果、インドネシア教育大学が、正式に新スキーム

に移行し、同大学の13名の大学院生に奨学金を支給した。 

 

■ Sylff・NF-JLEP奨学金給付事業 

本事業は、Sylff、及びNF-JLEP基金校（計77校）に対する過去2年半の集中訪問の結果、主と

して資金運用難から奨学金の提供が困難な大学に代り当財団が奨学金を直接フェローに給付する

ものである。参加大学は日本財団へ基金を返還し、当財団は助成金として返還された基金相当額
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を受け取り、その運用益を奨学金として提供する。2015年度までにSylff8校、NF-JLEP校1校から

日本財団へ基金が返還され、本年度はその中からSylff校2校、NF-JLEP校1校に対して本事業によ

る奨学金給付を開始した。 

 

■ 市区町村職員人材育成プログラム「東京財団週末学校」 

前年度に引き続き住民を主体とする地方自治の実現と地域の潜在力を活かした多様性あるまち

づくりを醸成するため、全国の市区町村職員を対象に、約6カ月間の人材育成プログラム「東京

財団週末学校」を実施した。本プログラムは、公務員として働く上での基本的な考え方（誰のた

めに、何のために働くのか）を土台に、自治の本質、地域の力といった物事の「価値」を掘り下

げ、自らの考え方を具現化する進め方を身につけることを目的としている。本年度は、全国各地

の18自治体から18名の参加者が参加した。 

特に、①「私の政策提言」の基礎となる「論理的思考」についての解説強化、②メンター、

チューター間の情報共有と、グループの入れ替え、③各回の終わりに参加者同士が対話によって

学びを振り返る時間を設定するなど工夫を加えた。また、修了生のフォローアップとしては、

「OBOGチューター制度」の継続に加え、北海道白老町、福岡県久山町、三重県津市の取り組みへ

の側面支援を行った。 

2016年度プログラムにおいては、現役生向けのプログラムと修了生を対象とするフォローアッ

ププログラムを、同時進行で有機的に連動させて実施する新しい試みを導入することで、より継

続的かつ実践的な研修効果が上がるよう改変を行った。 
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（１）ヤングリーダー奨学基金（Sylff）事業 

 

「ヤングリーダー奨学基金（Sylff）」は、国内外において将来のリーダーを育成することを

目指して1987年に設立されて以来、2016年3月現在、世界44カ国69大学に各100万米ドルの奨学基

金を設置し、人文社会科学分野の優秀な大学院生を対象に奨学金を提供している。これまでに奨

学金を受給した学生（Sylffフェロー）の累計は全世界で約15,000名である。本事業では、日本

財団が基金を提供し、当財団が各基金校における基金の運用や奨学金プログラム運営等について

管理する責任を担うとともに、Sylffフェローの研究活動及びネットワーク活動を充実させるた

めに、各種支援プログラムを実施する。 

 

（１）－１．基金運営  

 

１．事業目的・内容 

本事業の目的は、Sylff基金の安全かつ安定した運用、奨学金の公募・給付など、基本的なマ

ネジメントがなされているかどうかのモニタリング、個別問題への対処である。具体的には、主

として出張訪問を通して、Sylffの理念に沿って将来のリーダーがどのように選考されているか、

その前提として奨学金プログラムが魅力的なものになっているか、基金から十分な運用益が生ま

れているか等を確認し、課題があれば大学とともに解決を目指す。また、基金運用が困難な大学

には、新スキームへの参加を推奨する（詳しくは、(3)Sylff・NF-JLEP奨学金給付事業を参照）。 

実際にどのような学生が奨学生（フェロー）として選ばれているかは、出張時にできるだけ面

談を行うが、さらに、卒業したフェローが各分野でリーダーシップをどう発揮しているかについ

ても、小規模な会合の場を設けて確認する（フェロー・ギャザリング）。 

また、より奨学金を提供する大学の運営方針に合った形で、奨学金プログラムやサポートプロ

グラムが実施できるよう、大学の重点的な取り組みについて、できるだけ多くの情報収集に努め

る。 

     

２．事業の実施経過（訪問時期・訪問校） 

4月 ベトナム国立大学ホーチミン校(Vietnam National University, Hochiminh ベトナ

ム)・ベトナム国立大学ハノイ校(Vietnam National University, Hanoi ベトナム)、

チェンマイ大学(Chiang Mai University タイ) 

 

6月 ヘルシンキ大学（University of Helsinki フィンランド）、ウプサラ大学（Uppsala 

University スウェーデン）、オスロ大学（University of Oslo ノルウェー）、コペ

ンハーゲン大学（University of Copenhagen デンマーク）、ウィーン音楽大学

（University of Music and Performing Arts in Vienna オーストリア）、南太平洋

大学（University of South Pacific フィジー）、コメニウス大学（ Comenius 

University in Bratislava スロバキア）、ボッホム大学（Rhur University Bochum 

ドイツ） 

 

7月 マッセー大学(Massey University ニュージーランド)、ビクトリア大学ウェリントン

校(Victoria University in Wellington ニュージーランド)、早稲田大学 
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9月 マラヤ大学（University of Malaya マレーシア）、北京大学 (Peking University 

中国)、吉林大学（Jilin University 中国）、INSEADシンガポールキャンパス

(INSEAD, Singapore シンガポール) 

 

10月 パリ国立音楽院（Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 

Paris フランス）、ハンガリー科学アカデミー(Hangarian Academy of Sciences ハ

ンガリー)、セゲド大学（University of Szeged ハンガリー）、ジュネーブ高等国際

問題研究所（Graduate Institute of International and Development Studies スイ

ス）、デウスト大学（University of Deusto スペイン）、慶應義塾大学湘南藤沢

キャンパス 

 

11月 カリフォルニア大学バークレー校(University of California アメリカ)、オレゴン

大学(University of Oregon アメリカ) ポートランド州立大学 (Portland State 

University アメリカ)、オレゴン州立大学(Oregon State University アメリカ)、エ

ル・コレヒオ・デ・メヒコ(El Colegio de Mexico メキシコ)、ベングリオン大学

（Ben-Gurion University in Negev イスラエル）、ヨルダン大学（University of 

Jordan ヨルダン）、カレル大学（Charles University チェコ） 

 

2015年 

1月 

 

マラヤ大学（University of Malaya マレーシア）、立命館アジア太平洋大学 

3月 ヨーク大学(York University カナダ)、テキサス大学オースティン校(University of 

Texas at Austin アメリカ)、早稲田大学 

 

３．事業目標の達成状況 

本年度は、32校を出張訪問（日本の大学3校を含めると35校を訪問）し、特に下記のような運

営状況の確認、あるいは問題の解決ができた。 

 

【奨学金プログラム】 

（１）カリフォルニア大学バークレー校とはコミュニケーションが取れず、必要な情報や年次

報告書が提出されないという状態が長期間続いた。2014 年にコンタクトパーソンが交代し

た機会を捉え改善を図った結果、奨学金プログラムの内容について理解が深まり、今後、

更に競争力のある奨学金にするために大学と協議をしている 。また、これまで応募のな

かったサポートプログラムについても初めて応募があった。 

 

（２）これまで、ヘルシンキ大学では、Sylff フェロー・アソシエーションの代表者が運営委員

会に加わる等、同大学における Sylff 奨学金の運営は Sylff だけのために組織され、良好

に機能していたが、2015 年になって学内奨学金の効率的管理を理由に、Sylff 運営委員会

は人文社会科学全体の奨学金を管理する委員会に統合されてしまった。当財団からは、独

立した Sylff 運営委員会と Sylff フェロー・アソシエーションの協働により、Sylff フェ

ロー同士の交流が進み非常に有効に機能していたことを伝え、以前と同様に独立した Sylff

運営委員会の必要性を説いた結果、大学は要請に応じ、Sylff 運営委員会は独立した組織と

して編成され、Sylff フェローの代表者も運営委員として加わることとなった。 
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（３）立命館アジア太平洋大学では大学院生の大半が外国籍という大学である。アジアを筆頭

に世界各地から同校に入学する優秀な学生の多くが既に奨学金を得ている。Sylff 奨学金は

開始当初、入学後の学生を対象に公募をしていたが、奨学金の併用ができない上記のよう

な学生は応募することができず、奨学金の応募倍率は決して高くなかった。そこで、大学

と協議を重ねた結果、2014 年度より Sylff プログラムの対象を入学前の学生とすることで、

奨学金を呼び水として優秀な学生をひきつける方針に転換した。2015 年度の訪問では、新

しい方式で選ばれた奨学生と面談し、非常に優秀で将来を嘱望される人物であることを確

認した。2015 年度秋学期入学試験にも公募が実施され、アジア太平洋研究科及び経営管理

研究科の各学科応募者から 1名ずつ選ばれた。 

 

（４）米国オレゴン州では 1991 年オレゴン高等教育庁(Oregon University System－OUS)に

Sylff 基金が設置された。OUS とはオレゴン州高等教育委員会の付託により、オレゴン州の

7 州立大学の経営を統括的に実施する州の団体であった。OUS における Sylff プログラムの

対象は、大学院レベルで人文社会科学分野のプログラムを実施しているオレゴン大学、オ

レゴン州立大学、ポートランド州立大学の 3 校である。基金設置時と今では、アメリカの

大学のあり方は大きく変わり、現在は緊縮予算の中で効率的・効果的に大学を経営する必

要性が増し、また大学の戦略もより重要視されるようになった。オレゴンの大学も各大学

の裁量により戦略的かつ機動的な経営を目指すようになり、2014 年 7 月 1 日には、上記 3

大学は OUS を脱退し、独自の経営を開始した。また時代の変遷により、州立大学の統括的

経営という役割を終えた OUS は 2015 年 6 月に解散することになった。これを受けて、OUS

が保有していた Sylff 基金を移管することになった。オレゴン大学は上記 3 大学の中核的

存在であり、ファンド運用の実績も十分なオレゴン大学財団 (University of Oregon 

Foundation)があるため、同財団に Sylff 基金を移管し、運用を担当してもらうことになっ

た。Sylff 運営委員会は上記 3 校から構成され、奨学金プログラムは 3 校の大学院生を対象

に継続実施されることになった。 

 

【奨学金プログラム（リーダーシップ）】 

Sylff校が掲げる「リーダーシップ像」は、大学により評価項目として導入されており、各

国・各校でどのようなリーダーシップを期待しているかを知ることは事業を進める上で非常に

重要である。出張の際に各校の意見を聞くようにしているが、2015年度は「太平洋地域の発展」

（南太平洋大学）、「社会的弱者への公正」（オレゴン大学、オレゴン州立大学、ポートラン

ド大学）など大学独自の視点を聞くことができた。また、面接の際、候補者が尊敬する人物を

尋ね、その理由を具体的に説明してもらう（ビクトリア大学ウェリントン校）など、評価方法

についても知ることができた。 

 

【基金運用／新スキーム】 

北米のSylff校は、定期預金・債券投資だけでなく、株式・不動産を含めた国際分散投資を

行っている。直近の財務年度では（2014年7月～2015年6月）、前年度(2013年7月～2014年6月)
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好調であった株式市場が低迷し、特に新興国・発展途上国の株式市場は下落、また、天然資源

市場は大幅に下落し、非流動資産のリターンが低下した。2015年下半期から世界的な景気不安

が顕在化し、株式市場の低迷と低金利状態が続いている。大学の今後の運用成績にどのような

影響を及ぼすか注視する必要がある。ヨーロッパの国債の多くがゼロまたはマイナス金利と

なっている状況の影響（特に北欧の大学の運用）についても、引き続き注視する必要がある。 

新スキームは2014年度に全校に告知され、2015年度までに8校が参加を表明しSylff基金を日

本財団へ返還した（詳しくは、(3)Sylff/NF-JLEP奨学金給付事業を参照）。 

 

（１）－２．Sylff サポートプログラム 

 

a.フェローの研究活動支援 

 

１．事業目的・内容 

人文社会科学分野で博士課程に在籍する現役・既卒Sylffフェローが海外の高等教育機関や研

究組織などを訪問し、学位論文作成に繋がる研究活動を支援することを目的としている。フェ

ローは、渡航期間中に訪問先にて資料・データ収集やフィールドワークなどの研究活動を行う他、

指導教官から論文指導を受ける機会を提供している。フェローとの繋がりを強化するためのプロ

グラム支援を行うことで、Sylffネットワークに対する帰属意識を高め、ひいてはプログラムの

価値向上を図ることを目的とする。 

 

２．事業の実施経過 

本事業は、Sylff Research Abroad（SRA）として2009年度から開始された事業である。2011年

の事業再開により、Sylffネットワーク内のみでの渡航から、自己研鑽のためならネットワーク

を越えて海外のあらゆる地域・組織に渡航し研究を行うことが可能な事業に転換した。2015年度

も、2回の募集・選考を行った。実施事業の概要は、以下の通り。 

（１）博士課程に在籍するSylff奨学生が対象（修士としてSylff奨学金を受給し、その後他大学

の博士課程に進学したフェローも対象） 

（２）渡航先は海外の大学及び研究機関、シンクタンク、NGO、民間企業、フィールドワークな

ど 

（３）博士論文に直接繋がる活動が対象 

（４）奨励金上限は5,000米ドル 

（５）契約は当財団とフェローの2者で行い、Sylff校の基金運営委員会は関与しない 

2回の募集に2015年度は、合計43件の応募があった。2011年度の再開から応募件数は年々増え、

2013年度以降は40件を超えていることから、本事業がSylffコミュニティ内に定着してきたこと

がうかがえる。応募に対しては、資格要件審査と申請内容に基づいた選考により、24名に総額

112,707米ドルを支給した。受給者は順次、海外研究を開始している。 
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３．事業目標の達成状況 

Sylffフェローは、自国では入手困難な研究内容を裏付ける資料やデータを収集し、指導教官

からのアドバイスを受け、博士論文提出に向けて執筆に取り組んでいる。海外研究活動を終え提

出された報告書は、Sylffのウェブサイトで掲載・公開している。その中でも、特に優れた報告

書は、Sylffウェブサイトの”Voices from the Sylff Community”で順次記事として取り上げて

いる。2015年度は、新たに5本の記事を掲載した。また、2015年度第１次公募に合格したフェ

ロー2名が当財団を訪問した折に研究成果の報告がなされるなど、フェローとのコミュニケー

ション強化を図った。 

 

４. 事業成果物 

・Sylffフェローからの報告書（英文）（2015年度受給者） 

・冊子Voices (June 2015)に報告書7本を収録 （英文）（次号は2016年度6月発行予定） 

 

b.フェロー等による社会貢献プロジェクト支援 

 

１．事業目的・内容 

Sylffフェローがコミュニティや社会のために自発的に企画・提案・実施する社会貢献プロ

ジェクトや、社会性の高い課題について議論するフォーラムを支援することにより、Sylffフェ

ローのリーダーシップ研鑽に寄与するとともに、Sylffネットワークに対する帰属意識を高め、

ひいてはプログラムの価値向上を図ることを目的とする。 

 

２．事業の実施経過 

本事業は、Sylff Leadership Initiatives(SLI)として2009年度から開始された事業である。

プログラム見直しのための一時休止期間を経て、2013年2月から公募を開始した。対象とするプ

ロジェクトの資格要件及び支援概要は、以下の通り。 

（１）Sylffフェローが自発的に企画・提案・実施する社会貢献プロジェクトもしくは社会

性の高い問題を議論するためのフォーラムの支援を行う。 

（２）Sylffフェロー1名もしくは複数のフェローによるプロジェクトを対象とする。 

（３）現役、既卒いずれのSylffフェローとも対象とする。 

（４）奨励金は、上限10,000米ドルを支給する。 

（５）公募は、社会情勢に応じたプロジェクト実施を可能とするため、通年随時受け付ける。 

 

2015年度は、延べ31件の応募の選考を行った。選考に際しては、フェロー本人のイニシアティ

ブ度合い、社会的重要性、オリジナリティ、実現可能性、社会的インパクト、論理構成の6点を

勘案し、評価した。結果、以下5件のプロジェクトを合格とし、支援することとした。 

① ジェイミー・スチュアート(Jaimee Stuart)（ビクトリア大学ウェリントン校―

Victoria University Wellington ニュージーランド）（既卒フェロー）によるワーク

ショッププロジェクト：“Bullying: Identifying Effective Prevention and 
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Interventions Strategies” 

②  マーティン・フェイックス(Martine Faix)及びヴェラ・ホヌスコバ(Vera Honuskova)

（カレル大学－Charles University チェコ）（既卒フェロー）によるコンファレンスプ

ロジェクト：“Refugee Crisis on the Borders of Europe and the Role of the Czech 

Republic” 

③ リンジー・リム(Lindsay Lim)（コロンビア大学―Columbia University 米国）（既卒

フェロー）による社会貢献プロジェクト：“Kasambahay (Domestic Workers) Saving 

Month” 

④ チカ・エゼアニャ(Chika Ezeanya)（ハワード大学－Howard University 米国）（既卒

フェロー）によるワークショッププロジェクト：“Preparing Young Rwandans for 

Leadership towards Economic Growth and Social Advancement” 

⑤ メリンダ・コバイ(Melinda Kovai)（ハンガリー科学アカデミー－Hungarian Academy 

of Sciences ハンガリー）（既卒フェロー）によるワークショッププロジェクト：“The 

Socio-analysis of Oppression-Group Learning and Action Method Workshops about 

Social Inequalities and anti-Roma Prejudices” 

 

これら合格プロジェクトに対しては、実施までの準備段階で当財団事業担当者がフェローとコ

ミュニケーションを取り、彼らのリーダーシップ力の向上によりつながるようサポートをしてき

た。また、上記の①、②、③はすでにプロジェクトを終了した。④と⑤は2016年度以降にプロ

ジェクトを実施する。①、②については、担当者が視察に赴き、Sylffウェブサイトの”Voices 

from the Sylff Community”でプロジェクトに関する記事を掲載した。 

また、2013年度に社会貢献プロジェクトを開始したカール・エマニュエル・フィスバッハ

(Carl-Emmanuel Fisbach)（パリ国立高等音楽院－Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris フランス）は、2016年3月の第5回目のワークショップ開催を

もって活動を無事終了した。2014年度にプロジェクトを実施したロミーナ・イストラティ

(Romina Istratii)（サセックス大学―University of Sussex イギリス）のプロジェクト報告が、

Sylffウェブサイトの”Voices from the Sylff Community”に掲載された。 

 

３．事業目標の達成状況 

本事業は、現役フェローだけではなく既卒フェローも応募できる点がひとつの特徴で、本年度

に合格した5件は全て既卒Sylffフェローであった。フェローらは主に大学の教員として活躍する

傍ら、社会の課題解決につながる取り組みを積極的に行っている。現役フェローからの応募も複

数あったが、本年度は支援には至らなかった。既に実施したプロジェクト①ではいじめ問題、②

では金融包摂、③では難民問題と、今日的な課題を直視した社会的意義の高い活動がなされた。

当財団事業担当者が、応募者各々の専門的知識と現場経験に基づく企画・提案に対し、積極的に

コミュニケーションをとってプログラムの実現サポートしていくことは、本事業が目指している



-    - 68 

課題解決に敏感なリーダーシップ像の模索と共有を促進することにもなり、ひいてはSylffコ

ミュニティーの醸成とSylffプログラム全体の価値向上に寄与するものと考えている。各プロ

ジェクトの実施詳細は以下の通り。 

 

（１） ジェイミー・スチュアート 

フェロー本人が現在教鞭をとるビクトリア大学ウェリントン校にて、研究者、行政、NPO、

実務家等の専門家達を集め、「いじめ問題」に関するコンファレンスを開催した。この

コンファレンスでは、いじめ問題に関する知識の浸透と、各ステークホルダーの連携を

強め、いじめ問題解決・学校環境改善に向けての基盤作りをすることを目的として、専

門家の研究発表、いじめ対処の実践例の紹介、ワークショップなどが行われた。 

当日は、教育関係者、行政関係者など80名を超える参加者が集まり、いじめ問題は学校

の中だけではなく、家族や地域コミュニティの連携を通じて解決されるべき問題であり、

分野を超えた横の繋がりの重要性が再確認された。 

成果として、いじめ問題に関するデータを集めたホームページの開設と本の出版、さら

に、いじめ問題に関する政策提言を行うことを目指し、フェローは引き続き活動を続け

ている。これに加え、今回の会議を通して見られた、いじめ問題解決に対する参加者の

意識の変化や新たなネットワークは、ニュージーランド社会全体にも効果を及ぼすもの

と期待する。 

 

（２） マーティン・フェイックス及びヴェラ・ホヌスコバ 

カレル大学の法学部で教鞭をとる2人のフェローが、欧州に大規模流入している難民問題

の対応について議論するためのコンファレンスを同大学で開催した。カレル大学及び周

辺大学関係者、NGO、マスメディア、政府機関、カレル大学学生等、のべ160名が参加し

た。 

フォーラムでは、① EUと難民問題 ②ジュネーブ協定と難民問題 ③EU協定と難民問題の

3つのパネルディスカッションが行われた。アカデミア、シビル・ソサエティ、行政、司

法、マスメディアなど様々な立場の人が参加し意見を述べた。法律的根拠と政治・社会

的現実性、難民の人権保護などの議論を通じて対立軸が明らかになり、国家の安全保障

と国内政治を優先するのか、EU条約と国際法・規範に則り、難民救済へ舵を切るのかな

ど意見が分かれたが、議論は冷静かつ客観的に進んだ。 

政治判断や国民感情に左右されてきた難民問題の受け入れという問題に対して、特にEU

条約との兼ね合いで、法律的義務があるということを訴え広げていくという点に関し、

フェロー両名の強力なイニシアティブのもと、目的達成のための重要な論点を提示する

ことができた。 

 

（３） リンジー・リム 

Sylff フェローの出身国であるフィリピンにて、メトロマニラの Kasambahay と呼ばれる

住込み労働者をターゲットに金融包摂の啓蒙をし、銀行口座を開設してもらうキャン
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ペーン活動を行った。 

フェローは 2014 年 8 月から半年間、メトロマニラの San Juan 市においてパイロットプ

ロジェクトを実施し、成功を収めた。本プロジェクトはパイロットプロジェクトの経験

を基に、金融包摂をメトロマニラ全体に水平展開することを目的とするもので、啓蒙の

ための広告・宣伝、メディア出演に加え、2015 年 9 月 27 日に銀行口座開設のためのワー

クショップを開催した。 

協力を予定していた銀行が低所得者向けの商品開発を断念し、ワークショップは当初見

込んでいたほどの成果を挙げられなかったが、パイロットプロジェクトからの経験を通

じて、金融包摂の推進にあたっては、草の根運動が重要であるということが明らかに

なった。また、正確な数字は把握できないものの、このキャンペーンを通じて、銀行口

座を開設した Kasambahay は一定数いると見込まれ、フィリピン社会にインパクトを与え

ることができたものと思われる。 

 

（４） チカ・エゼアニャ 

フェローが現在大学教員として働くルワンダで、将来政策形成に携わるであろう若者を

対象とした、リーダーシップ育成のためのワークショップを開催する。 

1994年の虐殺後、復興のための経済成長と社会統合が進められてきたルワンダであるが、

今後のさらなる発展のためには、全人口の7割弱を占める25歳未満の若者の活躍が欠かせ

ない。しかしながら、国として発展を続ける一方で、若者の多くは失業しているか貨幣

経済から取り残されているという現状にある。ルワンダでは勤労と国への献身が重視さ

れる風土があり、地域への貢献度が高い者がその土地の政策決定に大きな影響を与える

傾向がある。フェローは、コミュニティのリーダー的存在である若者を集め、リーダー

シップ育成のワークショップを開催し、今後のルワンダ全体の発展に貢献する若者の育

成を目指す。 

ワークショップは2016年5月25日、26日の2日間にわたり開催される予定で、35名程度の

参加者を募る。ワークショップ後も、参加者へのフィードバックやリーダーシップに関

する情報発信といったフォローアッププログラムを提供する予定である。 

 

（５） メリンダ・コバイ 

ロマ民族（ジプシーと呼ばれてきた集団のうちの主に北インドのロマニ系に由来し中東

欧に居住する移動型民族）への偏見・差別が社会的な問題となっているハンガリーで、民

族対立の緩和を目的とし、大学生を対象としたワークショップを長期間にわたって開催

する。 

ハンガリー国内でのロマ民族に対する差別意識は根強く、それにより彼らの社会的地位

は非常に低い。こうした現状にもかかわらず、学校教育でこれらの問題は軽んじられて

おり、解決の糸口が見えない。この問題に対して、フェローは、将来貧困層と接する機

会が多いであろう教育や医療、社会福祉事業に携わる大学生を対象として、2016 年度以

降、計 10 回のワークショップを開催する。ロマ民族とそうでない者の両者をワーク
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ショップに招き、交流させることで、互いの立場の理解を促し、対立する民族同士の連

帯を強めることを狙う。フェローやプロジェクトメンバーの専門である心理学の知識を

活用することで、円滑なワークショップ運営と高い効果が望める。 

各回の参加者は 12－15 名ほどで、のべ 100 名以上の参加者を見込む。ワークショップ終

了後に、授業教材を作成し、オンラインで無料提供することを予定しており、大きな社

会的インパクトも期待できるプロジェクトである。 

 

４. 事業成果物 

・Sylffフェローによるプロジェクト実施レポート（4本、内2014年度受給者によるもの1本） 

・当財団担当者よる取材レポート（2本） 

・冊子Voices (June 2015)に過年度の報告書5本を収録 

・各プロジェクトの間接的な成果 

① ジェイミー・スチュアート(Jaimee Stuart)：いじめ問題に関するデータを集めたホー

ムページの設立と本の出版を通して会議の成果を発表するとともに、いじめ問題に関す

る政策提言を行う。 

② マーティン・フェイックス及びヴェラ・ホヌスコバ：欧州に大規模流入している難民問

題について、ハンガリー政府の政治判断や国民感情に左右されてきた受け入れ問題に対

して、特に EU条約との兼ね合いで、法律的義務があるということを訴え広げていくと

いう点に関して重要な論点を提示できた。 

③ リンジー・リム：フィリピン、メトロマニラの Kasambahayと呼ばれる住込み労働者の

銀行口座開設 

④ チカ・エゼアニャ：ルワンダ全体の発展に貢献する若者の育成 

⑤ メリンダ・コバイ：ハンガリー国内でのロマ民族に対する差別意識問題に対処するワー

クショップ授業教材のオンライン無料提供 

 

（２）日本語教育基金（NF-JLEP）事業 

 

「日本語教育基金（NF-JLEP）」では、日本語教師の養成や日本語教材の開発等を通じて海外

での日本語教育の推進を目的とするプログラムを実施する。本事業では、日本財団により6カ国8

大学に設置された各々150万米ドルの基金運用やプログラム運営状況について当財団が把握・管

理するとともに、基金校間のネットワークを活用して、海外における日本語の普及を図る。本事

業により、これまでに約4,000名の学生や教員が支援を受けている。 

 

１．事業目的・内容 

本事業の目的は、Sylff同様、NF-JLEP基金の安全かつ安定した運用、プログラムの実施状況な

ど、基金設置校にて、基本的な運営が円滑に行われているかのモニタリングと、個別問題への対

処である。特に、NF-JLEPでは、各大学を取り巻く日本語教育の事情により、プログラムの内容

が異なるため、合意書に沿ったマネジメントがなされているかどうか、プログラムが魅力的なも
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のになっているか、基金から十分な運用益が生まれているか等を確認し、課題があれば、大学と

ともに解決を目指す。また、基金運用が困難な大学には、新スキームへの参加を推奨する（詳し

くは、(3)Sylff・NF-JLEP奨学金給付事業を参照）。 

また、出張時などに、プログラムで支援した学生や教員に面会する機会を設け、本事業の成果

を確認するとともに、当財団における本事業の今後の運営や展開についての情報収集に努める。 

 

２．事業の実施経過    

6月 ブカレスト大学(University of Bucharest ルーマニア) アンカ・フクシェネアヌ

教授の大阪大学での学術発表に出席、同氏と面談 

モナシュ大学 (Monash University オーストラリア)訪問 (NF-JLEP運営委員との

協議、同大学が支援した日本語教員との面談、同大学が支援する日本語教員が教

える高校2校の日本語クラス見学)、国際交流基金シドニー日本文化センター訪問 

 

8月 カイロ大学（Cairo University エジプト）カラム・ハリール文学部日本語日本文

学科教授・同学科長来訪・面談 

 

11月 ブカレスト大学（University of Bucharest ルーマニア）訪問 (同大学の日本語

学科開設40周年記念式典参加、NF-JLEP運営委員との協議、奨学金受給者との面

談) 

    

３．事業目標の達成状況 

本年度は、2校を出張訪問するとともに、2校の運営関係教授が来訪する機会を捉え、各基金校

のプログラムの実施状況を確認した。 

訪問先のうち、モナシュ大学は、日本語教員の技能支援に力点を置く大学であるが、今回の訪

問では、同大学が技能の支援をした日本語教員と面会し、また、支援を受けた日本語教員が教え

る高校の日本語クラスを見学した。面談や見学の内容から、同大学の事業が現地の日本語教員の

技能向上や、ひいては生徒たちの日本語の学習に貢献していることが確認できた。また、もう一

つの訪問目的であった、同大学主催の全豪日本語教育シンポジウムに合わせて、基金の運営担当

者を集めた会議を開催する可能性について協議したが、シンポジウムと会議の性質が異なること

から、同時期に会議を開催するメリットがないことがわかり、見送った。次年度以降も、会議開

催の時期や場所について可能性を探っていく。 

ブカレスト大学の訪問では、同大学の日本語学科開設40周年式典に参列し、同学科の主たる支

援者として祝辞を述べた。この他、同大学では、基金の運用収入が低迷しているため、運営委員

会で、新スキームへの移行を奨励したところ、大学側からは強い関心が示されたが、国立大学で

あるため、移行の前提となる基金返還に国の承認を要するため、すぐにはできない状況にあるこ

とを確認した。次年度以降も引き続き、速やかな移行に必要な支援を行う予定である。 

この他、前年度に訪問したインドネシア教育大学では、新スキーム移行のための合意書を締結

し、11月に同大学大学院の日本語教育研究科に在籍する13名の大学院生に奨学金を支給した。当

財団が学生に直接奨学金を支給したことで、奨学生にはNF-JLEPへの理解が深まるとともにフェ

ローの情報をより具体的に把握することができるようになった。 

各基金校の事業を通して、NF-JLEPが支援した受益者を直接支援するサポートプログラムにつ
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いては、他団体の情報を収集し、次年度に具体的な事業として立ち上げるべく、準備を進めてい

る。 

 

（３）Sylff・NF-JLEP奨学金給付事業 

 

１. 事業目的・内容 

「ヤングリーダー奨学基金（Sylff）事業」、及び「日本語教育基金（NF-JLEP）事業」では、

基金運用に問題を抱え、十分な奨学金を給付できない大学が多数存在するが、新スキームの導入

により、資金運用においては問題の抜本的解決を図るとともに、直接奨学金として給付すること

で、ドナーの「顔」が奨学生に見えるようにし、奨学金のブランド力を向上させる。また、奨学

金給付と同時に奨学生をSylff・NF-JLEPのネットワークに取り込み、様々なフォローアップ活動

も合わせて実施し、優秀な人材の発掘・育成を包括的に行うことで、両事業の理念の継承・発展

を目指す。 

 

２. 事業の実施経過 

本事業では、大学が日本財団へ返還した資金を助成金として当財団が受け取り、運用益を奨学

金として提供する。2014年度には、既に4つのSylff校から日本財団へ基金が返還され、2015年度

は4つのSylff校及びNF-JLEP校1校から返還され、合計9校が基金を返還した。うち、Sylff校2校

及びNF-JLEP1校では新スキームによる奨学金プログラムを開始、当財団から各校のフェローに直

接奨学金が支給された。 

この新スキームのプログラム名称はそれぞれ、「Sylffフェローシップ・プログラム」、「NF-

JLEPフェローシップ・プログラム」とし、従来のSylff事業、NF-JLEP事業の理念を継承し発展さ

せるものと位置付けている。尚、奨学金支給額は一校あたり、それぞれSylffは30,000米ドル、

NF-JLEPは45,000米ドルを上限として支給される。この金額は当財団と大学の包括契約により、5

年間の支給が保証される。大学が、契約期間に奨学生候補者の推薦、毎年の活動報告書の提出な

どの義務を忠実に履行した場合、次の5年間の契約が再締結される仕組みになっている。 

 

３. 事業目標の達成状況 

2015年度までに基金を日本財団へ返還し奨学金プログラムを開始した大学、基金を返還し2016

年度に奨学金プログラムを開始する予定の大学は以下の通り。 

 

（１）2015年度までに基金を日本財団へ返還し奨学金プログラムを開始した大学（3大学、【括

弧】は基金返還年度） 

Sylff校（2校） 

・コインブラ大学（Coimbra University ポルトガル）【2014年度】 

・アテネ大学（National Kapodistrian University of Athens ギリシャ）【2014年度】 

NF-JLEP校（1校） 

・インドネシア教育大学（Indonesia University of Education インドネシア）【2015年
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度】 

（２）2015年度までに基金を日本財団へ返還し2016年度に奨学金プログラムを開始予定（6大学） 

Sylff校（6校） 

・ペドロアルペ社会問題研究所（Institute of Political Education “Pedro Arrupe”イ

タリア）【2014年度】 

・ライプチヒ大学（University of Leipzig ドイツ）【2014年度】 

・デウスト大学 (University of Deusto スペイン）【2015年度】 

・ボッホム大学(Ruhr University Bochum ドイツ)【2015年度】 

・コメニウス大学(Comenius University in Bratislava スロバキア)【2015年度】 

・パリ国立音楽院(Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

フランス)【2015年度】 

 

（４）市区町村職員人材育成プログラム 「東京財団週末学校」 

 

１．事業目的・内容 

（１）目的 

住民を主体とする地方自治の実現と地域の潜在力を活かした多様性あるまちづくりを醸成する

ため、全国の市区町村職員を対象に、講義、演習、国内外での現地調査など全10回のカリキュラ

ムを通じ、参加者が公務員として働く上での基本的な考え方（誰のために、何のために働くのか）

を土台に、自治の本質、地域の力といった物事の「価値」を掘り下げ、自らの考え方を具現化す

る進め方を身につけること目的とした約6カ月間の研修プログラム「東京財団週末学校」を実施

する。 

長期的には、修了生が地方自治への理解を深め、その実現へ向け自ら課題を発見して解決策を

見出し、それぞれの地域において実際に行動を起こすことを目的とする。 

 

２．事業の実施経過 

（１）2015年度プログラム 

・実施期間：2015年5月16日～11月15日 

・参加人数：18名 

・プログラム形態：主に週末を利用した合計10回の人材育成プログラム 

自治体職員に求められるリーダーシップと政策形成能力とをバランスよく強化するべく、「目

の前の仕事」が最終的にどのような社会改革や政策目標につながっているかを意識しながら担当

業務を見直し、そのプロセスを経た課題解決策が最終成果物である「私の政策提言」へと直結・

発展するようなカリキュラムの流れを作った。これにともない指導体制においても「課題発見」

に必要な「論理的思考法」の指導を重視したほか、当財団研究員と修了生がメンターやチュー

ターとなり、指導目標と進捗を随時共有し、担当の参加者グループを交換していく個別型集団指

導方式を導入した。また、参加者同士が対話によって学びを振り返る「ピア・ラーニング」の時
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間を各回の最終日に設定することとした。 

全体スケジュール：「講義タイトル」講師名（所属及び役職） 

第1回 自治の本質（5月16日～17日） 

・講義：「戦後地方政治の変遷」秋山昌廣（東京財団理事長） 

・講義：「自治をつくる」福嶋浩彦（東京財団上席研究員〔当時〕、中央学院大学教授、

元我孫子市長、元消費者庁長官） 

・講義：「住民自治と自治体改革」片山健也（北海道ニセコ町長） 

・講義：「住民・行政・議会、三者の関係から見えてくるもの～全国に広がる地方議会改

革」中尾修（東京財団研究員、元栗山町議会事務局長） 

・講義・演習：「まずは問いより始めよ～課題設定と課題解決～」亀井善太郎（東京財団

研究員兼政策プロデューサー） 

 

第2回 地域の力（6月6日～7日） 

・講義・パネルディスカッション：「市民の公共をつくる」 

福嶋浩彦（東京財団上席研究員〔当時〕、中央学院大学教授、元我孫子市長、元

消費者庁長官）、森口敏也（元我孫子市立緑保育園保護者会 民間対策委員会委員

長）、田中玲子（同委員会委員）、足立千賀子（千葉県助産師会会長） 

・講義・演習：「地元学」吉本哲郎（地元学ネットワーク主宰、鹿児島大学生涯学習教育

研究センターリサーチアドバイザー） 

・講義：「川南町における地元学の活かし方」河野英樹（宮崎県川南町職員） 

・講義：「地に足着ける大台町へ」西出覚（三重県大台町職員） 

・講義：「子どもと共に個性を磨く大紀町」玉木謙治（三重県大紀町職員） 

 

第3回 地元学の実践（国内調査：第2回から第4回の間に各自で実施） 

 

第4回 まちの価値（6月26日～28日） 

・講義・演習：参加者による「地元学」の発表 吉本哲郎（地元学ネットワーク主宰、鹿児

島大学生涯学習教育研究センターリサーチアドバイザー）、横尾ともみ（地元学

ネットワーク） 

・講義・演習：「国外調査の目的・意義」西芝雅美（ポートランド州立大学マーク・ハッ

トフィールド行政大学院准教授） 

・講義：「米国、及びオレゴン州ポートランドの行政制度」（同上） 

・講義：「ポートランドの住民主体のまちづくり」（同上） 

 

第5回 「目の前の仕事を見直す」（7月18日～19日） 

・演習：「目の前の仕事を見直す」OBOGチューター(週末学校修了生6名）、メンター（東

京財団研究員ら3名）、事務局 
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・グループワーク：「私の政策提言」作成① OBOG チューター(週末学校修了生6名）、メン

ター（東京財団研究員等3名）、事務局 

第6回 住民主体のまちづくり（国外調査（団体））（8月8日～16日） 

・調査先： 米国オレゴン州ポートランド市及び周辺の自治体 

 

第7回 「私の政策提言」：課題発見・課題解決（9月4日～6日） 

・演習： 国外調査の振り返り 事務局 

・講義：「鳴子の米の挑戦～地域の自立に向けて～」上野健夫（NPO法人鳴子の米プロジェ

クト理事長）、安部祐輝（宮城県大崎市職員、2012年度週末学校修了生） 

・講義：「地域で支える子育て～平塚市中学校区サポートチームシステム～」小倉俊宏

（元平塚市立富士見小学校教頭）、小倉滋朗（神奈川県警察署少年指導員）、  

早川武志（平塚市富士見地区青少年健全連絡協議会理事、元富士見小学校 PTA会

長） 

・講義・演習：「課題発見・課題解決～『私の政策提言』の作成にあたり～」亀井善太郎

（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 

・演習：「課題発見・課題解決」亀井善太郎（同上） 

・グループワーク：「私の政策提言」作成② OBOG チューター、メンター、事務局 

・グループワーク：「私の政策提言」作成③ OBOG チューター、メンター、事務局 

 

第8回 「ここに生きる希望をつくる」（国内調査（団体））（9月25日～27日） 

・調査先：熊本県水俣市 

・グループワーク：「私の政策提言」作成④ OBOG チューター、メンター、事務局 

 

第9回 「私の政策提言」：検証と全体共有（10月17日～18日） 

・グループワーク：「私の政策提言」作成⑤ OBOG チューター、メンター、事務局 

・全体発表： 「私の政策提言」骨子 

・グループワーク：「私の政策提言」作成⑥ OBOG チューター、メンター、事務局 

・最終講義：福嶋浩彦（東京財団上席研究員〔当時〕、中央学院大学教授、元我孫子市長、

元消費者庁長官） 

 

第10回 集大成、私の政策提言（全体発表、総括）（11月14日～15日） 

・「私の政策提言」全体発表 

・修了式 

 

（２）2016年度のプログラム開発、参加者募集と選考 

住民主体の活性化へ向けて、より具体的で実践的なステップとなるカリキュラムを

目指し、修了生と現役生とが相乗効果を持って学べるようなピア・ラーニングの機会を

積極的に取り入れるため、現役参加者のためのカリキュラムと、OBOGフォローアッププロ



-    - 76 

グラムとを有機的に組み合わせ同時進行で実施した。特徴として、①OBOGが実際に現在活

動している地元事例の報告会を組み込み、OBOGにとっては原点に戻ることを目的に、また

現役参加者にとっては一つのロールモデルとして機能させる、②ポートランド州立大学で

実施する国外調査にOBOGとそのまちづくりパートナーを参加させる、③現場での取り組み

を学ぶ機会として、OBOGとそのパートナーによる実践地を国内調査先に組み込む、などの

改変を行った。 

また、従来、自治体職員として自分なりの課題設定・課題解決能力向上への取り組みを

宣言する最終成果物「私の政策提言」は、「私のまちづくりプラン（仮）」として進化・

深化させる。その作成にあたっては、当財団研究員をはじめとする政策立案の専門家と修

了生らが、メンターやチューターとなってグループ指導を行う。 

こうした方針転換をさらに進化させるため、2016年度から新たに修了生らによるカリ

キュラム検討委員会を設置し、多様な意見を取り入れながら改善を図っていく。 

 

３．事業目標の達成状況 

（１）2015年度プログラム 

全国19自治体から19名の参加者を迎え5月16日に開校したが、1名途中辞退により修了者は18名

となった。研修生自身の日々の業務を自らの言葉で説明する「目の前の仕事を見直す」カリキュ

ラムから開始し、一人ひとりの仕事に臨む姿勢について徹底した相互対話によって掘り下げた。

「私の政策提言」の完成まで、「自治体職員として働く上での基本的な考え方」についての本質

的な問いを繰り返し提供することができた。 

世界に類例のない公害によって分断されたまち熊本県水俣市を、環境先進都市として再起させ

ていく過程を調査（参加者自身が数々の住民主導の取り組みを見聞）することで、まちづくりが

住民一人ひとりの想いからはじまり、そこに市の職員がどのように関わったか、市民を二分する

ような複雑な難題において行政が果たす役割について考える機会を持つことができた。 

この他、自治体職員に求められる政策立案能力の向上を目指し、本プログラムの集大成として、

参加者が自らの地域にある課題を明らかにし、自分なりの解決策と行動計画を宣言する「私の政

策提言」を作成した。地域を変えたいというリーダーシップには熱意のみならず、課題を正しく

設定し、その真因を分析した上で、実行可能な解決策を提示するための論理的思考力が求められ

るため、「目の前の仕事」から「私の政策提言」へと考えを発展させるような流れを重視した。 

さらに、当財団研究員等がメンターとして参加し、約3カ月に亘ってグループ及び個別指導を

行ったほか、参加者と当財団のメンターの橋渡し役として、修了生6名がOBOGチューターとして

指導にあたることで、チューター自身の経験をもとに、現役生一人ひとりの学びや悩みを共有し

ながら、現場の視点に立ったアドバイスを行う機会ともなり、「私の政策提言」に現場感が加わ

り、とるべき具体策もより明確になった。チューター役を担った修了生たちにとっても、本プロ

グラムを修了した後、数年間地元で実践してきたことを振り返ることができたほか、全国各地の

様々な課題について共に考えることができた。修了生の積極的な関与は、現役生への刺激のみな

らず、住民自治という原点への立ち返りの機会としても有益であり、プログラム全体の質の向上

に大きく寄与している。このため、2016年度プログラム開発においては、さらなる両者の連携を
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組み込むことになった。 

 

（２）修了後の活動支援 

本プログラム終了後、参加者は地元での報告会の実施、近隣自治体との広域ネットワークを活

用した勉強会の開催など、プログラムの成果を他の職員や地域の仲間と共有しつつ、自らの地域

をよくしていこうとする取り組みを自主的に始めている。人員や時間的制約がある中でできうる

限りフォローアップに取り組んだ。 

○まちづくりのための地元学での講師（稲垣亜希子人材育成プログラム・オフィサー） 

・福岡県久山町 西村勝氏（2012年度修了生）による勉強会 

・三重県津市 北川圭太郎氏（同上）による勉強会 

・北海道白老町 貮
ふた

又
また

聖規氏（2014年度修了生）による町役場職員・住民対象勉強会 

 

○修了生への講師依頼 

・宮城県大崎市職員の安部祐輝氏（2012年度週末学校修了生）に「鳴子の米の挑戦～地

域の自立に向けて～」（2014年度、2015年度） 

 

○SNSを活用した修了生による問題共有ネットワークの醸成 

・業務上の悩み相談や先進事例紹介の投稿 

・当財団からの適時・適切な助言と共有、伝達 

 

また本年度は、過去の修了生が「私の政策提言」において宣言した、自身が生涯取り組むべき

課題に対する具体的な動きも見られた。「多文化共生の象徴となる社会の創造を目指して」と題

する「私の政策提言」を作成した貮
ふた

又
また

聖規氏は、「多文化共生」の概念を、実際に白老町のまち

づくりの軸となる概念とすることに尽力し、これを広く町民と共有するべく奮闘している。その

足掛かりとして町民向け勉強会（2015年11月）、熊本県水俣市での役場職員研修（2015年12月）、

民官双方のキーパーソンによる米国オレゴン州ポートランド市への視察（2016年2月）、並びに

「多文化共生社会シンポジウム」（2016年3月）を実施し「私の政策提言」の実現に取り組んで

いる。 

2004年から実施している本プログラムの修了生は12期238名となり、そのネットワークは地域

性、専門性ともに厚みを増してきている。ここに蓄積されている現場ならではの知見と経験を、

当財団の研究活動に活かしていきたい。 

 

４. 事業成果物 

・参加者18名による「私の政策提言」及び講義レポート78本（ウェブサイト掲載予定） 

・「米国ポートランド視察レポート 住民自治のまちづくりを考える―日本のヒントを探る」

（『地方行政』2015年10月8日号、三原岳東京財団研究員兼政策プロデューサー著） 
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（５）人材育成事業の理念の普及 

１．事業目的・内容 

東京財団の人材育成事業の理念及びプログラムについて、ウェブサイトなどを通じて国内外に

広報活動を行い、認知向上と理解促進を図る。Sylffについては、基金設置大学の運営委員や

フェローを対象に情報発信し、プログラムの効率的運営に資する。週末学校については、一般へ

の周知広報により、理解促進と有為な人材の応募につなげる。 

 

２．事業の実施経過 

Sylff 公式ウェブサイトは、各種プログラムの最新情報、Sylffフェローの活躍や来訪などの

ニュース記事、及びSylffフェローによる研究成果や活動を報告する“Voices from the Sylff 

Community”の記事を掲載した。 

ウェブサイト内のサポートプログラム（SRA、SLI）に関しては、概要・募集要項・過去の合格

者情報のページを整理し、よりわかりやすいページ構造に改修を行った。 

フェロー執筆によるVoices記事については、一定の質とスタイルを保ち、自主的な投稿を促す

ための執筆ガイドラインを作成し、ウェブサイトに掲載した。 

また、Sylffの正式名称である“The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund”が

より正確に認知されるよう、ロゴの微調整を行った。 

週末学校ウェブサイトでは、週末学校の理念や意義をより広く周知するべく、講師の承諾が得

られたすべての動画を公開し、講義のレポートも順次掲載する。 

 

３．事業目標の達成状況 

Sylff 公式ウェブサイトはページ改修により、サポートプログラム情報へのアクセス状況の改

善を大幅に図ることができた。 

Voices記事については、執筆ガイドライン掲載以降、フェローによる自主投稿数が年に数本で

あったのが月に1本程度のペースになり、確実に効果が表れ始めたと言える。Facebookを活用し

たSylffのネットワーキングサービスは、フェローの登録者が約840名(前年度末約750名)となっ

た。フェローが関わる国際的な研究会議の告知、活動紹介、情報交換をフェローが自発的に行う

インタラクティブなコミュニケーションツールとして定着している。また、Sylffウェブサイト

のニュースやVoices記事掲載情報もFacebookに連動させ、Facebookからプログラムについての問

い合わせが届くなど、Sylff情報の発信ツールとしても効果を上げている。 

Sylffロゴの微調整により、正式名称のスペルアウトを加えたロゴの汎用性が向上した。ホー

ムページ、印刷物などで展開を開始している。 

週末学校ウェブサイトは、講義や演習の内容、国内及び国外調査の報告等のレポート78本を順

次掲載する。掲載記事を通して多くの申請者が週末学校の理念やカリキュラム内容を正確に捉え

ており、プログラム内容を詳細に発信してきた成果が一定程度上がっていると考えられる。 

 

４. 事業成果物 

・Sylffウェブサイト：ニュース記事19本、Voices記事19本、サポートプログラム合格者情

報（SRA:24名、SLI:4組5名）、Voices記事投稿のための執筆ガイドライン 
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・冊子Voices（記事17本収録） 

・東京財団週末学校ウェブサイト 講義･演習レポートや国外調査報告など合計78本 

 

（６）事業開発費 

１．事業目的 

人材育成事業を効果的に展開するため、事業の発展段階に合わせて既存のプログラムを見直し、

時代の変化に合わせて、新規プログラムを立ち上げる。 

 

２． 事業の成果 

・リーダーシップ・ワークショップ 

Sylff事業においては、国やコミュニティの求める「リーダー」について、大学との議論を

深め、Sylffの理念に相応しい奨学金プログラム・サポートプログラムの実現を目指している。

また、週末学校事業においても、どのような「リーダー」を育成するかについて踏み込んだ議

論が求められている。 

2016年1月から、内部でワークショップを複数回開催し、東京財団人材育成事業の求める

リーダーシップの本質を議論した。この議論を踏まえ、まずSylff事業におけるリーダーシッ

プの理念をより確固たるものとし、その理念の実現のためどのようなアプローチが必要かを検

討していく予定である。 

上記のワークショップ準備のため、また、変化著しい現代社会でグローバル・ローカルにど

のようなリーダーシップが求められているかの情報収集のために、スタッフが、ハーバード大

学ケネディスクールのリーダーシップ開発のワークショップ（開催場所：米国 ボストン、

2015年5月17日～22日）や、国際リーダーシップ協会年次総会（開催場所：スペイン バルセロ

ナ、2015年10月15日～17日）に参加した。 

 

・グローバル・ガバナンス・フューチャーズ（GGF）プログラム 

現代の諸問題の解決に国境を越えて取り組むことのできる日本人リーダーを輩出するととも

に、国際社会における日本のプレゼンス、及び政策的リーダーシップの向上を図ることを目指

して、ドイツのボッシュ財団の支援により、国際公共政策研究所（Global Public Policy 

Institute: 以下GPPi）が実施している若手政策人材の育成事業「グローバル・ガバナンス・

フューチャーズ（Global Governance Futures：以下GGF）2027」への協力を、2014年度に引き

続き継続することを決定した。2016年5月から1年間にわたって実施される本プログラムでは、

2027年時点で国際社会が直面する可能性が高い政策課題から「データ・ガバナンス」「グロー

バル・ヘルスとパンデミック（世界的な感染病） 」「国境を超えるテロリズム」の3つを取り

上げる。 

2015年9月にGPPiと合意書を締結し、本プログラムの日本での告知に協力するとともに、

日・独・米・印・中の各国から参加する産官学を代表する総勢25名の専門家を選ぶにあたり、

日本からの5名を選抜する協力を行った。 

初回のGGFフェローによる報告会の実施、財団内外のネットワークへの働きかけ、財団ウェ
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ブサイトでの発信などをへて、2013年度の応募数の3倍となる日本人27名の応募を獲得し、5名

を選抜した。日本の労働環境の特質上、1週間の海外研修に年間4回参加できる人材は大変少な

いにもかかわらず、応募者が急増した背景には、それぞれに高い発信力を持つ初回の日本人

フェローたち5人が、それぞれに国内外で本プログラムの意義について論じてきたことがある。

主催団体であるGPPiは、日本の若きリーダーの取り組みを「他国パートナーも見習うべき共有

活動」と高く評価している。このようなロールモデルを得て、2回目の日本人フェローとして、

国連、大学院(国際法)、コンサルティング会社、シンクタンクに所属する多様な人材を見出す

ことができた。 

GGF2027は、2016年度の人材育成事業として実施する。  
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３．社会変革推進活動  

 

総括 

 社会変革推進活動の趣旨は、政策提言や研究成果等の実現に向けた各種キャンペーンを展開し、

また国内外の様々な組織との関係構築を図ることで政策研究や人材育成の理念、目的に沿った活

動を興し、その活動に伴う適時的確な情報収集と発信によって、日本の社会がよりよく変わる動

きを推進することにある。 

 本年度は、前年度に引き続き、これまでの活動で得たネットワークを有機的、横断的に活用し、

実際の現場、地域に出向いて政策提言及び研究成果の普及を促進するための活動や、当財団ある

いは研究員の研究活動を広く周知・広報するためのメディアリレーションを展開した。また、政

策研究プロジェクトが掲げる様々なテーマや人材育成事業のプログラムの成果等を取り上げ、公

の議論の場として「東京財団フォーラム」を適宜開催したほか、研究者・学者、専門家、政策実

務家が定期的に集い、政治外交史、日本政治史等を通して今日的な課題を問う「政治外交検証研

究会」や「昭和史研究会」、さらには先端医療が社会にもたらす問題を専門家、非専門家を問わ

ず語り合う「生命倫理サロン」を開催した。 

 国内外機関との協働活動として、米シンクタンク「ジャーマン・マーシャル・ファンド」とと

もに「第4回日米欧 東京フォーラム」、インドのヴィヴェーカナンダ国際財団、日本経済新聞社、

国際交流基金との共催による国際シンポジウム「アジアの価値観と民主主義」、台湾遠景基金会

との「ROC-Japan Relations in Face of Regional Uncertainties」をテーマにした政策対話を

実施した。このほか、「日米の外交政策」や「日米同盟」といったテーマの下、カーネギー国際

平和財団のフェローや米国のシンクタンカーと当財団研究員との対話をはじめ、在日米国大使館

と連携して「日米安全保障対話」を開催した。 

 2013年度から本格稼働したCSR研究では、当財団のシンクタンク機能を十分に活用して企業調

査やインタビュー、海外動向の実地調査等を継続し、「CSR白書2015」を刊行。ウェブサイト及

び東京財団フォーラムを通して発信した。また、国連SDGs（Sustainable Development Goals：

持続可能な開発目標）を取り上げ、CSR先進企業を対象にした非公開研究会を実施した。 

 対外情報発信においては、和英のウェブサイトやメールマガジン、FacebookやTwitter等の

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）といったITツールを駆使して政策提言書や報

告書等の普及を行い、さらに公開フォーラムや記者懇談会、サロン等のイベント案内、報告を通

して、当財団の知見や活動の内容が全体かつ統合的に発出されるように努めた。 

 こうした広報ツールを有機的・複合的に活用し、その反響をモニタリング・分析して各種メ

ディアとの連携へと発展させる好循環を維持すべく、2016年度も引き続き情報発信の拡充と体制

のさらなる強化を予定している。 

 

（１）キャンペーン活動 

 

 政策シンクタンクとして、日々の調査研究から導き出した政策提言の普及または個別具体的な

政策課題への議論の喚起とその解決を図るため、実務家や立法府、行政府等へのガバメント・リ
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レーションや一般社会への啓発を行う。また、メディアリレーションによって研究員の政策研究

や政策提言を広く一般に周知するなどして、当財団の活動をより幅広に社会に浸透させる取り組

みとネットワークづくりの強化を図る。 

 

（１）－１．政策研究プロジェクト・キャンペーン 

 

１．事業目的・内容 

当財団がこれまで培ってきたネットワークを活用して、政策提言や研究成果の普及とその実

現を図るべく、現場に赴いて研修等を地域社会との協働によって実施する。 

 

２．事業の実施経過 

本年度は、政策提言「地方議会改革のための議会基本条例『東京財団モデル』」の普及と改

革に取り組む意志のある地方議会のニーズに応えるべく、地方議員向けの研修を開催した。ま

た、政策提言「国土の不明化・死蔵化の危機～失われる国土 Ⅲ」のキャンペーンとして、行

政職員、地方議員を対象とする研修を実施した。実績は以下のとおり。 

 

・北海道北竜町職員研修及び町議会議員研修 

【開催日】2015年6月4日 

 

・東京都府中市議会議員研修 

【開催日】7月24日 

 

・福島県会津美里町職員研修及び町議会議員研修 

【開催日】8月20日 

 

・北海道芽室町議会議員研修 

【開催日】9月29日 

 

・三重県鳥羽市議会、兵庫県三田市議会議員合同研修 

【開催日】10月14日 

 

・熊本県町村議長会研修 

【開催日】10月22日 

 

・宮崎県川南町議会議員研修 

【開催日】11月4日 
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・香川県三豊市議会議員研修 

【開催日】11月20日 

 

・北海道夕張市議会議員研修 

【開催日】11月24日 

 

・宮城県蔵王町議会議員研修 

【開催日】12月1日 

 

・東京都武蔵野市議会議員研修 

【開催日】2016年1月22日 

 

・宮城県白石市議会議員研修 

【開催日】1月28日 

 

・宮崎県川南町職員研修及び町議会議員研修 

【開催日】2月9日 

 

・福島県二本松市議会議員研修 

【開催日】2月17日 

 

３．事業目標の達成状況 

本年度は20自治体以上の議会から研修を求める打診があり、当財団がアドバイザーとして議

会基本条例の策定に携わってきた議会や新たに条例の制定を検討する議会、あるいは真摯に改

革に取り組む意欲のある議会にて、中尾修研究員の講義を中心とする研修を実施し、条例の必

須要件を定めた政策提言「地方議会改革のための議会基本条例『東京財団モデル』」の普及に

努めた。また、上記実績のうち、北海道北竜町、福島県会津美里町及び宮崎県川南町では、行

政職員を対象とする研修を各自治体と共同で開催した。政策提言「国土の不明化・死蔵化の危

機～失われる国土 Ⅲ」の内容をもとに吉原祥子研究員が報告を行うことで、政策提言の普及

と当財団の活動を地域に浸透させ、さらにはネットワークの構築・維持という目標を達成する

ことができた。 

 

（１）－２．東京財団フォーラム 

１．事業の目的・内容 

政策研究プロジェクトが扱うテーマの下、当財団研究員を中心にプロジェクトのメンバーや

世の中を動かすことの最前線に携わっている人材をスピーカーに迎え、公開フォーラムを開催

する。研究者や専門家のみならず企業・団体に所属する参加者を含む多様な人々が集うことで、

多角的な視点からの政策議論が期待される対話の場を設ける。また、事後に録画やレポートを
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ウェブサイトで公開し、より広く一般への周知を徹底することで、当財団の認知度のさらなる

向上を図る。 

 

２．事業の実施経過（＊印の回は後日録画を公開、◎印の回は後日レポートを公開した） 

開催日 回数 テーマ 登壇者等（肩書きは当時） 

2015年 

5月8日 

第92回 

 ＊ 

ユーラシア地政学から見た

イラン核問題―歴史的「枠

組み」合意の意義を探る― 

【登壇者】田中浩一郎（日本エネルギー

経済研究所中東研究センター長）、畔蒜

泰助（東京財団研究員兼政策プロデュー

サー）、渡部恒雄（東京財団上席研究員

兼政策研究ディレクター） 

5月26日 

 

第93回 

 ＊ 

前米大統領補佐官が語るウ

クライナ危機と日米露関係 

【登壇者】カレン ・ ドンフリード

（German Marshall Fund, USA 会長）、

ダ ニ エ ル ・ ト ワ イ ニ ン グ （ German 

Marshall Fund, USA アジア担当上級フェ

ロー）、鶴岡路人（東京財団研究員、防

衛研究所主任研究官）、畔蒜泰助（東京

財団研究員兼政策プロデューサー）、渡

部恒雄（東京財団上席研究員兼政策研究

ディレクター） 

6月29日 第94回 

 ＊ 

高齢化時代の医療政策を考

える～制度の地域一元化と

住民自治の強化に向けて～ 

【登壇者】加藤久和（明治大学政治経済

学部教授、財務総合政策研究所「持続可

能な介護に関する研究会」座長）、渋谷

健司（東京大学大学院医学系研究科国際

保健政策学教室教授〔厚生労働省「保健

医療2035」策定懇談会座長〕）、亀井善

太郎（東京財団研究員兼政策研究ディレ

クター）、三原岳（東京財団研究員兼政

策プロデューサー） 

7月6日 第95回 

 ◎ 

戦後70年を考える：歴史和

解は可能か―日中・日韓・

日米の視座から 

【登壇者】川島真（東京財団政治外交検

証研究会メンバー、東京大学大学院総合

文化研究科教授）、西野純也（東京財団

政治外交検証研究会メンバー、慶應義塾

大学法学部准教授）、細谷雄一（東京財

団上席研究員、政治外交検証研究会サブ

リーダー、慶應義塾大学法学部教授）、

渡部恒雄（東京財団上席研究員兼政策研

究ディレクター） 

7月30日 

 

 

第96回 

 ＊ 

『東京財団CSR白書2015』出

版記念―ジェフリー・サッ

クス氏と考える持続可能な

開発と企業の社会的責任 

■第1部【登壇者】有馬利男（東京財団

CSR委員会委員、国連Global Compactボー

ドメンバー）、梅津光弘（慶應義塾大学

商学部准教授）、ジェフリー・サックス

（コロンビア大学地球研究所長、米

Millennium Promise共同創設者）、高巖

（東京財団CSR委員会委員、麗澤大学大学

院経済研究科教授）、今井章子（東京財

団常務理事） 

■第2部【事例報告】富士ゼロックス株式

会社、株式会社ファンケル、株式会社資

生堂、株式会社デンソー 
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【モデレーター】亀井善太郎（東京財団

研究員兼政策プロデューサー） 

2016年 

1月22日 

 

第97回 

 ＊ 

2016年の内外情勢を展望す

る～東京財団研究員討論会 

【登壇者】田中浩一郎（日本エネルギー

経済研究所中東研究センター長）、小黒

一正（法政大学経済学部教授）長尾賢

（東京財団研究員）、今井章子（東京財

団常務理事）、加藤創太、渡部恒雄（以

上、東京財団上席研究員兼政策研究ディ

レクター）、浅野貴昭、畔蒜泰助、小原

凡司、亀井善太郎、冨田清行、西田一平

太、平沼光、三原岳、吉原祥子（以上、

東京財団研究員兼政策プロデューサー） 

2月1日 

 

第98回 

 ＊ 

トランプは生き残るのか？ 

米大統領予備選の行方 

【登壇者】久保文明（東京財団上席研究

員、アメリカ大統領選挙分析プロジェク

ト・リーダー、東京大学法学部教授）、

飯塚恵子（読売新聞編集局国際部長）、

西川賢（津田塾大学学芸学部准教授）、

前嶋和弘(上智大学総合グローバル学部教

授）、安井明彦(みずほ総合研究所欧米調

査部長）、渡部恒雄（東京財団上席研究

員兼政策研究ディレクター） 

3月24日 

 

第99回 

 ＊ 

Views on China―専門家が

語る中国の今 

【登壇者】高原明生（東京財団上席研究

員、東京大学大学院法学政治学研究科教

授）、小原凡司（東京財団研究員兼政策

プロデューサー） 

 

３．事業目標の達成状況 

本年度は、「イランの核問題」や「ウクライナ危機と日米露関係」「米大統領予備選の行方」

「中国の今」といった時宜を得た外交テーマや、「高齢化時代の医療政策」などの国内課題に

焦点を当てたテーマを設定し、計8回の東京財団フォーラムを開催した。学者、国会議員、地

方議員、各種団体・会社役職員及び経営者、NGOスタッフなど、政策議論を行う対話の場とし

て毎回100名を超える参加者が集い、その後に録画やレポートをウェブサイトに掲載してメル

マガで広く周知することで、当財団の認知度の向上へとつなげた。 

 

（１）－３．記者懇談会 

 

１．事業目的・内容 

研究員の研究活動や政策提言を広く一般に周知するため、メディアへの情報提供、売り込み

の場として記者懇談会を開催する。 

２．事業の実施経過 

本年度は、報告書「生命倫理を公共政策に～サロン4年間の成果と課題～」、政策提言「医

療・介護保険の制度改革に向けて～地域一元化と住民自治の充実を～」及び「土地の『所有者

不明化』～自治体アンケートが示す問題の実態～」の発表に合わせ、以下のとおり記者懇談会

を実施した。 
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開催日 内容 報告者（肩書きは当時） 

2015年 

5月20日 

報告書「生命理理を公共政策に～

サロン4年間の成果と課題～」の

発表と説明及び記者との意見交換 

橳島次郎（東京財団研究員） 

6月16日 

 

政策提言「医療・介護保険の制度

改革に向けて～地域一元化と住民

自治の充実を～」の発表と説明及

び記者との意見交換 

三原岳（東京財団研究員兼政策プロデュー

サー）、亀井善太郎（東京財団研究員兼政策

研究ディレクター） 

2016年 

3月 8日 

研究報告書「土地の「所有者不明

化」～自治体アンケートが示す問

題の実態～」の発表と説明及び記

者との意見交換 

吉原祥子（東京財団研究員兼政策プロデュー

サー） 

 

３．事業目標の達成状況 

本年度は、3回の記者懇談会の開催により、新聞、雑誌、テレビなどのマスメディアを通じ

て、広く当財団の政策提言または研究成果の普及・拡大を図るとともに、研究員及び社会変革

推進活動部門のスタッフと記者との関係構築を深めることができた。特に、2016年3月8日の記

者懇談会の実施後は、研究報告書「土地の『所有者不明化』～自治体アンケートが示す問題の

実態～」が全国紙をはじめ多くの新聞、雑誌の記事やウェブニュース等で取り上げられ、筆者

の吉原研究員に対するインタビュー取材、寄稿依頼へとつながった。 

 

（２）ソーシャル・イノベーション 

 

現代社会が抱える様々な課題を解決するため、具体的な解決策を見出し、その成果の実現を働

きかけることにより、社会を変革する牽引力となる取り組みを推進することを目的としている。

また、社会課題解決の担い手を多様化させることを目指している。 

 

（２）－１．ＣＳＲ研究 

 

１．研究の目的 

従来、貧困や環境、教育等の社会課題は、主として政府部門が担うものとされてきたが、

ひっ迫する国家財政からの制約や社会課題の多様化・複雑化などにより、今では企業や市民も

主体的にその解決へ向けて役割と責任を担うべきといわれている。にも関わらず、多くの日本

企業では、社会課題解決を自ら担う意識が希薄で、当事者意識を持って社会との関係性を認識

し行動する、CSR（Corporate Social Responsibility）活動は十分には行われていない。日本

において、民間部門がより主体的に社会問題に乗り出す積極的CSRを広め、社会課題の担い手

を多様化させることが研究の最終的な目標である。 

プロジェクト開始時（2013年度）より、日本のCSRの定点観測として実施している大規模企

業調査は、3年目の2015年度は特に「企業が社会課題をどう認識しているのか」を重点的に尋

ねた。 

また、2015年度は企業のCSR立案において有効な論理的支柱になりうるものとして期待が寄
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せられている国連のSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）を取り上

げ、世界の企業コミュニティがこれをどのように活用し自社のビジネスと統合しているのか、

特にアジアにおいてすでに成果が出始めているCSR取り組みなどを調査した。 

さらに日本の先進企業を対象に、自社のSDGsの活用や取り組み状況を共有するための非公開

研究会を12月に立ち上げた。これらの調査・検証結果をまとめ、さらに専門家による論考を加

え、『CSR白書2016』として刊行予定である。 

 

２．研究の体制 

2013年、2014年度に引き続き、社会変革推進を目的として、経済界や企業に対し本格的な働

きかけを継続するため、本研究に関する①活動の方向性へのアドバイス、②対外的な発信への

協力等を担うCSR委員会（小宮山宏座長、岩井克人座長代理）を設置、その下に、実際に調査

研究に従事するプロジェクトチームを構成する体制を継続した。 

 

・委員会（50音順） 

  有馬利男（国連グローバル・コンパクトボードメンバー） 

  岩井克人（東京大学名誉教授、東京財団名誉研究員、CSR委員会座長代理） 

  川口順子（東京財団名誉研究員、明治大学国際総合研究所特任教授、元外務大臣） 

  小宮山宏（株式会社三菱総合研究所理事長、前東京大学総長、CSR委員会座長） 

  笹川陽平（日本財団会長） 

  高  巖（麗澤大学大学院経済研究科教授） 

  秋山昌廣（東京財団理事長） 

 

・プロジェクトチーム（50音順） 

  今井章子（東京財団常務理事兼ディレクター＜社会変革・広報渉外担当＞、研究員） 

  亀井善太郎（東京財団研究員兼政策プロデューサー、CSR研究プロジェクト・リーダー） 

  倉持 一（東京財団リサーチ・アシスタント） 

  庄司貴由（東京財団リサーチ・アシスタント） 

  寺﨑直通（CSR研究プロジェクト・アドバイザー） 

  藤原未来子（東京財団社会変革・広報渉外担当オフィサー） 

  前川順子（事務局） 

 

３．研究の実施経過 

○ CSR委員会の開催 

  第1回CSR委員会（2015年4月16日） 

   1.『CSR白書2015』について 

   2. 海外動向調査について 

   3. 2015年度CSR企業調査の骨格について 

   4. その他 
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  第2回CSR委員会（7月8日） 

   1.『CSR白書2015』の刊行について 

   2. 東京財団フォーラムの開催について 

   3. 2015年度CSR企業調査（アンケート）について 

   4. その他 

 

  第3回CSR委員会（2016年2月24日） 

   1. 2015年度CSR企業調査アンケート分析結果について 

   2. CSR白書2016の構成について 

   3. 次期CSR企業調査アンケートの概要について 

   4. その他 

 

○ 2014年度の研究活動をまとめた『CSR白書2015』の刊行 

前年度に引き続き、2014年度の研究活動の成果として『CSR白書2015』（東京財団発行、

定価2,700円）を2015年7月に刊行した。『CSR白書2014』で主張した自社事業とCSR活動の

「統合」について、2015年版では多様なステークホルダーとの「対話」と、経営戦略への

「内包化」の必要性を強く訴えた。 

  内容は、定点観測である企業調査の分析結果に加え、内外の先進企業が社会課題のどの部

分に着目し、それをどのように事業に取り込んでいるのかのレポート、専門家が描き出すCSR

の最前線など、企業担当者やCSRに関心を持つ人々が、CSRについてより実践的に社会的責任

を推進するための戦略を紹介するものとした。 

 

○ 東京財団フォーラムの開催 

  2014年度に引き続き、2015年版白書の刊行を機に、企業にCSRへの関心をさらに高めてもら

うことを目的として、講師にジェフリー・サックス氏（コロンビア大学地球研究所長、米

Millennium Promise共同創設者）を迎え、第96回東京財団フォーラム「『CSR白書2015』出版

記念：ジェフリー・サックス氏と考える持続可能な開発都企業の社会的責任」を開催した。 

 

  「ジェフリー・サックス氏と考える持続可能な開発都企業の社会的責任」 

   開催日：2015年7月30日 

   開催場所：日本財団ビル2階大会議室 

   プログラム： 

    第1部 「持続可能な開発と企業社会の可能性」 

◎基調講演 

     ジェフリー・サックス 

（コロンビア大学地球研究所長、米Millennium Promise共同創設者） 
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◎パネルディスカッション 

     パネリスト： 

      ジェフリー・サックス 

      有馬利男（東京財団CSR委員会委員、国連グローバル・コンパクトボードメン

バー） 

      高巖（東京財団CSR委員会委員、麗澤大学大学院経済研究科教授） 

      梅津光弘（慶應義塾大学商学部准教授） 

     モデレーター： 

      今井章子（東京財団常務理事） 

 

    第2部 「社会に応える『しなやかな』会社のかたち」 

    ◎事例報告 

      富士ゼロックス株式会社 

      株式会社ファンケル 

      株式会社資生堂 

      株式会社デンソー 

     モデレーター： 

      亀井善太郎（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 

 

 本フォーラムにはCSR担当者を中心とした企業関係者、また研究者やNGO／NPO団体関係者、

学生等も含め、200名近い参加を得、関心の高さを示した。 

 

○ 企業を対象としたアンケート調査の継続実施 

2013年、2014年度に引き続き、企業がどのような社会課題を解決しようとしているのか、

企業のCSR活動の社会的目的を問う大規模調査を実施した。一部上場企業及び有力未上場企業

等、約2,000社を対象に調査用紙を7月に郵送し、本年度についても、前年度とほぼ同数の205

社から回答を得ることができた。 

2015年度は、これまでの調査の結果を踏まえ、日本のCSRの現状に関する基礎インフラの

構築に資する定点観測的な調査項目について、個々の状況をより詳細に聞くことに加え、

「統合」を実現するために必要な打ち手について聞いた。 

 

○ 企業及び有識者との意見交換 

アンケート調査と並行して、優れた活動を行う企業やCSRに関する有識者へのインタ

ビューも継続して行った。特に、これまでの対象の中核であった大企業のみならず、中小企

業におけるCSRを推進するためにも、『CSR白書2016』での掲載を念頭に、中小企業の事例研

究インタビューも行った。 
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○ SDGsに関する東京財団研究会 

2015年9月に国連が発表したSustainable Development Goals（SDGs 持続可能な開発目標）

とは、先進国も途上国も、また、政府部門のみならず、市民や企業などの民間部門をも射程

とする、包摂性のある成長のための目標であり、企業CSRにおける戦略的な支柱となることが

期待されている。 

ところが、本プロジェクトに参画した複数の企業から、SDGsについて情報交換する機会が

ないとの相談が個々に寄せられるようになった。そこで、企業調査を通じて抽出されたCSRの

トップ・ティア企業を対象とし、日本企業におけるSDGsへの対応方針や取組みを共有し、と

もに研究する非公開の場として12月に研究会を立ち上げた。SDGsに関するこの種の企業研究

会は他に例がない。 

 

  第1回研究会（2015年12月15日） 

   1. CSRとSDGs 

    報告者：有馬利男（東京財団CSR委員会委員、国連グローバル・コンパクトボードメ

ンバー） 

   2. 本研究会の目的と今後の進め方 

 

  第2回研究会：企業による発表とディスカッション（2016年1月28日） 

   1. 株式会社電通 

   2. キリン株式会社 

   3. 住友商事株式会社 

   4. 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 

 

  第3回研究会：企業による発表とディスカッション（3月2日） 

   1. 株式会社デンソー 

   2. 伊藤忠商事株式会社 

   3. 曙ブレーキ工業株式会社 

   4. 富士ゼロックス株式会社 

 

  第4回研究会：企業による発表とディスカッション（4月6日予定） 

   1. キッコーマン株式会社 

   2. 株式会社資生堂 

   3. 株式会社ファンケル 

   4. 味の素株式会社 

   5. 武田薬品工業株式会社 

 

  第5回研究会（最終回、4月15日予定） 

   東京財団CSR企業調査概要報告とこれに関するディスカッション 
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○ 財団ウェブサイトへの論文等の掲載 

［和文サイト］ 

・日米のマルチ・セクター協力による社会課題の解決をめざして─アジア地域での可能性 

（2015年10月掲載） 

・CSR企業調査から見えてきた 持続可能な社会をつくる企業のすがた（2015年10月掲載） 

・動画：第96回東京財団フォーラムレポート(2015年7月掲載) 

 

［英文ウェブサイト］（2015年4月～2016年3月まで順次掲載） 

・Akiko Imai, Development Assistance for Inclusive Growth: A Field for Japan-U.S. 

Cooperation? 

・ Zentaro Kamei, Identifying Materiality through Stakeholder Engagement: Sompo 

Japan Nipponkoa 

・Hideo Kawakita, The Evolution of CSR Communication in Japan: From Reporting to 

Dialogue and Engagement 

・Zentaro Kamei, A Bottom-Up Approach to CSR: Itochu Corporation  

・Zentaro Kamei, Creating and Sustaining Corporate Value through Global Dialogue: 

Takeda Pharmaceutical 

・Mariko Kawaguchi, ESG Investing as an Antidote to Myopic Management 

・Zentaro Kamei, Incorporating Diversity as a Core Business Value: Dentsu Inc. 

・Zentaro Kamei, A Branding Strategy for Creating Shared Value: Kirin Group 

・Hiroshi Komori, Japanese CSR in the Age of Responsible Global Investing 

・Keiichi Ushijima, Japanese Corporate Management and CSR 

・Naomichi Terasaki, Sustainability Reporting: Challenges for Japan 

・Yoshihiko Takubo, Putting CSR at the Center of Corporate Operations 

・Takayuki Shoji, CSR: The Evolution of a Business Tool to Address Social Issues  

 

○ 外部団体主催のシンポジウム等への登壇・講演等 

・全日本印刷工業組合連合会（2015年9月28日、亀井研究員） 

・Inclusive Growth に関する国際会議（アジア開発銀行主催、於モンゴル、10月7日、亀

井研究員） 

・ろうきん連合会役職員向けCSR講演会（2016年3月14日、今井常務理事） 

４．研究目的の達成状況 

CSR調査そのものは数多く存在するが、「社会課題の解決促進」「担い手としての企業への

期待」という視座からのアプローチのものはほとんどなく、本プロジェクトの立ち上げから3

年にわたる継続的な研究成果の普及活動により、「CSRといえば東京財団」との認識が国内外

の関係者の間で確実に広まっている手ごたえを感じている。 

その意味で、本プロジェクトが主張する内容によって、日本のCSRコミュニティを牽引する

立場になりつつあることを自負している。 

http://www.tkfd.or.jp/research/csr/a00603
http://www.tkfd.or.jp/research/csr/a00604
http://www.tkfd.or.jp/research/csr/a00604
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/csr-somp-japan
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/csr-somp-japan
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/evolution-of-csr-communication
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/evolution-of-csr-communication
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/bottom-up-approach-to-csr
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/creating-and-sustaining-corporate-value
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/creating-and-sustaining-corporate-value
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/esg-Investing-as-antidote
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/csr-dentsu
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/a-branding-strategy-for-creating-shared-value-kirin-group
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/japanese-csr-responsible-investing
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2016/corporate-management-and-csr
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2016/sustainability-reporting
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2016/csr-at-center-of-operations
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2016/evolution-of-business-tool
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「白書」は特に、企業ガバナンスではなく、社会課題と企業との関係性に焦点をあてている

ため、企業関係者のみならず、社会起業家など市民セクターや、自治体など公的セクターの

人々にも購読されている。 

中でも、企業調査の分析は、民間企業にとって最大の関心事たる「他社の動向や方針」との

比較によって、自社の活動を自己診断と今後への示唆が得られるとして、企業関係者から高い

評価を得ている。また先進的な活動を実施している内外の企業のベストプラクティスを取り上

げたこと、2014年版に引き続き第一線の研究者の論考を多数掲載したことにより、CSR研究者

にも最新のリソースとして活用されるようになった。 

また本年度のフォーラムは、SDGs策定の立役者であるジェフリー・サックス氏を基調講演者

に迎えたことで、聴衆はCSR関係者だけでなく、一般市民も含めた幅広い顔ぶれとなり、より

広く社会に訴求することが可能になった。インパクトのある人物への関心から出発してCSRへ

の関心へとつなげていく方法は効果が高いと思われ、今後も検討に値する。 

また本年度は、これまでの企業調査やインタビュー、白書掲載などをきっかけに広がった本

プロジェクトにかかわりのある先進企業と共に、新たにSDGsの研究会を実施した。SDGsに関す

るこの種の企業研究会は他に例がない。参加企業はまさに日本におけるCSRのトップ・ティア

に属する企業群であるが、これらの企業から相談を受けたり、実際に研究会を立ち上げて互い

に学びあう場を設置し、企業同士をつなぐネットワーキングの機会を創出し、結節点として機

能していることは、本プロジェクトで協働したことによる信頼感のみならず、非営利独立とい

う当財団の立場ならではの利点を示すものといえよう。 

 

（３）政策対話 

 

トラック1.5もしくは2.0は、その時々の二国間関係に左右されずに安定的な知的基盤を維持す

るという意味において近年特に大きな意義を持つ。民間・独立機関であることを活かした国内外

の組織との共催によって、双方の強みを活かし、社会にとってより有為な政策研究や事業展開が

可能となるようなこれらの政策対話を、共催原則にのっとって実施する。 

 

（３）－１．台湾・遠景基金との日台対話 

 

１．事業目的・内容 

日台関係は、単に隣接する民主主義・自由経済圏としてのみならず、南シナ海・東シナ海問

題、日米中関係においてもますます重要度を増している。日本とは「非政府間の実務関係とし

て維持されている」台湾のプレゼンスと動向を注視すべく、民間シンクタンクとして、台湾と

の意見交換を深め協力関係を維持していくことの意義は深い。このような認識に基づき、台湾

遠景基金会（The Prospect Foundation）を共催者とし、台湾との対話を通して地域情勢認識

を深め、日台間の協力を模索することを目的として、2014年度に政策研究プロジェクトとして

「日台対話」を発足させた。 
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本 年 度 は 政 策 対 話 とし て 実 施 し 、 「 ROC-Japan Relations in Face of Regional 

Uncertainties」というテーマの下、台北で開催した（日程：2016年3月22日～24日）。2016年

1月の総統選挙で民進党の蔡主席が勝利を収めたことにより、国民党から民進党へと8年ぶりに

政権交代が決定したタイミングでの専門家対話となるため、遠景基金において広く政治・経

済・外交・安全保障について意見交換を交わすのみならず、民進党の要人とも面談を行い、今

後の民進党の対外政策、安全保障政策、民進党の対日政策についてヒアリング、意見交換を

行った（公用語：英語）。 

 

（参加者・台湾側）： 

【遠景基金】 

 Dr. Chun-Shan Chao（趙春山、会長） 

 Dr. Chen-Dong Tso（左正東、理事長） 

 Dr. Paul Tai（戴欣宇、シニア・アドバイザー） 

 Dr. Tiger Tang（唐開太、副理事長） 

 Mr. Yang-Ming Sun（孫揚明、シニア・アドバイザー） 

 Dr. Alvin Yao（姚源明、ディレクター兼国際関係・交流アソシエイト・リサーチ・フェ

ロー） 

 Dr. Norah Huang（黃美鳳、副ディレクター兼国際関係・交流アソシエイト・リサーチ・

フェロー） 

 

【外部参加者】 

 Dr. Man-Jung Chan（詹滿容、Out-of-the-Boxコンサルタンシー代表 CEO） 

 Dr. Darson Chiu（邱達生、中華台北太平洋経済協力委員会ディレクター・ジェネラル) 

 Dr. Jiann-Fa Yan（顏建發、健行科技大学経営学部准教授) 

 Dr. Ming-Yen Tsai（蔡明彥、国立中興大学国際政治学院教授) 

 Dr. Kuan-Hsiung Wang（王冠雄、国立台湾師範大学政治学院教授) 

 Dr. Cheng-Yi Lin（林正義、アカデミア・シニカ欧米研究所リサーチ・フェロー) 

 Dr. Kun-Shuan Chiu（邱坤玄、国家安全保障委員会シニア・アドバイザー) 

 Dr. I-Chung Lai（賴怡忠、台湾シンクタンク副理事) 

 Mr. Ting-Chang Hsu（徐鼎昌、外務省社会課題担当参事官) 

 Mr. James Huang（黃志芳、台湾民進党国際関係課課長) 

 

（参加者・日本側）： 

 尾形 誠（台湾交流協会主任） 

小黒一正（法政大学経済学部教授） 

徳地秀士（政策研究大学院大学シニア・フェロー） 

 松田康博（東京大学東洋文化研究所教授） 

 秋山昌廣（東京財団理事長） 
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 浅野貴昭（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 

 小原凡司（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 

 藤原未来子（東京財団社会変革・広報渉外担当オフィサー） 

 渡部恒雄（東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員） 

 

 セッション 1：「日本と台湾の政治・経済の情勢と展望」(“ROC-Japan Political 

Dynamics and Economic Outlook”) 

  モデレーター：秋山昌廣 

  報告者： 

   Man-Jung Chan（Taiwan’s Political and Economic Landscape） 

   Darson Chiu（State of Taiwan’s Role in Relevant International Economic  

   Cooperation Processes, An Emphasis on TPP） 

   小黒一正（Japan’s Fiscal Condition） 

   浅野貴昭（Japanese Political Landscape and Upcoming Election in July） 

 

 セッション 2：「日米中関係」(“ROC/Japan’s Relationship with US and PRC”) 

  モデレーター：Chen-Dong Tso 

  報告者： 

   Jiann-Fa Yan（ROC-Japan Relations in Coping with China Rising） 

   Ming-Yen Tsai（The China Factor in Taiwan-U.S Relations） 

   松田康博（Assessing China’s International Engagement: Implication for 

Surrounding Nations） 

   小原凡司（Japan-U.S.-China relationship -Japan Taiwan Strategic Dialogue-） 

 

 セッション  3：「南・東シナ海問題」（“South China Sea and East China Sea 

Disputes”） 

  モデレーター：渡部恒雄 

  報告者： 

   Kuan-Shuan Wang（Islands or Rocks: A Misleading Argument Entangles the South 

China Sea Conflicts） 

   Ming-Yen Tsai（The China Factor in Taiwan-U.S Relations） 

   秋山昌廣（Different responds of Japan to ROC and PRC on the East and South 

China Sea） 

    徳地秀士（Regional Security Cooperation to Address Chinese Activities in the 

East and South China Seas: A Japanese Perspective) 

 

 

 



-    - 95 

 セッション 4：「日台関係の展望」(“Prospects of ROC-Japan Relations”) 

  モデレーター：Kun-Shuan Chiu（Senior Advisor, National Security Council） 

  報告者： 

   Joe Ting-Chang Hsu（Prospects of ROC-Japan Relations） 

   Chung Lai（The Prospect of Taiwan-Japan Relation after 2016.5.20） 

   秋山昌廣（Prospects of ROC-Japan Relations） 

   渡部恒雄（Perspective on the Japan-ROC Relations） 

 

  その他ヒアリング先： 

   楊念祖（国家安全会議諮問委員） 

   吳釗燮（民進党黨秘書長） 

   盧天麟（前立法委員、国防関係専門） 

   蔡孟君（中國事務部副主任、両岸関係専門） 

 

２．事業目的の達成状況 

日台の政治、経済、外交・安全保障について、台湾をリードする実務家、研究者と幅広く、

忌憚なく意見交換し、日本と台湾それぞれの政治経済情勢、また両国が置かれた国際情勢、特

に安全保障環境についてそれぞれが理解を深めることができた。また、東アジア地域における

日台協力の展望とその重要性について、いっそうの理解を深めることができた。民進党政権発

足直前というタイミングを選んだことで、内政・外交共、これまでの総括と新政権の下での新

たな展望を台湾側から引き出すことができ、日台関係の今後に有用であった。また、民進党の

要人と面談し、民進党の特に外交・安保政策について本音を引き出すことができ、今後の東ア

ジア情勢を研究する上でも有益であった。 

 

（３）－２．在京大使館対話 

 

１．事業目的・内容 

前年度までは「日米安全保障対話」として政策研究部門で実施していたものである。米国の

みならず各国の在京大使館との意見交換ができるよう政策対話の一部と位置づけた（公用語：

英語）。 

 

 第1回（2015年4月3日） 連携先：在日米国大使館 

  テーマ：「地域情勢等々の日米同盟関連」 

  スピーカー： 

   Carolyn Leddy（米上院外交委員会シニアスタッフ） 

   Michael Schiffer（米上院外交委員会シニアスタッフ） 

   Igor Khrestin（米上院外交委員会東アジア等小委員会委員長スタッフ） 
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 第2回（2016年1月18日） 連携先：在日米国大使館 

  テーマ：「北朝鮮問題をめぐる日米韓の取り組みについて」 

  スピーカー：アブラハム・デンマーク（国防次官補代理、東アジア担当） 

 

 第4回（1月26日） 連携先：在日米国大使館 

  テーマ：「安全保障・エネルギー問題について」 

  スピーカー：カシミール・ヨースト（ジョージタウン大学研究員、元National 

Intelligence Council所属） 

 第5回（2月24日） 連携先：在日米国大使館 

  テーマ：「海洋安全保障」 

  スピーカー：ケリー・マグサメン（筆頭国防次官補代理） 

 

２．事業目的の達成状況 

「政策対話」事業として初めて実施した2015年度も、結果としてすべて在日米国大使館との

連携となったが、米国政府内において政策決定実務の中心的役割を担う専門家が、当財団が持

つ日本の専門家との対話を求めて申し入れてきた経緯からも、密度の高い政策議論を行うため

の場を提供し、当財団の政策研究ネットワークの深化と拡大を図ることができた。 

 

（３）－３．その他の国際対話 

 

１．事業目的・内容 

変化する国際情勢、対外関係、あるいは諸々の外交的なタイミングを反映し、それまで想定

していなかった対話相手が、急きょ重要性を増すことがある。また、これまでに築いてきた

ネットワークから新たな機会が生まれることもある。そうした状況に臨機応変に対応し、当財

団の研究活動に資する充実した対話を実現すると共に、新たなネットワークを構築することを

目的とする。 

 

1）全米外交政策委員会（NCAFP）日米中対話へのパネル招へい 

開催日：2015年5月18日、19日 

 テーマ：「The Changing Balance of Power in the Asia-Pacific And Its Impact on the 

U.S., Japan and China」 

 スピーカー： 

  秋山昌廣（東京財団理事長） 

ウィンストン・ロード（元駐中国米国大使） 

  エズラ・ヴォーゲル（ハーバード大学名誉教授） 

  川口順子（東京財団名誉研究員、元外務大臣） 

楚樹龍（Chu Shulong、精華大学教授） 

  孫鉄（SUN Zhe、精華大学教授） 
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  ドナルド・ザゴリア（NCAFP副会長）ほか 

 

2）カーネギー国際平和財団との対話（公用語：英語） 

 開催日：7月2日 

 テーマ：「日米の外交政策上の喫緊の課題」 

 スピーカー： 

  ウィリアム・バーンズ（カーネギー国際平和財団理事長、前国務副長官） 

  ジェームス・ショフ（同財団アジア・プログラム シニア・フェロー) 

 

3）米国シンクタンカーとの対話（公用語：英語） 

 開催日：2016年3月1日 

 テーマ：日本の戦略的位置づけ、戦略的な脅威（中国、北）、TPPの役割、日米同盟の重要

性など 

 米側出席者： 

  ランディ・シュネマン（共和党国際研究所） 

  デビッド・クレイマー（マケイン・インスティテュート） 

  コリー・シェイク（フーバー研究所） 

  マット・スペンス（エール大学） 

  トム・ライト（ブルッキングス研究所） 

  ダン・バジュディック（アトランティック・カウンシル） 

 

4）国際シンポジウム「アジアの価値観と民主主義」（共催） 

 地域紛争、国内不安など、不安定な政情に直面する国家が世界に多数ある中、現代アジアに

おいては、多くの国々が民主主義を擁している。アジアにおいて共有されている価値観がある

のか、あるとしたらそれはどのような価値観なのか、そしてその価値観を土台として民主主義

がどう根付いていったのか、ということを追究すべく、アジア各国の政治指導者や宗教家、思

想、宗教、政治システム等の研究者などが議論しあう国際シンポジウムを、日本経済新聞社な

どとの共催で2016年1月に開催した。 

 なお、シンポジウムの時間が限られているため、より深い議論を実現すべく、シンポジウム

に先立ち、当日の午前、パネルセッション2の登壇者が参加した非公開ラウンドテーブルを開

催した。また、本シンポジウムは2015年9月にインドにて開催されたシンポジウム「A Global 

Hindu-Buddhist Initiative on Conflict Avoidance and Environment Consciousness」に引

き続いて開催された（公用語：日英）。 

 シンポジウム概要： 

  タイトル：「アジアの価値観と民主主義」 

  開催日：2016年1月19日 

  場 所：日経ホール 

  主 催：日本経済新聞社 



-    - 98 

  共 催：東京財団、国際交流基金、ヴィヴェーカナンダ国際財団（印） 

 

 プログラム： 

  開会の辞：秋山昌廣（東京財団理事長） 

  開会によせて：キラン・リジジュ（インド内務担当閣外大臣） 

  謝辞：ニルマル・チャンダル・ヴィジュ （ヴィヴェーカナンダ国際財団理事長） 

 

 基調講演： 

  森本公誠（東大寺長老） 

  スシロ・バンバン・ユドヨノ（インドネシア前大統領） 

 

 パネルセッション 1：「リーダーが語るアジアの価値観」 

  パネリスト： 

   スワミナサン・グルムルティ（インド：サストラ大学主幹研究教授） 

   スリン・ピッスワン（タイ：前ASEAN事務総長） 

   サンガジャブ・バヤルツォグト（モンゴル：モンゴル国内閣官房長官） 

   森本公誠（東大寺長老） 

   モデレーター：山内昌之（明治大学研究・知財戦略機構国際総合研究所特任教授、東京

大学名誉教授） 

 

 ビデオメッセージ：ナレンドラ・モディ（インド首相） 

 

 パネルセッション 2：「アジアの価値観と民主主義」 

  パネリスト： 

   猪口 孝（新潟県立大学学長、東京大学名誉教授） 

   川島 真（東京大学大学院総合文化研究科教授） 

   松本紹圭（浄土真宗本願寺派光明寺僧侶、一般社団法人お寺の未来理事） 

   R・ヴァイディヤナタン（インド：バンガロール経営大学教授） 

   ラヒマ・アブドゥラヒム（インドネシア：ハビビセンター所長） 

   シャムスル・アムリ・バハルディーン（マレーシア・マレーシア国民大学民族問題研究

所所長） 

   ティン・マウン・マウン・タン（ミャンマー：シンガポール国立大学東南アジア研究所

ビジティング・シニア・フェロー） 

   アンベス・オカンポ（フィリピン：アテネオ・デ・マニラ大学准教授、前歴史学部長） 

   ティティナン・ポンスディラック（タイ：チュラロンコン大学安全保障国際問題研究所

所長） 

   于 鉄軍（中国：北京大学国際戦略研究院副院長） 

   渡部恒雄（東京財団ディレクター兼上席研究員） 
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  モデレーター：加藤創太（東京財団ディレクター兼上席研究員） 

 

 閉会挨拶：安倍晋三（内閣総理大臣） 

 

 総合司会：藤原未来子（東京財団社会変革・広報渉外担当オフィサー） 

 

２．事業目的の達成状況 

上記 1）～ 3）は、これまでの活動の中で培った人的及び政策的ネットワークがきっかけと

なって実現した。東京財団研究員に加え、財団以外の専門家の参加も得て、質の高い意見交換

を行うことができ、かつ新たな人的ネットワークも構築することができた。4）国際シンポジ

ウムについては、共催者の国際交流基金及び外務省の協力も得、アジア全域から各国をリード

する政治家、宗教家、研究者を招聘し、東京財団の政策研究両ディレクターがモデレーターと

なって「価値観」「民主主義」について多角的に議論した。当日、500名を超える参加を得た

ほか、日本経済新聞朝刊に抄録が掲載されたことで東京財団としての認知度の向上にも寄与し

た。また、これまで有していなかったアジアの新たな知的ネットワークの拡大につながった。 

 

（３）－４．第4回日米欧東京フォーラム  

 

１．事業目的・内容 

東京財団と米国のシンクタンクであるジャーマン・マーシャル・ファンド（The German 

Marshall Fund of the United States：GMF）とがパートナーシップを組んで2009年度より開

催してきた日米欧対話は、中国の台頭により欧米のアジア観における日本の存在が衰弱するこ

とへの両者の懸念を背景とし、欧米と日本における継続的かつ堅固な人脈と対話チャンネルの

構築を目指し、2012年度より拡大版として非公開型政策討論の「日米欧東京フォーラム」とし

て新たにスタートした。2015年度は第4回目となり、第3回同様、駐日欧州連合代表部の協力を

得て実施した（公用語：日英）。 

 

 第4回「日米欧 東京フォーラム」概要 

  開催日：2015年10月15日～16日 

  場 所：駐日欧州連合代表部 

  主 催：GMF、東京財団 

  協 力：駐日欧州連合代表部 

 

 プログラム： 

   駐日欧州連合代表部主催オープニング・ランチ 

   挨拶：ヴィオレル・イスティチョアイア＝ブドゥラ（駐日欧州連合大使、代表） 

   基調講演：福田康夫（元内閣総理大臣） 

   開会に寄せて：カレン・ドンフリード（GMF会長） 
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   セッション 1：「変動する世界における日米欧3極協力の機会と課題」（“Assessing 

New Opportunities and Challenges for Trilateral Cooperation 

in a Changing World: The EU’s Strategic Review, Japan’s 

Security Debate, and the Next U.S. Administration”） 

    モデレーター:ダニエル・トワイニング（GMFシニア・フェロー） 

    スピーカー:  

     高見澤将林（内閣官房副長官補） 

     福島安紀子（東京財団上席研究員、青山学院大学地球社会共生学部教授） 

     スティーヴン・エヴァーツ（欧州対外行動局 EU-ASEAN, ARFアドバイザー） 

     カレン・ドンフリード（GMF会長） 

 

   セッション 2：「地政学的競争の復活：ウクライナ問題、南・東シナ海問題」

（“Return of Geopolitical Competition: Strategic Implications of Russia’s  

Actions in Ukraine and China in the South and East China Seas”） 

    モデレーター:渡部恒雄（東京財団上席研究員兼外交・安全保障担当ディレクター） 

    スピーカー： 

     香田洋二（ジャパンマリンユナイテッド顧問） 

     ウーゴ・アストゥート（欧州対外行動局アジア関係マネージング・ディレクター） 

     ヴォルカー・スタンツェル（GMFアジア関連シニア・アドバイザー） 

     フランク・ジャヌージ（マンスフィールド財団） 

 

   分科会ディナー： 

    グループ 1：「テクノロジー」（ホスト：GMF、場所：豆腐やうかい） 

    グループ 2：「移民」（ホスト：在日ドイツ大使、場所：大使公邸） 

    グループ 3：「安全保障」（ホスト：駐日欧州連合大使、場所：大使公邸） 

    グループ 4：「国家債務」（ホスト：東京財団、場所：豆腐やうかい） 

 

   セッション 3：「変化する地経学的秩序におけるアジア経済」（“The Asian Economy 

in the Changing Geo-Economic Order: What Roles for Established 

and Rising Powers?”） 

    モデレーター：浅野貴昭（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 

    スピーカー： 

     渡邊頼純（慶應義塾大学総合政策学部教授） 

     マルジュ・ハノーネン（ECアドバイザー） 

     ピーター・タスカー（アルカス・インベストメント、アナリスト） 

     フィリップ・レビー（シカゴ・グローバル評議会シニア・フェロー） 

 

   セッション 4：「気候変動とエネルギー安全保障の未来」（“Paris and Beyond: the 
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Future of Climate Change and Energy Security”） 

    モデレーター：飯田香織（NHKキャスター） 

    スピーカー： 

     小西雅子（WWFジャパン気候変動・エネルギープロジェクトリーダー） 

     ハンス・カール・フォン・ヴェアテルン（在駐日ドイツ大使） 

     フィリップ・グルゼゴルゼウスキー（欧州対外行動局アジア・オセアニア委員会

チェア） 

     ジュリア・ネシュイワット（米国務省 Presidential Deputy Envoy） 

 

   セッション  5：「グローバル・ガバナンスの未来」（”The Future of Global 

Governance ： What Needs To Be Updated To Reflect New 

Realities ?”） 

    モデレーター：グエン・ロビンソン（日経アジアン・レビュー チーフ・エディター） 

    スピーカー： 

     会田弘継（青山学院大学地球社会共生学部教授） 

     ヴィオレル・イスティチョアイア＝ブドゥラ（駐日欧州連合大使、代表） 

     トーマス・ライト（ブルッキングス研究所国際秩序・戦略プロジェクト フェロー

兼ディレクター） 

     ポール・べレンズ（米下院国際問題委員会 スタッフ・ディレクター） 

 

   クロージング・セッション：「3 極協力の更なる強化に向けて」（”Moving Ahead to 

Strengthen Further Trilateral Cooperation”） 

    ファシリテーター：ダニエル・トワイニング（GMFシニア・フェロー） 

    スピーカー：佐藤行雄（日本国際問題研究所副会長） 

   東京財団ネットワーキング・ディナー 

    会場：ヴォアラクテ 

 

２．事業目的の達成状況 

本事業は、スピーカーの話を聞くだけではなく、日米欧3地域の主要な政策実務家、研究者、

ジャーナリストなどからなる全参加者が自由に発言して議論を交わすというユニークなフォー

マットを取っている。スタートから4年目となった本年度は、日本人参加者も含めこのフォー

マットに慣れてきたことから独自のコミュニティが形成されつつあり、本音ベースで政策課題

や各国の国益について議論し合える環境が整備されてきた。 

事業目的の一つである「継続的かつ堅固な人脈と対話チャンネルの構築」を意識し、欧米側

については、これまで同様世界的に影響力のある組織や専門家が参加した。日本側参加者につ

いても、当財団研究員を中心に政策研究プロジェクトと関係の深い研究者や実務家を招聘した

ほか、新たなメンバーも登用し、人脈の拡大を図った。当財団研究員が複数名モデレーターと

して議論をリードしたほか、各セッションにおいても、それぞれの専門に引きつけた発言で議
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論に貢献する事例が多く見られた。 

本年度は基調講演のスピーカーに福田康夫元内閣総理大臣を迎え、日本の対中外交のスペ

シャリストとしての視点から、日中関係を中心とした東アジア問題についての講演を得、参加

者との活発な対話が実現した。また本年度は、前年度以上に学際的なテーマ設定を意識し、従

来のやり方では対応できない、新たな複合的な課題について、様々な専門領域を持つスペシャ

リストの集合知を引き出すよう試みた。 

激動する世界情勢の下、日米欧の相互理解はますます重要になってきていることを反映し、

駐日欧州代表部が近年、本事業により多くの協力を提供するようになった。また本フォーラム

は、3極の若手実務家、専門家にとっても成長の場ともなっており、国籍や世代を超えて政策

論議を深め、ネットワークを深化させるためのポジティブなスパイラルが創出できていると考

える。 

 

（４）広報渉外事業 

 

１．事業目的・内容 

非営利独立の立場で質の高い政策研究と人材育成を行う組織として、その公益活動を広く効

果的かつ効率的に周知するため、提言書・研究報告書、ディスカッションペーパー、サイト論

文集、財団プロフィール・研究員一覧等を作成し、政治家、官公庁、実務家、企業、報道機関、

地方自治体、内外の主要シンクタンク・教育機関に配布する。また、ウェブサイト、メールマ

ガジン、ブログ、TwitterやFacebook等のソーシャルメディアや動画の公開などを利用して多

様な情報発信を行う。さらには専門家、研究者及び実務者、メディア等の人材を集めた「生命

倫理サロン」「昭和史研究会」「政治外交検証研究会」を開催して人的ネットワークの構築に

努める。 

 

２．事業の実施経過 

① 政策提言・研究報告書、冊子の制作と頒布。 

※ 新規制作は、提言・報告書4冊、書籍1冊、冊子6冊。表内◎は新規制作、○は増刷。 

開催日  タイトル 制作日 

政策提言・

研究報告書 

◎ 研究報告書「生命倫理を公共政策に～サロン4年間の成果と

課題～」700部 
2015年5月 

 ◎ 政策提言「医療保険の制度改革に向けて～地域一元化と住

民自治の充実を～」2,000部 
2015年6月 

◎ Policy Proposal "Rethinking Japan's Foreign Aid" 

（Summary）500部 
2015年9月 

◎ 研究報告書「土地の『所有者不明化』～自治体アンケート

が示す問題の実態～」6,000部 
2016年3月 

○ 政策提言「国土の不明化・死蔵化の危機」計3,000部 

※2014年3月発行、累計12,000部。 

2015年4月、

11月、2016年

2月 

○ 政策提言「海洋安全保障と平時の自衛権」500部 

※2013年11月発行、累計1,000部。 
2015年10月 
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開催日  タイトル 制作日 

書籍 ◎ 『CSR白書2015』 2015年7月 

冊子 ◎ 「 Japan Perspectives 」 “Recent Articles from the 

Tokyo Foundation Website”Vol.13-16 各500部 

2015年 6月、

9月、12月 

2016年3月 

◎ 政策研究報告「Views on China－中国の今、プロが観る 

Ⅳ」2,000部 
2015年 6月 

◎ 政策研究報告「Views on China－中国の今、プロが観る 

Ⅴ」2,000部 
2016年 3月 

○ “Japan Perspectives Vol.15” 600部（戦後70年特集） 
※2015年12月発行、累計1,100部。 

2016年 2月 

 

② 政治外交検証研究会の開催（計6回） 

開催日 テーマ 登壇者等 

2015年 

9月29日 

第1回「終戦後史1945－1955」 服部龍二（中央大学総合政策学部教

授） 

10月20日 第2回「戦後政治の証言者たち―オー

ラル・ヒストリーを往く」 

小宮一夫（駒澤大学文学部非常勤講

師） 

11月30日 第3回「戦後日本のアジア外交」「自

衛隊海外派遣と日本外交」 
武田知己（大東文化大学法学部政治

学科教授） 

佐藤 晋（二松学舎大学国際政治経

済学部教授） 

2016年 

1月12日 

第4回「対華二十一ヵ条要求とは何

だったのか――第一次世界大戦と日

中対立の原点」 

川島 真（東京大学大学院総合文化

研究科教授） 

2月22日 第5回「財務省と政治―『最強官庁』

の虚像と実像」「分極化するアメリ

カとその起源 - 共和党中道路線の盛

衰」 

村井哲也（明治大学法学部兼任講師） 

松本佐保（名古屋市立大学人文社会学

部教授） 

3月29日 第6回「人口・資源・領土―近代日本

の外交思想と国際政治学」「サッ

チャーと日産英国工場―誘致交渉の

歴史 1973-1986年」 

森田吉彦（大阪観光大学国際交流学部

教授） 

佐藤 晋（二松学舎大学国際政治経済

学部教授） 

 

③ 政治外交検証 公開研究会の開催（計3回） 

開催日 テーマ 登壇者等 

2015年 

4月21日 

第1回「日米安保体制はどのように形

成されたか―三つの重大局面とその

争点」 

中島琢磨（龍谷大学法学部准教授） 

5月26日 第2回「沖縄が問いかけるもの～「基

地問題」から考える戦後日本の政治

と安全保障」 

平良好利（獨協大学地域総合研究所

特任助手） 

6月22日 第3回「日中関係はなぜ悪化したのか

─日本政治からの考察」 

井上正也（成蹊大学法学部准教授） 
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④ 生命倫理サロンの開催（計1回） 

開催日 テーマ 登壇者等 

2016年 

2月4日 

「世論調査で生命倫理は測れるか？

～実際の調査を例に考える」 

岩本 裕（NHKジャーナル・キャス

ター） 

 

⑤ 昭和史研究会の開催（計9回） 

開催日 テーマ 登壇者等 

2015年 

4月1日 

満州事変はなぜ起きたのか③―映画

「明治天皇と日露大戦争」を論じる 

筒井清忠（東京財団上席研究員、帝

京大学文学部長）、国会議員、東京

財団役職員 

5月27日 昭和戦前期日中関係史①―満州事変

の展開 

戸部良一（帝京大学文学部教授）、

筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

6月24日 昭和戦前期日中関係史②―日中戦争

の展開 

岩谷將（防衛研究所主任研究官）、

筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

8月6日 「日本のいちばん長い日」に見る国

家意志の決定―戦後70年に考える

（上） 

筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

9月3日 「日本のいちばん長い日」に見る国

家意志の決定―戦後70年に考える

（下） 

筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

10月7日 天皇指名制陸相の衝撃と影響―昭和

14年における天皇と陸軍 

筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

11月4日 昭和戦前期日中関係史③―日中戦争

の拡大 

岩谷將（防衛研究所主任研究官）、

筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

12月9日 陸軍士官学校事件 筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

2016年 

2月3日 

広田弘毅内閣の成立過程―陸軍の組

閣介入 

筒井上席研究員、国会議員、東京財

団役職員 

 

⑥ 財団プロフィール、研究員一覧の作成及び配布 

1）「東京財団プロフィール」 

・日本語版5,600部、英語版3,000部 

2）「東京財団研究員一覧」 

・日本語版2,000部、英語版2,000部 

 

⑦ウェブサイトへの記事掲載とメールマガジンの発行 

1）東京財団ウェブサイト（アクセス解析概要は108頁参照） 

・日本語版 www.tokyofoundation.org 
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 システム老朽化に伴い安全かつ堅牢な基盤へと抜本的に刷新した。また、更新を終了し

た特設サイト「ユーラシア情報ネットワーク」「新・解体新書グローバル化をひもとく」

を閉鎖し、コンテンツを当該サイトへ移行させた。コンテンツについては、研究活動を

もとにした政策提言・研究報告、論考、レポートのほか、研究員の活動報告、人材育成

事業に関するレポート、イベントの案内及び報告等を掲載。 

・英語版 www.tokyofoundation.org/en 

2015年3月にウェブサイトのモバイル端末対応を完了し、ユーザーの端末に依らず「読

みやすい」仕様に改修した。また更新を終了した特設サイト "An Anatomy of 

Globalization"を閉鎖し、コンテンツを当該サイトへ移行させた。和文サイトに掲載さ

れた提言、論文、レポート等を海外向けに翻訳して掲載するとともに、特に海外の読者

の関心があると思われるタイムリーなテーマについて、英文オリジナル論考も掲載。 

・「週末学校」 http://tkfd-shumatsu-gakko.jp/ 

・「Sylff」 http://www.tokyofoundation.org/sylff/ 

・「被災地の聞き書き101」 http://kikigaki101.tokyofoundation.org/ ※アーカイブ 

 

⑧ その他のソーシャル･メディア発信 

1）ウェブサイト連携型情報発信 

・Twitter（日英兼用）    https://twitter.com/tokyofoundation 

・Facebook（日本語）    https://www.facebook.com/tokyofoundation 

・Facebook（英語）     https://www.facebook.com/tokyofoundation.en 

・Facebook（Sylff）     https://www.facebook.com/pages/Sylff/128229260582935 

・ブログ「週末学校ブログ」  http://blog.canpan.info/sg_jimukyoku/ 

 

2）ネットワーク強化型 

・Facebook非公開グループページ（Sylff） http://www.facebook.com/groups/sylff/ 

 

3）動画配信型（リアルタイム） 

・Youtube 

東京財団 http://www.youtube.com/user/tkfdPR ※公開する全ての動画をアーカイブ 

週末学校 http://www.youtube.com/user/ShumatsuGakko 

 

4）イベント･プロジェクト連動型動画配信（サービスの規模縮小に伴い、2015年度はアーカイブ

公開のみ） 

・Ustream 

東京財団_Tokyo Foundation  http://www.ustream.tv/channel/tokyofoundation 

東京財団週末学校      http://www.ustream.tv/channel/weekendschool 

介護現場の声を聴く！ http://www.ustream.tv/channel/interviews-care  

 

https://www.facebook.com/tokyofoundation
https://www.facebook.com/tokyofoundation.en
http://blog.canpan.info/sg_jimukyoku/
http://www.youtube.com/user/tkfdPR
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⑨「東京財団メールマガジン」（和文）の発行 

ウェブサイト誘導型のメールマガジンを週2回発行（購読者数：約15,000人）。 

 

⑩「The Tokyo Foundation eNewsletter」（英文）の発行 

ウェブサイト誘導型のメールマガジンを適宜発行（購読者数：8,600人）。 

 

⑪「東京財団 外交史ブックレビュー」（メールマガジン）の発行 

外交の実務者を対象に、日本政治外交に関する優れた書籍・論文等を気鋭の政治外交研究者

が紹介するメールマガジンを月1回発行した（購読者数：1,300人）。 

 

⑫ プレスリリースの配信 

政策提言や研究報告書の発表、記者懇談会・東京財団フォーラム等のイベント開催を広く効

果的に報道関係者に呼びかけるため、財団データベースを利用して日本語版、英語版のプレ

スリリースをファクス及びEメールにて適宜発信した。 

 

⑬ 英文論考集「Japan Perspectives」の季刊発行 

英語サイトに掲載した論考を、3カ月に一度編纂し、論考集として印刷発行。内外の主要な研

究者や実務家に配布、手交した。 

 

⑭ Sylffロゴタイプの調整 

正式名称「ヤングリーダー奨学基金事業（The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship 

Fund）をより一層広める目的から、ロゴタイプセットのうち事業名の表記があるロゴタイプ

を最優先に使用する方針の変更を受け、目的に沿ったロゴタイプの調整と使用ガイドライン

の改訂を行った。 

 

３．事業の達成状況 

 当財団の広報渉外活動のベースとなる財団プロフィールや研究員一覧（日英）、さらには政

策提言・研究報告書といった各プロジェクトの成果物を制作し、国内外の主要シンクタンク、

政治家、官公庁、実務家、企業、報道機関、地方自治体等に配布した。また、政策提言・研究

報告書の発表と同時にプレスリリースを効果的に配信してメディアへの周知を徹底した。 

 また、政治や外交を月別の膨大な新刊書籍紹介等を通して今日的な課題を問う「政治外交検

証研究会」や、与野党の有力政治家の参加を得た「昭和史研究会」をはじめ、臓器移植、再生

医療、生殖補助医療、出生前診断といった先端医療が社会にもたらす問題を専門家と非専門家

が膝を交えて語り合う「生命倫理サロン」を開催し、その成果の一部をウェブサイトに掲載し

てメールマガジンで周知した。 

 日本語ウェブサイトにおいては、トップページ上の「トピックス」欄に政策提言やその時々

の政策課題に対する研究員の論考、レポート、さらにはイベント情報等を随時掲載してメール

マガジンで紹介し、それと連動してFacebookやTwitter等のSNSを活用して定期的かつ多角的に
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情報を発信した結果、テレビ、ラジオからの出演依頼、新聞、雑誌からの原稿執筆やインタ

ビュー依頼、地方自治体や研究機関等からの講演依頼、国会議員や官僚、政党からの問い合わ

せ等が多数寄せられ、発信からフィードバックまでの循環が充実しつつある。また、昨今のイ

ンターネット環境の拡大を受け、アクセス数全体に対して「検索結果からの流入」が占める割

合が増加し続けている。当財団のさらなる認知度の向上を目指し、上述のシステム刷新にあ

たっては、SEO（検索結果の露出度向上）を加味したデータベースを新たに設計し、約6,000あ

る既存コンテンツ全てを適用・移行させた。 

 海外の有識者向けに情報を発信している英語ウェブサイトも、日本語ウェブサイトと同様に

アクセス数全体に対して「検索結果からの流入」が占める割合が増加し続けている。そのうち

95％以上がGoogleからの流入であるが、同社がモバイル端末対応の有無で検索結果に優劣をつ

ける方針を採ったこと受け、当該ウェブサイトのモバイル端末対応を実装し、さらなる認知度

向上を目指した。英語メールマガジンについても、読者数を伸ばしつつあり、米国の有力シン

クタンクや国際関係大学院等では、掲載記事を引用文献や教材として活用している。このため、

来日する研究者や実務家が様々なルートを通じて当財団にコンタクトし、それをきっかけに公

開・非公開の勉強会につながるなどの広報効果が表れつつある。その他、英語による日本情報

については、英文論考集「Japan Perspectives」を年度内4回の季刊発行とし、海外の研究者

や実務家、在京海外メディアや大使館、当財団に来訪した有識者等に頒布した。 

 ITインフラの面では、前年度に引き続き情報発信の体制強化に努めた。そのうち運用面では、

上述の通り、3つの特設サイトを閉鎖し、それらのコンテンツを主力サイトに移行したが、こ

れはセキュリティ体制の強化や運用面の合理化だけではなく、「検索結果からの流入」を主力

サイトに集約し、当財団の相乗的な認知度向上を狙って実施したものである。情報収集の面で

は、効果的な発信やウェブサイトの改善を図ることを目的に、前年度に引き続き客観的なアク

セスデータの分析と、全職員との定期レポートの共有により、発信に対する意識の向上へとつ

なげている。さらには、ウェブサイトやSNS上での当財団や研究員の評価等の掲載状況をモニ

タリングする外部サービスを活用し、毎日二度、どのような新聞記事やブログ記事、つぶやき

が展開されているかを常時モニタリングし、昨今の当財団のレピュテーション（風評、評判）

リスクに備えた。 

 今後は、こうした一連のオンラインでの取り組みによるインパクトが実際の活動やイベント

動員につながる「オンライン to オフライン」戦略をさらに伸張させることにより、シンクタ

ンクとしての当財団の活動を国内外問わず社会により一層広げていく。 

 

４．事業成果物 

 「政策提言・研究報告書」「書籍」「冊子」「東京財団プロフィール」「東京財団研究員一

覧」（前述の「２．事業の実施経過」のとおり）。 
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2015年度 東京財団ウェブサイトアクセス解析概要 

日本語による発信（日本語サイト群）   

訪問経緯のうち「検索結果からの流入」が常時約7～8割を占めているが、これはスマートフォ

ンなどのモバイル端末の普及をはじめとするインターネット環境の拡大に拠るものであり、今後

一層高まりをみせるといわれている。2015年3月と8月頃に著しく「検索結果からの流入」が減少

したが、これは昨今Googleが頻繁に更新する検索アルゴリズムにウェブサイトの仕様や構造が抵

触し一時的にウェブサイトの評価が下がったことが原因のひとつであるとみられる。このため、

本年度はSEO施策と効果測定を度々実施し改善を図った。 

ウェブサイトのアクセス傾向と記事掲載数を比較したところ、訪問者数の増減は記事掲載数に

直接的な影響を受けていないものの、より効果的に記事を発信するためには、タイミングやペー

スなどユーザーサイドにたった発信計画の立案・実施が肝要であることから、職員の発信に対す

る意識の共有と強化を図る必要がある。 

 アクセス傾向と記事掲載数の推移 

注）対象：日本語本体サイト（tkfd.or.jp）、週末学校サイト、被災地の聞き書き101サイト＜更新終了＞、

新・解体新書「グローバル化をひもとく」サイト＜更新終了＞、ユーラシア情報ネットワーク＜2014年度まで＞ 

 

英語による発信（英語サイト群） 

訪問経緯のうち「検索結果からの流入」が常時約7～8割ほどを占めているが、「日本語による

発信」に記述した理由と同様である。 

英語サイトで多く閲覧された記事は、数年にわたってロングテールの傾向があり、記事内容は

日本固有のもので他サイトにあまり類がないタイプのものが中心であった。訪問者をエリアごと

にみると、「米国」からのアクセスが前年度下半期より増加しており、常時全体の約2割を占め、

閲覧傾向は全体と概ね同様であった。在日外国人は、新規訪問後の定着率が高く直帰率は全体と

比べて低い傾向にあり、内政関連の記事を多く閲覧する傾向がみられる。全体に占める割合は1

割に満たないが、全体と比較して質的な面で高い傾向にあるため、本年度はこの層に照準を充て

「オンラインtoオフライン」を活用した広報活動を展開し、3割程度のアクセス数の増加がみら

Googleの検索アルゴリズムに抵触 
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れた。今後も引き続き効果的に認知度向上を図る必要がある。 

Sylffサイトは、他サイトと比較して検索結果からの流入が3割以下と低い傾向にあるが、これ

はリーチすべきコア・ターゲットが明確で、ウェブサイトの更新内容と事業の実活動が密接な関

係にあるためである。今後は、アクセス解析からコア・ターゲットの傾向を読み取り実活動に活

かす体制をつくり、より一層のコミュニティの醸成に繋げたい。 

 

 アクセス数（訪問者数）と主要流入経路の推移  

注）対象：英語本体サイト（tokyofounation.org/en）、Sylff.org、An Anatomy of Globalization＜更新終了

＞ 

注）「在日外国人」は、日本からのアクセスのうち接続端末の言語セットが日本語であるものを除外し、在日外

国人と仮定した（第一言語が非日本語の在日ユーザー） 

 

 地域別アクセス数推移（上位 4カ国を抜粋） 
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そのほか（動画へのアクセス数） 

2011年度より公開イベントを中心にインターネット配信を実施、事後に録画をアーカイブとし

てYoutube上で公開している（現在約380本）。アーカイブの視聴傾向を前年度と比較すると、再

生回数は約1.2倍、再生時間は約1.7倍の増加があった（再生回数 30,774回、のべ再生時間 

372,823分）。前年度以降は一定の動画が高い再生回数を維持する傾向にあったが、本年度は近

年公開したものが再生回数の上位を占める傾向がみられた。Youtubeは、世界で2番目に大きな検

索エンジンであり集客能力も高いことから、今後より一層ウェブサイトへの誘導を図り効果的な

発信に繋げていく必要がある。  

 

 

アクセス解析データについて 

東京財団が運営する各種ウェブサイトのアクセス動向を把握するため、2007年よりアクセス解析

サービス"Google Analytics"(以下GA)を用いて概要データを収集してきた。2014年にGAがデータ

収集の定義を詳細に設定することが可能なUniversal Analyticsへと刷新されたため、「日本語

による発信」と「英語による発信」にわけてKPI（指標）を策定し、2014年より新定義でデータ

収集を開始、定点観測とレポーティングを実施している。なお、過去にGAで収集した概要データ

と収集の条件や定義が異なるため、2014年4月以前のデータとの比較は控えることとする。 

 



付 表 １ 

- 111 - 

役  員  名  簿 
2016 年 3 月 31 日現在 

  (理事以下 50 音順・敬称略) 

役 職 名 氏 名      現       職 

理事長 

（代表理事） 
秋山 昌廣  常勤 

常務理事 今井 章子  常勤 

常務理事 小田 早苗  常勤 

理    事 野口 悠紀雄 早稲田大学ファイナンス総合研究所 顧問 

理    事 村田 晃嗣 同志社大学 学長 

監    事 鹿島 かおる 
新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 

公認会計士 

監    事 中江 公人 労働金庫連合会 理事長 

理事の任期：2014 年 6 月 17 日から 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 

定時評議員会の終結の時まで 

監事の任期：2014 年 6 月 17 日から 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 

定時評議員会の終結の時まで 

 

 

評 議 員 名 簿 
2016 年 3 月 31 日現在 

  （50 音順・敬称略） 

氏 名      現       職 

伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科 教授 

尾形 武寿  公益財団法人日本財団 理事長 

門野 泉 清泉女子大学 名誉教授、内閣府公益認定等委員会 委員 

黒田 玲子 東京理科大学 教授、東京大学 名誉教授 

山本 泉二 株式会社インターネットイニシアティブ 顧問 

任期：2014 年 6 月 17 日から 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時まで 
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顧 問 名 簿 
2016 年 3 月 31 日現在 

  （敬称略） 

氏 名      現       職 

笹川 陽平 公益財団法人日本財団 会長 

 
任期：2014 年 6 月 17 日から 2016 年定時評議員会の終結の時まで 

 

 

 

会 計 監 査 人 名 簿 
2016 年 3 月 31 日現在 

  （敬称略） 

会計監査人名  良公監査法人 

 

任期：2015 年 6 月 24 日から 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時まで 

 

 

 

 

付 表 ３

2015年度組織図

2016年3月31日現在

＜事務局＞

・総務

・政策研究

・人材育成

・社会変革推進活動監  事

理事長 常務理事理事会

顧  問

評議員会


