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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、質の高い政策研究の実施を通じ問題の本質を見極め、生活感覚や現場感覚を大切
にしつつ具体的で実効性のある政策を提言し、その実現のため世の中に効果的に働きかける。
同時に、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。これらを通じ
社会をよりよく変えていくことを目指し、2016 年度もそれを志向して様々な活動を行ってい
る。
総務部門においては、財団運営上で必要な事項について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。また2015年度に総務部門内に設置された政策研究所設立準
備室が中心となり、政策研究所（仮称）の設立に向け準備を進めてきた。財団設立20周年に
当たる2017年度の発足に向け、「世界に通じる独立的政策シンクタンク」として求められる
要素を織り込んだ政策研究所の基本構想案を策定した。2回にわたり実施された政策研究所設
立準備委員会（AC）において基本構想案の方向性にもとづき、現在、最終案を確定した段階
にある。それと並行し、政策研究所への移行をにらみ、基本構想案で策定された組織運営体
制の試験的な実施も行ってきた。新研究所に相応しい事務所の開所に向け、2017年10月に港
区六本木3丁目に移転するための準備も進めている。
政策研究事業では引き続き、外交・安全保障、政治・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。事業の実施に当たっては、政策研究所への移行を意識した取
り組みを進めてきた。2016年度は、ポピュリズムが世界を席巻した年となった。当財団では、
ポピュリズムが吹き荒れる米欧の政治動向、中国をはじめとする東アジアの情勢、さらに日本
におけるポピュリズム的な動きを丹念に追った。その上で、日本における財政と政治の関係、
日本の安全保障体制のあり方、さらに地方の人口減少問題などにつき研究を進め、積極的な発
信を行ってきた。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」の円滑な運営を行うととも
に、フェローに対しては追加的な支援を実施している。当財団がフェローに直接奨学金を給付
する「Sylff・NF-JLEP 奨学金給付事業」は、資金運用難から奨学金提供が困難な大学への対
策として構築されたもので、本年度は一校あたりの奨学金支給額を増額し、8 大学への奨学金
給付を実施した。次年度はさらに 5 大学で給付を開始する予定である。また本事業運営資金と
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して日本財団から合計 6 億円の助成金を得て、本事業の安定的運営の基盤整備が進んだ。また、
奨学金がどこから提供されているのか見えづらかった「顔」がしっかり認識できるよう、
「Sylff Association」事業、「NF-JLEP Association」事業を次年度に立ち上げるべく準備を
進めた。市区町村職員のための人材育成プログラム「東京財団週末学校」は、現役参加者向け
カリキュラムと修了生のフォローアップを同時進行で実施し、本プログラムの効果と質の向上
に努めた。
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メディアリレーションや
ガバメントリレーションといったキャンペーンを展開している。また、非営利、独立という当
財団の特徴を活かし、国内外の組織・機関との共催による政策対話を実施して、日本のみなら
ず国際社 会 に と っ て 有 意 と な る 安 定的な知的 基盤の構築を 進めてい る。さ らには、 CSR
（ corporate social responsibility ：企 業の 社会 的 責任 ）研 究 とし て企 業 調査 や イ ン タ
ビュー、海外動向の実地調査等を実施し白書にまとめて発信することで、社会課題に対する企
業行動の促進を目指している。広報活動としては、当財団の活動への理解促進と財団の認知度
向上を目的に、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）等を活用した効果的な情報発信や、公開フォーラム、記者懇談
会、サロン等を適宜開催している。

- 2 -

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、3名の理事が就任し、前年度と同様に理事長（代
表理事）は秋山昌廣理事が、常務理事は今井章子理事、小田早苗理事が、非常勤理事として野
口悠紀雄理事、村田晃嗣理事がそれぞれ務め、監事は、前年度に引き続き鹿島かおる監事、中
江公人監事が務めた。
2016年6月21日に開催された2016年定時評議員会の終結の時を以って役員の任期が満了した
ことに伴い、同評議員会において、小田早苗理事が再任され、新たに星岳雄、加藤創太が理事
に選任された。秋山昌廣理事、今井章子理事、野口悠紀雄理事、村田晃嗣理事は任期満了を
以って退任された。
その後、第24回理事会（2016年6月22日開催）において、星岳雄理事が理事長（代表理事）
に、小田早苗理事、加藤創太理事が常務理事に選定された。
本年度末における理事総数は3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5回開催された。
１）第23回理事会
開 催 日： 2016年6月6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 新政策研究所の設立準備状況について
議 決 事 項：
① 2015 年度事業報告及び決算の承認について

- 3 -

②
③
④
⑤
⑥

Sylff・NF-JLEP 奨学金給付資金の取崩しの承認について
2016 年度収支予算の一部変更の承認について
諸規程の制定及び一部改正の承認について
会計監査人の報酬について
2016 年定時評議員会の開催の承認について

２）第24回理事会
開 催 日： 2016年6月22日
会
場： 公益財団法人東京財団 会議室
議 決 事 項：
① 理事長及び常務理事の選定について
② 顧問の選任について
③ 第 20 回評議員会（書面）開催の承認について
３）第25回理事会
開 催 日： 2016年12月13日
会
場： 公益財団法人東京財団 会議室
議 決 事 項：
① 不動産（土地）の取得について
② 第 21 回評議員会（書面）の開催について
４）第26回理事会
開 催 日： 2017年3月1日
会
場： 公益財団法人東京財団 会議室
報 告 事 項：
① 不動産（土地）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 事務所の移転について
③ 2016 年度収支予算の一部変更の承認について
④ 2017 年度事業計画及び収支予算の承認について
⑤ 第 22 回評議員会の開催について
５）第27回理事会（決議の省略）
表決取纏日： 2017年3月22日
議 決 事 項：
① 評議員選任委員の委嘱について
② 評議員候補者の推薦について
③ 特定費用準備資金の計画変更について
（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4回開催された。
１）2016年定時評議員会
開 催 日： 2016年6月21日
会
場： 公益財団法人東京財団 会議室
報 告 事 項：
① 新政策研究所の設立準備状況について
② 2015 年度事業報告及び決算について
③ Sylff・NF-JLEP 奨学金給付資金の取崩しについて
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④ 2016 年度収支予算の一部変更について
⑤ 諸規程の制定について
⑥ 会計監査人の報酬について
議 決 事 項：
① 理事の選任について
② 経理規程の一部改正について
２）第20回評議員会（報告の省略及び決議の省略）
表決取纏日：2016年6月29日
報告事項：
① 理事長及び常務理事の選定について
② 顧問の選任について
議 決 事 項：
① 理事長及び常務理事の報酬について
３）第21回評議員会（決議の省略）
表決取纏日：2016年12月21日
議 決 事 項：
① 不動産（土地）の取得について
４）第22回評議員会
開 催 日： 2017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（土地）の取得について
② 新政策研究所の設立準備状況について
③ 資産運用計画について
④ 事務所の移転について
⑤ 2016 年度収支予算の一部変更について
⑥ 2017 年度事業計画及び収支予算について
議 決 事 項：
① 評議員の増員について
（３）評議員選任委員会の開催
本年度における評議員選任委員会は、下記のとおり開催され、新たに秋池玲子、菊地伸の
２名が、2017年４月１日より2018年定時評議員会終結の時までを任期に評議員に選任された。
【評議員選任委員】
中江公人（委員長、公益財団法人東京財団 監事）
門野 泉（公益財団法人東京財団 評議員）
小野俊彦（日新製鋼株式会社 社友／元代表取締役社長）
黒野匡彦（一般社団法人運輸総合研究所 会長）
井野麻美 (公益財団法人東京財団 総務ディレクター)
１）第2回評議員選任委員会
開 催 日： 2017年3月31日
会
場： 公益財団法人東京財団 会議室
報 告 事 項：
① 新研究所の発足について
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議 決 事 項：
① 評議員の選任について
（４）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、元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）
松木宜光（公益財団法人笹川平和財団 参与）
宮井 博（日興リサーチセンター株式会社 理事）

１）第12回資産運用委員会
開 催 日：2016年6月1日
報 告 事 項：① 2015年度通期資産運用報告について
諮 問 内 容：① 適格機関投資家への移行について
② 一部資金の委託運用について
２）第13回資産運用委員会
開 催 日：2016年11月9日
報 告 事 項：① 2016年度上期資産運用報告について
諮 問 内 容：① 2016年度下期の運用について
３）第14回資産運用委員会
開 催 日：2017年2月23日
報 告 事 項：① 第13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：① 2017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2015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：2016年5月25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）2015年度第3回期中会計監査
実 施 日：2016年4月15日
会計監査人：良公監査法人
２）2015年度会計監査
実 施 日：2016年5月19日〜20日
会計監査人：良公監査法人
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３）2016年度第1回期中会計監査
実 施 日：2016年10月7日
会計監査人：良公監査法人
４）2016年度第2回期中会計監査
実 施 日：2017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
本年度は下記の規程及び規則の制定・改正を行った。
・「政策研究人材育成資金規程」の制定
・「特定費用準備資金等取扱規程」の制定
・「経理規程」の一部改正
・「育児休業について」の一部改正
・「介護休業について」の一部改正

2016年6月6日
2016年6月6日
2016年6月21日
2017年3月1日
2017年3月1日

規程第14号
規程第15号
規程第7号−4
規則第4号−2
規則第5号−2

５．登記・届出事項
（１）登記事項
下記のとおり登記を行った。
2016年8月3日

理事、会計監査人及び代表者の住所移転登記

（２）内閣府公益認定等委員会への届出
１）2016年6月24日 2015年度事業報告等の提出
２）2016年8月22日 理事及び会計監査人の変更の届出
３）2017年3月30日 2017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5月16日
2015年度助成金(「Sylff･NF-JLEP奨学金給付事業」3億円)の受領
２）2017年1月30日
３）2017年3月14日
４）2017年3月14日
５）2017年3月24日

2016年度助成金申請(「Sylff･NF-JLEP奨学金給付事業」に係る事業
基金設置3億円)
2016年度助成金(「Sylff･NF-JLEP奨学金給付事業」に係る事業基金
設置3億円)交付決定通知書の受領
2016年度助成契約書の締結
2016年度助成金(「Sylff･NF-JLEP奨学金給付事業」に係る事業基金
設置3億円)の受領

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、予算規模や組織体制を具体
的に織り込んだ基本構想案を策定した。その上で、基本構想案に沿った形で、研究組織体制
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の試験的運営、研究所長選定プロセスの実施、研究員の昇進・評価・報酬システムの策定、
研究環境整備等を行った。また、政策研究所への移行準備の一環として、前年度に続き研究
員の研修につきその選考を行い実施した。
なお、研究所の基本構想の具体化にあたり、政策研究所設立準備委員会（AC）を2回開催し
た。本年度末における委員及び開催内容は、下記のとおり。
【政策研究所設立準備委員】
猪木武徳（大阪大学名誉教授）
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（東京財団上席研究員、慶應義塾大学法学部教授）
（１）第1回政策研究所設立準備委員会（AC）
開 催 日：2016年5月19日（木）
報 告 事 項： ① 政策研究所基本構想案について
② 政策研究所所長選定基準および選定スケジュールについて
（２）第2回政策研究所設立準備委員会（AC）
開 催 日：2017年1月25日（水）
報 告 事 項： ① 準備室作業の進捗状況報告（新体制の発足、予算調達の見込み）
② 所長選定にかかる進捗報告
諮 問 内 容： ① 新研究所の名称・研究テーマ等について
② 新研究所における人事システム（昇進・採用システム）について
７．事務局
2017年3月31日現在における事務局は、巻末付表3のとおり。職員数は、総務部門8名、政策
研究部門8名、人材育成部門9名、社会変革推進活動部門6名の合計31名となっている。
８．附属明細書
2016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
2016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23のプロジェクトに取り組んだ。2015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、引き続き当財団が一
定の存在感を示すことができていると考えている。
経済面では、アベノミクスの効果は雇用や貿易など一部では見られるものの、日本はいまだ、
生産性の上昇を伴う持続的な成長軌道には乗り切れないでいる。地方経済への「トリクルダウン」
も実感されていない。その間、財政金融の刺激策を続けてきた結果、公的債務残高は高止まりし
ている。日本銀行は国債発行残高の4割を占める国債を保有するまでとなっている。しかし消費
税率の引き上げ延期は続き、社会保障制度改革も進んでいない。
当財団では財政問題について、政府から独立した財政推計モデルの構築を進める「財政推計
(本格モデル構築)」プロジェクトなどで、積極的に取り組んできた。税制面からは、所得の再分
配のあり方などにつき検討を進めてきた。財政政策を含む政治的意思決定のあり方についての理
論的な検討も進めてきた。他にも「日本の経済、社会、政治が1997 1998年にかけて大きく転換
したのではないか」という「1998年体制」仮説の検証、新たなエネルギー供給体制の構築に向け
たエネルギー・ミックスの構築、人口減少に伴う「土地制度と所有者不明化問題」についての実
態分析、医療・社会保障制度についての各種研究、水産資源の持続的利用を可能にするような効
率的な管理手法など、日本を取り巻く各種の政策課題について積極的に取り組んできた。
国外に目を向ければ、2016年は英国のEU離脱問題や米国のドナルド・トランプ政権誕生など、
ポピュリズムが世界を席巻した年となった。当財団では「アメリカ大統領選挙分析プロジェク
ト」において、米国においてトランプ政権が誕生するまでの過程についての詳細な分析と発信
を、ウェブサイトや連続フォーラムを通じ行ってきた。トランプ政権誕生後の一つの焦点と
なっている米国の大統領と議会との関係についても、先取りした研究を行ってきた。中国につ
いては引き続き「Views on China」プロジェクトにおいて、多様な筆者による論考を発信して
きた。
安保面では、2015年に成立した平和安全法制には議論し尽くされなかった部分が残っている。
当財団では「安全保障法制」プロジェクトにおいて、平和安全法制下での冷静で現実的な対応
策を検討し、ウェブサイト、講演、公聴会などを通じ社会に提供することに努めた。日本周辺
では安全保障環境が厳しさを増しており、安全保障の議論への国民の関心を高めている。北朝
鮮が核兵器及び弾道ミサイル開発を加速し、核実験及びミサイル発射を繰り返して地域の安全
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を脅かしている。中国は南シナ海で米国との対立を先鋭化させる一方で、尖閣諸島周辺海域で
の行動を活発化させている。こうした中、「東南アジア安全保障枠組み構築」プロジェクトは、
アジア太平洋地域の国際情勢及び安全保障環境の構造に関する理論的分析を行った上、構造的
対立を緩和する政策等を広く世に問うた。「アジア太平洋新秩序」プロジェクトでは米中関係
に焦点を置きつつ、アジア太平洋の新たな秩序のあり方について検討を進めた。
こうした当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
どに影響を与えてきている。財政と民主主義の課題に関する理論的研究の成果である書籍の出版、
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、独立した財政推計モデルの公表などを
通じて、当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
になっている。2017年1月に開設したウェブサイト「税・社会保障調査会」も、そうした取り組
みの成果の1つであり、時宜を得た論考の発表によって政策議論を活性化させている。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・安保分野では、日中関係に改善の兆しが見えない中で、日中の認識ギャップを根本的に
改善させるという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。日ロ首脳会談が行われるなど日ロ両政府の関係改善に向
けた動きが見える中、米国のシンクタンクを巻き込みつつ、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た。「勃興するインド」及び「Quad Plus会議」では、米中露とい
う地域大国以外で、アジア地域の国際環境に大きな影響を与える各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。研究員は内外の数多くのカン
ファレンスに参加し、積極的な発信を行った。
本年度は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、研究能力の強化を図ってきた。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。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。こうした作業は、政策研究所への移
行がなされる2017年度は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。

- 10 -

（１）外交・安全保障
（１）−１．アメリカ大統領選挙分析(予算5,700,000円/決算5,630,570円)
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、通商・金融政策や、政府のガバナンス体制
や、オバマケアへの賛否が争点となる医療福祉政策等、日本の国内政策を検討していく上でも
参考となる政策にも焦点を当て、アメリカの政策動向、社会情勢を把握する。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ってきたが、2016年度は前年度から継
続してウォッチしてきた大統領予備選の結果を分析して本選挙を展望し、本選での選挙結果を
踏まえて新政権の外交安保及び国内政策を展望する。
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
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 東京財団上席研究員、笹川平和財団特任研究員
３．研究の実施経過
○研究会の開催
7月 1日 第4回研究会「大統領選挙予備選と党大会の展望」
10月 4日 第5回研究会「大統領候補第1回ディベートを踏まえて本選の展望」
12月 5日 第6回研究会「大統領選挙結果分析とトランプ新政権の政策展望」
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2月15日 第7回研究会「トランプ政権の行方」
○調査出張
7月17日〜30日 久保文明上席研究員
米国ニューヨーク、クリーブランド、フィラデルフィア
共和党及び民主党の全国大会の取材、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update4」
7月 6日 「トランプと日米関係」（中山俊宏）
7月 6日

「ぼろぼろの予備選勝利、クリントンのこれから：民主党の戦略・戦術（4）」
（前嶋和弘）

7月 6日 「経済政策は「左旋回」、クリントンの中道回帰はあるか？」（安井明彦）
7月12日 「2016年共和党予備選挙の「例外性」：政党支持パターンの再編？」（西川賢）
7月12日 「英国のEU離脱（BREXIT）はどちらを利するのか」（高畑昭男）
7月20日 「ヒラリーケアのジレンマ」（山岸敬和）
7月20日 「米予備選：シンクタンクの反省と本選予測」（加藤和世）
7月26日 「クリントンのペンシルヴェニア問題」（細野豊樹）
7月26日 「銃規制をめぐる選挙戦」（渡辺将人）
「民主・共和党大会現地報告」
9月 9日

「現地報告：2016民主党全国党大会（上）ヒラリー・クリントンは課題を克服
できるか？」（久保文明）

9月 9日

「現地報告：2016年民主党全国党大会（下）

楽観論で悲観論のトランプに勝

てるか？」（久保文明）
9月26日 「2016年全国党大会「番外」①：連邦議会選挙と副大統領ファクター」
（渡辺将人）
9月26日 「2016年全国党大会「番外」②：連邦議会選挙と副大統領ファクター」
（渡辺将人）
「2016 年アメリカ大統領選update5」
10月11日 「トランピストたちの実相」（中山俊宏）
10月11日 「大統領選挙ディベート『ファクトチェック』と党派的ネット論壇」
（渡辺将人）
10月11日 「副大統領候補討論会から見えたもの」（西川賢）
10月11日 「クリントンの環境・エネルギー政策：目立つトランプとの差」（前嶋和弘）
10月11日 「クリントンの経済政策には「太い幹」がない」（安井明彦）
10月17日 「黒人：もうひとつの忘れられたグループ」（山岸敬和）
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10月17日 「2016年大統領選の『悲喜劇』」（加藤和世）
10月18日 「大統領選終盤の10月サプライズと激戦州の動向」（細野豊樹）
10月19日 「『力による平和』はリップサービス？」（高畑昭男）
10月25日 「3回のディベートが示した両候補の決定的な違いは同盟国への姿勢」
（渡部恒雄）
「2016 年アメリカ大統領選update6」
12月13日

「トランプ政権の経済政策を展望する〜「レーガンの共和党」から「トランプ
の共和党」へ」（安井明彦）

12月13日 「トランプ劇場は続く：大統領とツイッター」（中山俊宏）
12月14日 「大統領選挙結果とオバマケア」（山岸敬和）
12月14日

「『悔やんでも悔やみきれない選挙』になった民主党の憂鬱：民主党の戦略・
戦術（５）」（前嶋和弘）

12月14日

「現地報告：内部批判と複雑な次期政権観（民主党）、トランプとの距離感と
期待の混在（共和党）」（渡辺将人）

12月19日 「『共和党のトランプ化』は起きるのか？」（西川賢）
12月22日

「トランプ新政権の外交・安保路線 ―『力による平和』で際立つ対露協調路線」
（高畑昭男）

12月22日

「トランプ政権に対する期待と見通し：ある若手外交・安全保障専門家の視点」
（加藤和世）

12月22日

「トランプ政権に影響力を与える保守系シンクタンクが登場か？」（渡部恒雄）

12月22日 「トランプ・ショックの背景にある衰退地域の反乱」（細野豊樹）
「2016 年アメリカ大統領選update7」
2月16日 「トランプ政権の経済政策、正念場はこれから」（安井明彦）
2月20日 「トランプ政権とオバマケアの行方」（山岸敬和）
2月21日

「相反する二つの「顔」を見せるトランプ新政権――問われる学習能力と統括
力」（高畑昭男）

2月21日 「トランプがもたらす変化：『特殊な責務』からの解放」（中山俊宏）
2月21日 「

トランプ・ショック 後の民主党の今後」（前嶋和弘）

3月 2日 「トランプ大統領の政策決定要素：シンクタンクの今後の役割と心の葛藤
（加藤和世）
3月 2日 「『反トランプ派議員』とはだれのことか？」（西川賢）
3月 6日 「日米首脳会談はトランプ政権の『現実主義』外交の初期設定となるか？」
（渡部恒雄）
3月 9日 「トランプ政権誕生要因としてのオバマ政権」（渡辺将人）
3月21日 「トランプ流ファクト・フリー選挙がもたらす二極化政治の新局面」
（細野豊樹）
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「Washington Update」
執筆者 Paul J. Saunders（Executive Director, Center for the National Interest）
・日本語翻訳版「歴史は誤りによって作られる・トルコのロシア機撃墜の誤算がもたらし
たもの」（4月5日）
・The Fallout from the South China Sea Ruling（7月19日）
・日本語翻訳版「南シナ海問題の判決からの影響」（8月16日）
・Bush and the Paris Agreement（9月27日）
・日本語翻訳版「ブッシュ前大統領とパリ協定」（10月25日）
・What Donald Trump Could Mean for the Republican Party s Future（10月24日）
・日本語翻訳版「トランプ現象と共和党の将来」（11月2日）
・Amercan Unpredictabity (2月27日)
・日本語翻訳版「予測不可能なアメリカ」（3月29日）
「東京財団フォーラム」
5月13日「トランプは生き残れるのか？米大統領予備選の行方」
登壇者

久保文明 西川賢

前嶋和弘 飯塚恵子 渡部恒雄（モデレーター）

7月14日「トランプとヒラリーはどちらが強いか？ 全国党大会と本選挙の展望」
登壇者

久保文明 中山俊宏

西川賢 前嶋和弘 安井明彦 渡部恒雄（モデレーター）

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において、政治的に過激な言動を繰り返す共和党のド
ナルド・トランプ候補が当初の予想を覆し、予備選及び本戦に勝利した。民主党の予備選にお
いては、大本命だったヒラリー・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
外の大健闘をした。
本プロジェクトでは、これらの米国政治の歴史的転換とも呼びうる状況をタイムリーに追っ
ていった。新しい現象がなぜ起こったのかを理解するための基本情報を提供しつつ、研究メン
バーの多様な分析ツールによる分析結果を数多く示した。公開の東京財団フォーラムも複数回
行い多角的な情報を提供し、多くの参加者を得た。大統領選挙の分析の掲載については、大統
領選挙投票日まで論考がウェブサイト上で途切れないように調整することなどで、読者の高い
関心を引きつけた。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「Washington Update」を適宜掲載し、読者に対してワシントンでの状況を理解
する手がかりも提供した。
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（１）−２．アメリカ大統領権限分析(予算1,100,000円/決算779,090円)
１．研究の目的
オバマ大統領は政権の後半期において、イデオロギー的な対立ゆえ妥協が難しい争点につき、
共和党が多数を握る議会の抵抗に対抗し大統領権限を拡大することで、自らのレガシーとなる
政策を遂行、あるいはそれに向けた努力を重ねてきた。たとえば、2014年の中間選挙における
民主党の大敗を受けた後、共和党議員が強く反対し解決の見通しがつかない包括移民法につい
て、大統領権限を根拠に、500万人近い不法移民に合法的地位を与える行政命令を出した。過
激派組織「イスラム国」への空爆については大統領権限により実施できるという解釈をとった。
環境エネルギー法案が廃案になったにもかかわらず地球温暖化防止政策を推進した。
本プロジェクトでは、現代アメリカにおける大統領制の変容、大統領を支える制度の発展、
大統領による新たな政策形成、議会と衝突した際の大統領の政策形成を分析することで、オバ
マ大統領による大統領権限の拡大が、米国の政治と政策にもたらす意味について分析を行う。
また、常識にとらわれない発言と選挙手法で旋風を巻き起こしているトランプ候補が勝利した
場合の大統領権限の扱いについても視野にいれて研究を行う。
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
メンバー及び執筆者：
阿川尚之 同志社大学法学部特別客員教授
梅川

健 首都大学東京都市教養学部准教授

梅川葉菜 駒澤大学法学部講師
菅原和行 釧路公立大学経済学部准教授
杉野綾子 日本エネルギー経済研究所主任研究員
松岡

泰 熊本県立大学総合管理学部教授

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 東京財団上席研究員、笹川平和財団特任研究員
３．研究の実施経過
○研究会の開催
4月15日

第1回研究会「なぜ今、アメリカ大統領権限についての調査・研究が必要か？」
（梅川健）

6月13日

第2回研究会「アメリカ合衆国憲法から見た大統領権限」（阿川尚之）
「アメリカ大統領研究の現状と課題」（梅川健）

8月25日

第3回研究会「パリ協定と条約批准手続き」（杉野綾子）
「戦争権限をめぐるオバマ政権の立場とこれまでの歴史」(渡部恒雄)

10月24日

第4回研究会「オバマ大統領による政策実現を阻む司法長官」（梅川葉菜）
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「通商交渉に見る米大統領権限：連邦議会との権限調整の実態」(浅野貴昭)
2月17日

第5回研究会「大統領権限と政治顧問」（松岡泰）「大統領権限と官僚制」
（菅原和之）

○財団ウェブサイトへの論文等の掲載
6月 6日

「アメリカ大統領権限分析プロジェクト：なぜ今、アメリカ大統領の権限につ
いての調査・研究が必要か？」（梅川健）

8月 1日 「アメリカ大統領研究の現状と課題（１）」（梅川健）
8月23日 「憲法から見る大統領の権限（１）（阿川尚之）
9月20日 「パリ協定と条約批准手続き」(杉野綾子)
9月23日 「アメリカ大統領研究の現状と課題（２）」（梅川健）
11月 4日 「オバマ大統領による政策実現を阻む州司法長官」（梅川葉菜）
2月 9日 「通商交渉にみる大統領権限」（浅野貴昭）
3月15日 「トランプ大統領と「大統領令」：とくに行政命令について」（梅川健）
3月15日 「トランプ大統領による政策実現を阻む州司法長官」（梅川葉菜）
3月31日 「戦争権限をめぐるオバマ政権の独自の姿勢」（渡部恒雄）
４．研究の成果と評価
オバマ政権の大統領権限の拡大について分析を行う中で、政策分野の違いが、大統領権限の
拡大が与える政策的影響に大きく作用することが理解された。それぞれの分野の特性に応じ、
オバマ政権は既存の立法をうまく利用し、それが足らない部分での大統領権限の行使を組み合
わせることで、それなりに正当性を担保しつつ政権運営をしてきたことが確認された。
2016年11月の大統領選挙で選出されたトランプ大統領は、2017年1月就任直後から矢継ぎ早
に大統領令を連発して、自身の政策方向性をアピールする態度を取った。このことにより、オ
バマ政権の手法はそれでも最低限のバランスのとれたものであったことが再確認された。今後
のトランプ政権の大統領権限の扱い方や、議会と司法からのチェック・アンド・バランスの動
向など、今後の米国の政権運営を理解するうえで、オバマ政権下での大統領権限の拡大あるい
は扱い方を理解することに重要な意義があるはずだ。その意味でも、本プロジェクトの研究成
果は、トランプ政権及び今後の米国の政権運営についての理解を深めることに今後も資する。
（１）−３．Views on China(予算 2,300,000 円/決算 2,197,451 円)
１．研究の目的
中国の経済的及び軍事的台頭が、アジア太平洋地域の安全保障環境を変化させ、「米中対峙」
のイメージを定着させている。一方、世界経済の発展には中国の存在が不可欠である。
日本では、日中関係に改善の兆しは見られず、感情的、大衆迎合的な中国論が議論をリード
する状況下にあり、客観的、継続的な中国に関する情報が必要とされている。
自らの価値観に基づいて対象を分析すれば、正確な理解は得られない。対中政策策定のため
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の基礎たり得る情報を提供するためには、客観性を担保する専門家の目が必要である。さらに、
政治、経済、社会、安全保障の分野を横断し、相互作用をも視野に入れた分析が不可欠である
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 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教授
井上一郎 関西学院大学総合政策学部教授
合田美穂 香港中文大学歴史学科・日本研究学科准教授
金野

純 学習院女子大学国際文化交流学部准教授

諏訪一幸 静岡県立大学国際関係学部教授
関山

健 東洋大学国際教育センター准教授

田中

修 日中産学官交流機構特別研究員

小原凡司 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
３．研究の実施経過
○研究会等の開催
5月17日

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

・ 不定期（メール）冊子発刊打合せ、執筆者選定。
・ 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、小原研究員の意見を交えて、高原上席研究員と執筆者の間の意見交換及び修正
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、小原研究員が高原上席研
究員とのメール連絡において実施。
○国際会議等への出席
7月16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）

○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」
7月13日

中国の中間層は暴走するか（阿古智子）

7月21日

中国の「根拠地」外交の展開−目指すは中華秩序の構築か？（諏訪一幸）
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9月13日

中国の政策決定の構造から考える海軍艦船の尖閣航行（井上一郎）

9月23日

中国社会の安定／不安定を決める経済的要因は何か(1)経済的ドライビング・
ファクター（関山健）

9月23日

中国社会の安定／不安定を決める経済的要因は何か(2)改革の正否が経済に
与える影響について（関山健）

9月23日

中国社会の安定／不安定を決める経済的要因は何か(3)
予想シナリオ（関山健）

9月27日

中国対外政策における強硬手段と融和的姿勢（小原凡司）

9月27日

足元の中国経済と指導部の不協和音説（田中修）

12月 7日

習近平「核心」体制の誕生と近隣諸国の不安（諏訪一幸）

12月26日

香港社会の動きを読み解く−香港立法会選挙の結果を中心に（合田美穂）

3月30日

国防費の伸びと人民解放軍の不満（小原凡司）

４．研究の成果と評価
高原上席研究員の厳正なクオリティーチェックを引き続き行ったため、掲載論考は、ジャー
ナリスティックな内容に偏らず、学術的視点を失わなかった。定点観測を実施して、中国に関
する質の高い学術的分析を発信することにより、広く日本社会に対して情報提供を継続できた。
一方で、2016年度は、論考数が前年度よりも減少し、年度内に冊子を発刊することができな
かった。3月に冊子発刊に必要な論考数を確保し、5月に冊子を発刊、同時に東京財団フォーラ
ムを開催するよう調整中である。
2016年度に論考数が減少した原因は、種々の予期せぬ要因が生じたことによる執筆者の減少
である。一時期は4名の執筆者が執筆できない状態となったが、新たな執筆者を獲得するため
に時間を要し、また十分な執筆者を得られなかった。引続き、質の高い執筆者の発掘と獲得に
努める必要がある。
また、国際会議や個別の意見交換を通じて、中国、アジア諸国及び欧米諸国の研究者や実務
者と、中国に関する情勢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」に随時反映された。
（１）−４．東シナ海問題研究会(予算1,600,000円/1,148,237円)
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。
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本プロジェクトは4回の研究会における議論を経た後に日中双方の政府への働きかけを考慮
しているが、日中両主催者（当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 前東京財団理事長（2016年6月まで）
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

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 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
寺﨑直通 東京財団CSR研究プロジェクトアドバイザー
中国側共催者
中国社会科学院日本研究所
３．研究の実施経過
○国際会議・研究会等の開催・参加
1月12日

「第4回研究会」日本側参加者研究会（東京財団）（報告書執筆要領について）
石井

望 長崎純心大学人文学部准教授

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 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
寺﨑直通 東京財団CSR研究プロジェクトアドバイザー
４．研究の成果と評価
2016年2月に実施した「第4回研究会」終了後、議論の発展状況等に鑑み、日中合同研究会は
4回で終了し、以後、報告書を作成することで中国社会科学院日本研究所を代表とする中国側
と合意を得た。
6月下旬にプロジェクト・リーダーが転出し、新たな体制構築に時間がかかったものの、11
月には体制が再び整った。報告書の作成について日本側メンバー全員から合意を得た後、4回
の研究会の議論をまとめる形で、国際法部会、歴史部会、事業部会の3部で構成される報告書
を作成した。報告書として示されるプロジェクト成果の概観は以下のとおり。
国際法部会は、国際法及び判例等という共通の基準があることによって、専門家同士の議論
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は具体的な内容となりかつ有機的にかみ合っていたように見受けられた。その結果、東シナ海
における問題に関して、日中双方が、どの法律のどの条文をどのように解釈しているのかにつ
いて、相互にある程度の理解を得られたが、認識の差を埋めるまでには至らなかった。
歴史部会は、提示された資料の位置づけから解釈が異なり、また双方が、相手が新たな資料
の提示や有効な説明を行っていないと認識し、議論の進展が見られなかった。古文書等に示さ
れた文章について、双方が異なった解釈を示したが、どうしても推測を排除することはできず、
国際法部会とは異なり、建設的な議論に発展しなかった。
事業部会は、日中双方が積極的に意見や案を出したが、魚類の養殖及び微細藻の養殖による
航空燃料生産試験等、境界の問題及び環境の問題等の存在によって、いずれの事業も直ちに開
始することが難しいと理解された。しかし、水産資源の保護等についての必要性については双
方の合意を得ることができ、双方の専門家の間で議論が継続されることとなった。
今後、報告書を発信するに当たって、中国では東シナ海における問題が政治的に機微なもの
であることから、報告書内容の調整、発信の可否、発信方法等について、中国社会科学院日本
研究所と調整を行う。
（１）−５．日中若手研究者共同研究(予算1,300,000円/1,223,584円)
１．研究の目的
中国経済の飛躍的な成長に伴う国力の増大は、アジア太平洋地域のパワー分布に変化をもた
らすとともに、同地域の秩序に大きな影響を与えている。中国が描く未来の地域秩序に対して
批判が提起され、その実現力にも疑問が投げかけられているが、中国の構想力が高まっている
ことも無視できない。
こうした変化は、日中関係にも大きな影響を与えている。これまでの日中関係は、「善隣友
好関係」から「友好協力パートナーシップ」、そして「戦略的互恵関係」と表現される関係へ
と発展してきたが、近年の中国の姿勢は、日中関係を、アジア太平洋地域における未来秩序の
構想をめぐる競争関係へと変化させようとしているように見受けられる。
現在、日中間に存在する双方の未来秩序構想の相違の中で、最大のものは「安全保障観」で
ある。しかし、日中がともに発展するためには、こうした認識の相違を調整しながら、「未来
秩序構想をめぐる競争」から「未来秩序構想をめぐる協創」へと関係を変化させねばならない。
「安全保障観」は多様な概念の集合体であり、これを丁寧に腑分けすることによって日中間の
相違点を理解し、共通点を見出す作業を行う必要がある。
本プロジェクトは、こうした問題意識に基づいて、双方の「安全保障観」を理解することを
目的とした、日中若手研究者による共同研究を行う。
２．研究の体制
プロジェクト・リーダー
加茂具樹 東京財団上席研究員、慶應義塾大学総合政策学部教授（中国政治）
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プロジェクト・メンバー
上神貴佳 岡山大学法学部教授（日本政治）
小黒一正 法政大学経済学部教授（日本経済）
星野

真 中部圏社会経済研究所研究員（中国経済）

小原凡司 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員（日本側責任者）
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
6月 1日 「日中若手研究者共同研究」日本側参加者研究会（東京財団会議室）
12月15日

「日中若手研究者共同研究」打合せ（中国国際問題研究院アジア太平洋研究所
宋均営研究員、東京財団小原研究員）

12月15日に、中国国際問題研究院アジア太平洋研究所 宋均営研究員との協議に基づき、中
国国際問題研究院副院長（プロジェクト担当）栄鷹氏（元駐日中国大使館公使）との調整を
経て、5月もしくは6月に第1回共同研究開催予定（日本）。
４．研究の成果と評価
本年度も、日中間の政治関係などの影響で、プロジェクトを進展することができなかった。
中国における会議は、政治的目的に沿って、最初から結論が決められているのが一般的であ
り、実際に議論を戦わせる会議に対して、中国側は警戒心を持ちがちである。中国社会科学院
日本研究所との共同研究は、社会科学院が中国指導部の意を受けて、日中関係改善をアピール
する場として利用したかったのに対し、日本側は日中間の認識の差を埋める努力の場としたい
と考えていたため、双方の思惑がかみ合わなかった。
新たな共同研究の相手として、中国外交部系シンクタンクである中国国際問題研究院のアジ
ア太平洋研究所長が関心を示したため、2016年度プロジェクトについて調整を開始した。訪中
の機会に合わせて、加茂上席研究員及び小原研究員がそれぞれ同研究院を訪れ、共同研究の内
容及び進め方について協議した。
しかし本プロジェクトに関して最終的には、中国国際問題研究院側は王毅外交部長の承認を
得る必要があった。しかし改善の兆しが見えない日中関係の現状もあり、同研究院から外交部
に承認依頼がいまだなされなかったため、プロジェクトを始動することができなかった。
12月に入って同研究所から連絡があり、同研究所研究員と協議の場を設けた。同研究所の信
任の副院長が本プロジェクトを進めるべきと判断したことから、これまでの協議をより具体的
に進めるめどが立ったが、最終的には中国外交部長の判断を待つ必要がある。
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（１）−６．東南アジア安全保障枠組み構築(予算3,000,000円/2,978,571円)
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。そうであるとするならば、アジア太
平洋地域の安全保障情勢を理解する上で、「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、という双方向について、
その相互作用を含めた分析が重要になる。
本研究は、上述の問題意識を基に、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を分析し、どのような安全保障枠組みが有効なのかを
提起する。安全保障理論の再構築には「パワー」の概念を用い、パワーバランスの変化からパ
ワーウェブ（地域の勢力網）の形成地域にダイナミックな勢力均衡をもたらす方策までを研究
する。研究成果は、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

九州大学比較社会文化研究院准教授

増田雅之

防衛研究所主任研究官

湯澤

武 法政大学グローバル教養学部教授

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

東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員

３．研究の実施経過
○国際会議・研究会等の開催・参加
6月13日
11月25日

研究会（東京財団）
国際会議（フィリピン）（小原研究員）

1月23日

研究会（東京財団）

2月10日

国際会議（シドニー）（小原研究員）

2月24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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４．研究の成果と評価
2016年度までのプロジェクト・メンバーの現地調査と研究会における議論を経て、本プロ
ジェクトの研究成果をまとめる書籍及び報告書の内容の統一感が得られた。
最初に、なぜ、東南アジア地域が重要な地域であるのかを明らかにするために、「米中対峙」
から「パワーウェブ」の形成における東南アジア地域の位置づけを議論し、東南アジア諸国が
関係する地域の安全保障問題を分析し、その上で中国とASEAN諸国のリアリズムに基づいた関
係を考察した。
地域の情勢をパワーバランスの観点から説いた後は、そうした現状の下で、いかに東南アジ
アを巻き込んだ「ダイナミックな均衡」が追求できるのかについて、最初に理論を再構築し、
その中でキャパシティ・ビルディング及び経済外交といった手段がいかに実際の政策に活用で
きるかを考察する内容とした。
上記内容に沿って書籍各章をメンバーが分担し、執筆を行った。2016年度は、提出された各
章の第1稿を以て報告書とした。年度末現在、各章の校正及び神保上席研究員と小原研究員に
よる編集を行っており、日本経済新聞出版社からの出版を準備しているところである。
（１）−７．勃興するインド −日印協力のアジェンダ−(予算2,100,000円/決算1,980,301円)
１．研究の目的
前年度来、インドとの安全保障協力関係を切り口に、公共財としての安全保障の確保に関す
る日本の積極的貢献について議論を重ねてきた。本プロジェクトでは、これまで当財団が関係
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動向とその展望（中国との比較も視野にいれる）を分析する。同時に、特
に、インド太平洋地域での海洋安全保障及びアフガニスタンの国家再興という二つの分野で検
証分析し、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、笹川平和財団参与

プロジェクト・メンバー：
伊藤

融 防衛大学校総合安全保障研究科准教授

佐野秀太郎

防衛大学校安全保障危機管理教育センター教授

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
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、笹川平和財団特任研究員
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３．研究の実施経過
○研究会の開催
5月12日 第1回研究会
テーマ：今後の研究会運営について
6月30日 第2回研究会
テーマ：チャーバハール港開発と日印外交
講 師：西永知史 外務省中東アフリカ局中東第二課長
10月 6日 第3回研究会
テーマ：報告書作成に向けて
2月27日 第4回研究会
テーマ：報告書作成に向けた最終調整
○日印韓対話の実施
6月7日、韓国にて第3回日印韓対話を実施した。これは、2012年より、当財団、韓国の国
立外交院、インドの防衛問題研究所と共にトラック1.5対話の場を設けてきたものである。
今回は第3回目の会合で、韓国ソウル市にて開催され、安全保障、経済の両面から地域秩序
の安定と構築に向けた3カ国協力について意見を交わした。当財団からは山口上席研究員、
渡部上席研究員、浅野研究員が参加した。
○財団ウェブサイトへの論文等の掲載
7月 4日

モディ政権はどこへ向かおうとしているのか（伊藤融）

9月 5日

アフガニスタン・イランにおける日印協力（宮原信孝）

1月12日

南シナ海問題を巡る日印協力とロシア・ファクター（畔蒜泰助）

1月17日

日印安全保障協力のこれまでの歩みとその背景（長尾賢）

1月24日

インドとの関係において、欧州の成功、失敗、苦労から学べるものは
少なくない（鶴岡路人）

1月31日

防衛装備品の輸出は複数の提案を同時並行で進めるべき（長尾賢）

2月13日

現実的にかつ着実に日印の協力強化を図れる場を重視せよ、
それは国際貢献の現場だ（佐野秀太朗）

４．研究の成果と評価
研究計画の最終年である本年度は、これまでの研究発表を骨格として、メンバー間で認識の
すり合わせや、国際情勢の推移に伴う微調整を行い、報告書策定に向けて議論を重ね、最終的
には、情勢分析と日印二国間の協力アジェンダについての報告書を取りまとめることができた。
具体的には、まず日印安全保障協力の基本的な考え方として、インドをめぐる日本及び主要各
国の外交姿勢や地域情勢についての情報を総括した。その上で、日印二国間の安全保障協力に
ついての個別具体的なアジェンダを取り上げ、提言することとし、アフガニスタン、イランに
おける協力、さらには非伝統的分野、防衛装備品並びに防衛技術開発、核・原子力分野におけ
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る協力をいかに進展させるかについて研究を行った。
（１）−８．アジア太平洋新秩序(予算1,500,000円/1,403,116円)
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
は何であるのかとの問題であり、世界のガバナンスの中心に存在する「大国」が、いかなる
要件を具備すべきか、現在の概念とどう異なるのか等を検討し、米中関係に投射する。
もう一つの分析は、21 世紀における進化した経済相互依存が、安全保障に与える影響の分
析である。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、カネの異動と企業行動の変化が、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創り上げた。これは、経済が安全保障政
策のツールや対象となったと同時に、抑止力として働くという二重の意味で経済と安全保障
の関係を強めたと言える。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を考察
する。考察には、日本が採るべき政策等も含まれる。
２．研究の体制
プロジェクト・リーダー（共同座長）：
秋山昌廣

前東京財団理事長（2016 年 6 月まで）

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
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取締役執行役員

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 日本総合研究所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
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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 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
事務局：
事務局長

関山 健 東洋大学国際教育センター准教授

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
○研究会の開催
5月10日
テーマ：日米中の科学技術と相互依存関係、及び安全保障に与えるインプリケーショ
ン
講

師：村山裕三（同志社大学大学院ビジネス研究科教授）

6月23日
テーマ：アジア太平洋のアーキテクチャ
講

師：白石隆（政策研究大学院大学学長）

11月29日
テーマ：アジアの新安保アーキテクチャ
講

師：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）

12月 6日
テーマ：アジア太平洋新秩序出版に向けてのコンセプト
発表者：川口順子（東京財団名誉研究員）、秋山昌廣（前東京財団理事長）
４．研究の成果と評価
議論を深めるための研究会を3回実施した後、書籍発刊に向けて、書籍を貫くコンセプトと
各章の執筆内容について調整する研究会を1回実施した。
研究成果については報告書をまとめるとともに、書籍を刊行すべく作業を行った。各執筆者
は担当章の執筆を終え書籍の内容は完成したが、年度末現在、出版社の調整中である。
（１）−９．安全保障法制(予算1,100,000円/1,631,767円)
１．研究の目的
本プロジェクトでは、当財団がこれまで行ってきた平和安全法制とその課題についての議論
を踏まえ、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、具体的に何が改善され、残された課題が何かについて分析と評価を行うべく、
研究活動を進める。
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２．研究の体制
プロジェクト・リーダー：
渡部恒雄 東京財団上席研究員、笹川平和財団特任研究員
メンバー：
香田洋二 元海上自衛隊自衛艦隊司令官（サブリーダー）
德地秀士 政策研究大学院大学シニアフェロー、前防衛審議官
中村

進 海上自衛隊幹部学校主任研究開発官

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、笹川平和財団参与（サブリーダー）

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 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
西田一平太 東京財団研究員兼政策プロデューサー（2016年9月30日まで）
３．研究活動の実施経過
○研究会の開催：
8月16〜17日

執筆者等による検討会合

参加者：
香田洋二 元海上自衛隊自衛艦隊司令官
德地秀士 政策研究大学院大学シニアフェロー
中村 進 海上自衛隊幹部学校主任研究開発官
永岩俊道 永岩アソシエイツ代表
山口 昇 東京財団上席研究員、笹川平和財団参与
浅野研究員、小原研究員、西田研究員、渡部上席研究員
10月14日 第1回研究会
ポリシー・ブリーフの取りまとめに向けた初校の検討。
12月 8日 第2回研究会
ポリシー・ブリーフの論点集約、追加検討事項についての議論。
1月23日 第3回研究会
ポリシー・ブリーフ構成と残された議題について自由討議。
2月17日 第4回研究会
ポリシー・ブリーフ取りまとめに向けた最終調整。
○国際会議等を通じた情報発信
5月27〜30日

第3回日台戦略対話

国策研究院文教基金会（台湾）、中山大学日本研究センター（台湾）、日本国際問題研
究所、PHP総研、当財団による戦略対話を開催した。対話における当財団関係者の発表は
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以下の通り。
浅野貴昭「地域経済情勢の変化と日台経済協力の方向性」
山口昇「日米同盟関係の転換と南シナ海戦略」
渡部恒雄「日台安全保障協力の可能性」
6月9日 専門家特別ラウンド・テーブル「日米同盟とISR活動」
Ｐ．ジアラ（元米国防総省日本部長）
Ｊ．ブルジンスキー（MITRE 国際プログラム部長）
Ｊ．ゴーディング（MITRE 国際防衛部長）
6月27〜28日 「アジア地域における問題解決メカニズムとしての日米同盟体制」
米パシフィック・フォーラムCSIS、米国大使館との共催会議。日米中韓豪から研究者、
実務担当者等、30名弱の参加を得て開催した。
6月28日 第102回東京財団フォーラム
「安保法制と日米同盟：東アジア地域の安全保障を考える」
ブラッド・グロッサーマン

パシフィック・フォーラムCSIS理事

香田洋二 元海上自衛隊自衛艦隊司令官
朱
金泰

鋒

南京大学中国南海研究協同創新センター主任

孝 成均館大學校政治外交學科敎授

渡部恒雄 東京財団上席研究員
４．研究の成果と評価
本年度はプロジェクト・メンバー中心の研究会合の開催と、内外専門家との意見交換を通じ
て、平和安全法制下の日本の防衛政策について議論を重ねてきた。当初の予定より大幅に遅れ
たものの、最終的な研究成果はポリシー・ブリーフの形で取りまとめているところである。内
容的には、日本の防衛政策の方向性、集団的自衛権や領域警備に係る法的課題や関係諸機関に
よる柔軟な連携のあり方、日米同盟体制のさらなる強化に向けた自衛隊の統合運用の進め方や
サイバー脅威に対する共同対処、といった具体的論点についてまとめたものとする。
（１）−１０．対外援助協力(予算30,000円/決算25,841円)
１．研究の目的
本事業は、日本の主要な外交手段のひとつであるODA等の対外援助と自衛隊による各種国際
活動等を「対外援助協力」として包括的に捉え、日本外交と安全保障の観点から、その活用を
検討するものである。
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２．研究の体制
プロジェクト・リーダー：
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（2016年9月30日まで）
３．研究の実施経過
○研究会の開催
自ら研究会は開催せず、外部での研究会に参加し、また外部の研究者等と意見交換すること
により、調査報告書執筆内容の補足・修正を行った。
４．研究の成果と評価
本事業は、2014年10月に政策提言を刊行し、2015年度に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、研究会を重ねた。その後、2016年6月までプ
ロジェクト期限を延長して追加研究を行い、調査報告書（ポリシー・ブリーフ）の執筆と公表
準備に充てることとしていた。しかし政治状況の変化に対応しようとしたこと、担当者が2016
年9月に転出したことなどから執筆が遅れている。年度末現在は研究成果を取りまとめた最終
報告書を作成しているところである。
（１）−１１．日米露３極対話(予算3,700,000円/決算3,703,510円)
１．研究の目的
本プロジェクトの目的は、日米露の専門家による3極対話の実施を通じて、複雑に錯綜した
日ロ関係を取り巻く国際社会の相関関係を解きほぐし、我が国のあるべき対ロシア政策の方向
性を提示することである。2014年2月のウクライナ危機や2015年9月のシリア内戦への軍事的関
与に象徴されるように、急速に流動化する国際情勢の中で、ロシアは従来の欧米協調路線とは
一線を画した独自の存在感を示し始めている。ロシアが自国に経済制裁を課す欧米諸国との関
係を悪化させる一方、中国と政治経済両分野において、これまで以上の接近を図っているのは
その現状の一つである。そのような状況下で、近年の中国の台頭に象徴される東アジア情勢の
変化を念頭に、北方領土問題の解決を含めたロシアとの関係強化を目指す日本政府は、これま
でにない難しい対ロシア外交のかじ取りを強いられている。一方で、各国が置かれた地政学的
な立場の違いから、情勢の変化に対する利害関係は微妙に異なっているものの、東アジア情勢
の変化は日米露3カ国の共通の関心事でもある。日米露3極対話は、今後の東アジア情勢を左右
する主要な論点についての議論を通じて、各国の利害の合致する点と相違点を明らかにし、我
が国の対ロシア政策策定の一助とする。
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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

元海上自衛隊自衛艦隊司令官

下斗米信夫 法政大学法学部教授
前田匡史

国際協力銀行代表取締役副総裁

山口

東京財団上席研究員、笹川平和財団参与

昇

３．研究の実施経過
○国際会議の開催
昨年12月のプーチン大統領の訪日を受けて今後の動向が注目される日露関係、また、米ト
ランプ新政権の誕生で大きな変化の可能性が浮上してきた米露関係、更には日米露のいず
れもが深く利害関係を有する中国問題、朝鮮半島問題について、日米露3カ国がトラック-2
の対話を開催。具体的には、3月14

16日、露外交問題評議会（Russia International

Affaris Council 、 ロ シ ア ） と 連 携 し 、 全 米 外 交 政 策 委 員 会 （ National Committee on
American Foreing Policy、米国）もこれに参加する形で実施した。

プログラム
3月14日

日本大使公邸にてウェルカム・ディナー

3月15日

開会の辞
上月豊久 在ロシア特命全権大使（日本）
アンドレイ・コルトゥノフ 露外交問題評議会事務総長（ロシア）

第一セッション プーチン大統領訪日後の日露関係
畔蒜泰助 東京財団研究員兼政策プロデューサー（日本）
ドミトリー・ストレリツォフ モスクワ国際関係大学教授（ロシア）
前田匡史 国際協力銀行代表取締役副総裁（日本）
ロマン・ベルドニコフ 国営ロスセチ社第一副社長（ロシア）
第二セッション 米ﾄﾗﾝﾌﾟ新政権下におけるｳｸﾗｲﾅとｼﾘｱを巡る米露関係
ローズマリー・ディカルロ 全米外交製作委員会代表（米国）
トマス・グラハム キッシンジャー・アソシエーツ社専務取締役（米国）
セルゲイ・ロゴフ露科学アカデミー米加研究所研究ディレクター（ロシア）
第三セッション 米ﾄﾗﾝﾌﾟ新政権下の米中関係とﾛｼｱと日本へのｲﾝﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
アレクサンドル・ガブエフ カーネギー・ﾓｽｸﾜ・ｾﾝﾀｰ ｼﾆｱ・ｱｿｼｴｰﾂ（ロシア）
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加藤洋一 日本再建イニシアティブ研究主幹（日本）
エドワード・ルットワック 戦略国際問題研究所ｼﾆｱ・ｱｿｼｴｰﾂ（米国）
ウラジーミル・ペトロフスキー露科学ｱｶﾃﾞﾐｰ極東研究所主席研究員（ロシア）
第四セッション 朝鮮半島での動乱と日米露間の協力の可能性（3月16日）
イヴァン・ティモフェエフ 露外交問題評議会プログラム・ディレクター
西野純也 慶應義塾大学法学部教授
グレフ・イヴァシェンツォフ 元在韓国全権特命大使（ロシア）
スティーブン・ノエルパー ｺﾘｱ･ｿｻｲｴﾃｨｰ ｼﾆｱ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（米国）
ゲオルギー・トロラヤ 元在北朝鮮全権特命大使（ロシア）
第五セッション まとめ
その他の主な参加者
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（日本）

下斗米伸夫 法政大学法学部教授（日本）
ヴァシーリー・カーシン 露科学ｱｶﾃﾞﾐｰ極東研究所ｼﾆｱ・ﾘｻｰﾁ・ﾌｪﾛｰ（ロシア）
ドミトリー・スースロフ 露国立高等経済学院付属欧州・国際問題総合研究センター
副センター長（ロシア） 他
各国政府オブザーバー
吉田謙介 在ロシア日本大使館公政務担当公使（日本）
アーロン・コープ 在ロシア米国大使館一等書記官（米国）
ウラジーミル・ソコレンコ

露外務省対外政策計画局副局長（ロシア）

○国際会議への出席
5月30〜31日
ロシア外交問題評議会（RIAC）が主催する国際会議、
New Quality of Bilataral Relations

Russia and China-Taking on a

に参加（畔蒜・香田）

10月24〜27日
ヴァルダイ・ディスカッション・クラブ（Valdai Discussion Club、ロシア）が主催す
るヴァルダイ会議年次総会に出席（畔蒜）
11月13〜16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（畔蒜）
12月13日
ヴァルダイ・ディスカッション・クラブが主催するヴァルダイ会議アジア会合（シンガ
ポール）に出席（畔蒜）
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○情報発信（東京財団）
6月9日
第101回東京財団フォーラム「『オバマ・ドクトリン』に見る米国の中東戦略
容と影響を読み取る

その変

」

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
3月1日
東京財団ウェブサイト掲載記事「畔蒜泰助のユーラシア・ウォッチ（1）米露「ビッ
ク・ディール」の可能性は？」
４．研究の成果と評価
米国におけるトランプ新政権の誕生という大方の予想を反した展開を受けて、当初米側カウ
ンターパートとして予定していたヒラリー民主党色の強かった米カーネギー平和財団ではなく、
全米外交政策委員会（NCAFP）を米側のカウンターパートに変更した。NCAFPはローズマリー・
ディカルロ元米国連次席大使が代表を務める。なおディカルロ代表の夫は、米ジョージ・W・
ブッシュ共和党政権時に国家安全保障会議ロシア担当上級部長を務めたトマス・グラハム氏
（現キッシンジャー・アソシエーツ社マネージング・ディレクター）である。ロシア側は従来
から連携関係にあるロシア外交評議会（RIAC）をパートナーとして、会議を実施した。
今回の会合には在ロシア日本大使館を巻き込むことができたことが特筆される。その結果、
米露双方からも政府関係者が参加し、事実上のトラック1.5会合が実現した。
会合当日は活発な議論が行われ、例年以上に充実した内容の意見交換が行われた。今回の議
論が非常に活発化した要因としては、昨年12月のプーチン訪日や米トランプ政権の誕生の米露
関係や米中関係、そして朝鮮半島情勢の緊迫化といった世間的にも大きく話題を集めるテーマ
が議論の対象になったことがある。さらに、今まで経験を積み上げたことで、日米露3極会議
を実施する上での相手側の特徴やその間合いを徐々に掴みつつあるというのも大きい。もちろ
ん、中国問題を巡る議論など、改善する余地のある部分は残るが、北朝鮮問題ではかなり噛み
合った議論が展開されたことは大きな成果だった。
（１）−１２．Quad Plus会議(予算3,000,000円/2,918,496円)
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
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第2回会議、2016年2月のインド・ジャイプールでの第3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ができるかという点を
意識した議論を行う。
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（Australian Strategic Policy Institute 豪州）
・ヴェーヴェカナンダ国際財団（Vivekananda International Foundation インド）
○東京財団側
プロジェクト・メンバー：
山口

昇 東京財団上席研究員、笹川平和財団参与

小原凡司 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
３．事業活動の実施経過
○「第4回Quad Plus会議」の開催
・日程：2017年2月28〜3月2日
・場所：米国（ワシントンD.C.）
○東京財団側参加者
徳地秀史 政策研究大学院大学シニアフェロー
山口

昇 東京財団上席研究員、笹川平和財団参与

小原凡司 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
４．事業の成果と評価
第4回会議は、これまでの議論を総括する会議として、2月28日から3月2日の間、大統領選挙
が行われたばかりのワシントンD.C.において、各国が関心を寄せる項目について議論を行った。
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基づく。
会議は、パネル1「南シナ海の秩序：Quad4ヶ国の国益から」、パネル2「宇宙における能力
についての協力と共通の脅威」、パネル3「対テロ：過激派とインターネット上の挑戦」、パ
ネル4「アフガニスタン・パキスタンの安定化」、パネル5「戦略地政学的挑戦：インテリジェ
ンスにおける協力」という5つのパネルで構成された。
インド太平洋地域における最大の関心事は中国の動向とその意図である。また、米国を中心
に、テロリズムに対する脅威認識が高く、これら大きな二つの問題意識がパネルのテーマ選び
にも反映された形になった。
今回の会議では、4ヶ国の具体的な協力の方法を議論することが求められた。しかし特に宇
宙及び情報の分野では、各国の関心が大きく異なり、対応能力にも差があったため、合意でき
る協力の方法を見出すところまでには至らなかった。しかし各国が率直に意見を述べたことに
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よって、具体的な協力を進める上で解決すべき問題も明らかになりつつあり、今後の議論に
とって有意義なステップになった。
これまでに開催されたQuad Plus会議に用いられたペーパー等について、ヘリテージ財団の
特設サイトにて公開されている（http://www.heritage.org/the-quad-plus）。
（１）−１３．積極的平和主義実現(予算0円/決算0円)
１．研究の目的
安倍政権は2013年の国家安全保障戦略で「積極的平和主義」という日本をとりまく地域と世
界の安定のための戦略的な概念を打ち出し、法整備を行った。今後は、具体的に、遂行できる
政策のオプションを検討・整理し、それらに優先順位を与え、遂行する段階へと入っていくこ
とが明らかである。したがって、本プロジェクトでは、積極的平和主義の指針をもとに、日本
の今後の政策オプションを検討し、提言することを目的とする。
２．研究の実施経過
当初は、安倍政権が掲げる積極的平和主義をいかに実現すべきかという観点から、2016年度
後半以降にプロジェクトを立ち上げることを予定していた。しかし、プロジェクト・リーダー
の転出などの事情により、2016年9月にプロジェクトを実施しないこととした。
（１）−１４．経済外交(予算200,000円/113,747円)
１．研究の目的
日本外交の主たる基盤は経済力にあるとの認識が広く共有されながらも、内外の経済産業構
造の変化に応じた経済外交のあり方について、適切な見直しが為されてきたとは言い難い。経
済をめぐる対外交渉が取り扱うべき事象やその手法は多様性を増し、国際社会における日本の
政治的、経済的立ち位置も大きく変化してきたことを踏まえ、本プロジェクトでは、経済的手
段を利用した日本外交を研究対象として取り上げ、今後のあるべき経済外交について政策提言
を行うことを目的とした。
２．研究の体制
プロジェクト・リーダー：
浅野貴昭 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
○意見交換会の開催
7月8日

意見交換会

テーマ：「米国の対アジア経済外交」
講

師：マーク・マニン 米連邦議会調査局 アジア専門官
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外務省、経済産業省の政策実務担当者、研究者等、15名の参加を得て、TPPの展望、
米中経済覇権競争、米国大統領選と経済政策といった課題を中心に報告と意見交換が
行われた。
○研究成果の出版
・Routledge Handbook of Japanese Foreign Policy（2017年前半出版予定）
「経済外交」章の共同執筆（Maaike Okano-Heijmans, Clingendael）
４．研究の成果と評価
内外の政治、経済環境の変化に応じた日本の経済外交の概念的枠組み、あり方等を検討すべ
くプロジェクトを立ち上げた。米国大統領選、TPP交渉等、経済外交に関わるトピックについ
てメディアを通じて発信し、2017年に英Routledge社より出版予定の日本外交ハンドブックに
収める経済外交の章を共同執筆するなど一定の成果を挙げたことを以って、2016年9月にプロ
ジェクトを終了した。
（１）−１５．事業開発費(外交・安全保障）(予算300,000円/決算243,780円)
１．研究の目的
外交・安全保障分野における新たな政策課題を抽出し、国際関係及び日本国内情勢の変化に
対応するための新しい視点を持ったプロジェクト立案のための基礎的リサーチを行い、研究の
意義と手法が認められ成果が見込まれた場合には、新規プロジェクトを企画することを目的と
した。
２．研究の実施経過
○研究会の開催
4月19日 淡江大学亜州研究所Tsai所長率いる台湾代表団との意見交換
参加者：渡部恒雄 東京財団上席研究員、笹川平和財団特任研究員
7月12日 ジョージワシントン大学Robert Sutterとのラウンドテーブル
参加者：渡部恒雄 東京財団上席研究員
○現地調査
出張期間：2016年10月18〜22日
出張先：オーストラリア、キャンベラ・ボーラル
出張者：小原凡司 東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員
オーストラリアのIFRS（Institute for Regional Security（旧KOKODA FOUNDATION））主催
の戦略対話に出席。IFRSは、アジア太平洋地域の安全保障問題を研究する研究所であり、従来
から、トラック1.5の議論等を中心とした研究手法を用いて政策研究を行い、オーストラリア
の安全保障政策決定に大きな影響力を持つ。日米豪の外務省及び国防省の審議官級、シンクタ
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ンクの研究者との意見交換を通じて、日本及び地域の安全保障上の課題を見出すとともに、研
究成果を出すための戦略対話の在り方についても得るところが大であった。
３．研究の成果と評価
IFRS主催の戦略対話等を通じて、外交・安全保障分野での政策研究をいかに進めるべきかに
ついて理解を深め、日本の地政学的特性を反映した2017年度プロジェクトに活かすべく、日本
国内の安全保障研究者等と計画を協議するに至った。

（２）政治・経済・社会保障
（２）−１．財政推計（本格モデル構築）(予算2,800,000円/決算2,720,935円)
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当財団が、
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、日本の財政をめぐ
る議論の喚起等を狙う。
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
とした財政推計の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。本年度は、暫定型で今後の発展を見据えたβ
版ツールを作成し公開すると共に、今後の推計の本格化・高度化に向けた論点整理とβ版ツー
ルのメンテナンス・更新に取り組む。
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、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授
（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）
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＆コンサルティング株式会社 経済政策部副主任研究員
（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）
リサーチ・アシスタント２名（日本大学修士課程、創価大学生）
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３．研究の実施経過
財政推計の構築については、これまでの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β版
の構築を進めた。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1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めた。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。
専門家によるピアレビューを経て、2016年5月26日には、β版の公表に至り、メディア向け
説明会も開いた。β版の公表に際しては、プログラミングや経済学に詳しくない政治家・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できる簡易
版インターフェースツールも併せて公表した。朝日新聞、東洋経済、日経ビジネス、TBS「報
道特集」、ダイヤモンド等の複数のメディアに推計ツールを用いた日本の財政の将来として
報道され、多くの関心を集め、財政健全化に関する議論をリードすることができた。
また、β版公表直後の6月1日に安倍総理が消費税率の引き上げの先送り（2017年4月→2019
年10月）を表明したことに伴い、β版の修正に取り組み、6月3日に修正後の推計ツールを公
開した。さらには、β版リリースに伴う各方面からの反響を踏まえ、6月6日にはＱ＆Ａ（よ
くある質問と回答）を作成、公開した。
また、今後の推計のさらなる活用を目指し、大学の合同ゼミ（明大、日大、千葉大、創価
大、法政大）に参加した（7月16日）。
β版公開後は、推計ツールの高度化に向けた論点整理のため、専門家（内閣府、財務省財
務総合研究所、国立社会保障・人口問題研究所、英国財務省出向経験者）を招き、月1回の
ペースで研究会を開催し、政策に反映するための推計ツールのあり方について議論を重ねる
と共に、β版のメンテナンスと更新に向けた準備を進めた。
○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等）
政府（内閣官房行政改革推進本部事務局）から、行政改革推進会議歳出改革ワーキンググ
ループ委員として、亀井研究員が、春及び秋の行政事業レビュー（行政事業総点検）に評価者
に任命され、財政健全化の観点から各省の議論に参加した。また、自民党有隣会（谷垣グルー
プ）夏季研修会での本推計を踏まえた財政の課題に関する講演、さらには、個別の議員へのレ
ク等にも対応した。研究会メンバーも、各方面にて、本推計ツールの利用の可能性について言
及し、その利用を促している。
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○論考等の発信、外部の研究会・シンポジウムへの登壇等
・メディア、外部シンポジウム等
朝日新聞（6月2日、9月27日）、TBS「報道特集」（6月4日）、日経ビジネス（7月1日）、
ダイヤモンド（10月1日）、ニッポン放送（10月29日、11月5日）日本経済新聞（1月9日
等）等の各種メディアに掲載
アゴラ論考「2020年代後半、日本の財政はこうなる」（5月31日）
国立社会保障・人口問題研究所研究会（6月24日）
戦略経営研究会（9月1日）
みずほ証券グローバルカンファレンス（9月13日、外国人投資家との対話）
麹町アカデミア（9月14日、ビジネスマン等を対象とした講座）
みずほ総合研究所政策カンファレンス（9月28日）
言論NPO：消費税増税先送りの評価と日本の財政再建の可能性（実哲也日本経済新聞社
論説副委員長、鈴木準大和総研主席研究員、小黒一正法政大学教授、亀井研究員、6月
14日）、安倍政権4年目評価（12月14日、小黒一正法政大学教授、西沢和彦日本総合研
究所上席主任研究員、亀井研究員）、併せて、有識者20名に聞く安倍政権の4年評価に
も亀井研究員が参加、Japan Institute for Global Health：データヘルスと日本財政
の今後（12月8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）等
４．研究の成果と評価
過去のプロジェクトで取り組んできた独立財政推計機関の設置推進と財政推計の構築の両輪
が相まって、当財団が求心力を発揮し、財政健全化を着実に進めていこうとの意志を持つ様々
な活動主体との連動を進めた。
一方、前年度に引き続き、政府・与党、マスメディアの財政問題への関心は低く、β版の公
表及び消費税引き上げ先送りに対する素早い対応によって、世論喚起や与党の政策集団を含む
政治家への個別のアプローチは一定の成果が見られたものの、大きなムーブメントを作るまで
には至っていない。
β版公開後は、推計の本格化に向けた論点整理を外部の専門家も交えて進めてきた。財政に
関する長期推計としての本推計の構造及び方向性については妥当との評価を得るも、具体的な
政策立案に活かすためには、現状のままでは政策に関する変数が少ない等の指摘もあった。β
版では、財政健全化に向けた議論を喚起するため、まずは2025年以降の財政の全体像の投影を
優先したこともあり、パラメーターが限定されてしまったとの反省がある。今後の政策議論が、
歳入面では、所得税や保険料率のあり方も含めた幅広い展開が想定されること、また、歳出面
でも、今後議論が想定される地方の負担や教育等の政策はGDPや年齢別人口構成だけで説明で
きない項目が多く、そこに対応できる構造が求められている。
一方、先行事例でもある英国予算責任局が使うモデルの構造を分析したところ、これまで取
り組んできた我々の推計と骨格は同じものであるが、個々の政策に関する評価をモジュール化
し、外生変数として連結する方法は今後の推計の高度化に向けて示唆に富むものであり、そう
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した知見を本プロジェクトの推計に反映させる。
なお、β版の更新・メンテナンスについては、2017年初頭に予定されていた国立社会保障・
人口問題研究所による人口推計の公表が遅れているため、体制の見直しを図った上で改めて実
施する必要がある。
（２）−２．医療・介護・社会保障制度の将来設計〜地域の医療体制整備〜
(予算1,300,000円/決算772,567円)
１．研究の目的
医療・介護など社会保障制度については、人口の老齢化などで制度の持続可能性が問われて
いる。政治サイドの議論は活発とは言い切れず、メディアも政策動向の表層を追っているに過
ぎない。このため、非営利・独立のシンクタンクとして、患者・利用者や納税者の視点に立っ
た政策研究を展開する意味は大きい。本プロジェクトでは（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―に絞り込む形で研究を進
め、提言あるいは報告書を作成する。
このうち、（1）に関連し、政府は病床機能の再編を目的とした「地域医療構想」を進めて
いる。これは膨らんだ急性期病床を圧縮することで医療費の抑制を図るのが目的であり、各都
道府県は二次医療圏ごとに2016年末までに地域医療構想を策定する予定である。今後の医療政
策及びプライマリ・ケアの制度化を考える上では、その到達点や課題を整理するとともに、さ
らなる改革に向けた考え方を示す必要がある。
（2）に関して、個別のケア項目を評価する出来高払いの見直しが求められる。政府は在宅
を中心に切れ目なくサービスを提供する「地域包括ケア」を推進しているが、出来高払い制度
では専門職間の連携や統合を促すのではなく、むしろ質よりも量を増やすインセンティブが働
きやすい。この一環として、米国では報酬制度の包括化やケアの質評価を通じて、医療の質向
上と費用節約を両立させる改革が進んでいる。この改革は医療経済的な効率化だけでなく、地
域を中心としたケアの包括化を目指す地域包括ケアと同じ方向性を有している。さらに、日米
両国は民間が提供体制の中心を果たしている点で共通しており、仮にこの改革が成功すると、
日本においても参考となる点が出てくると予想される。
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（1）

冨田清行 東京財団研究員兼政策プロデューサー（2）
メンバー：
加藤久和 明治大学政治経済学部教授
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、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授
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土屋了介 東京財団上席研究員、神奈川県病院機構理事長
ほか、オブザーバーとして医療経済学の研究者
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
1月13日 地域医療構想に関する研究会開催
2月20日 地域医療構想に関する研究会開催
3月13日 地域医療構想に関する研究会開催
○講演等
4月16日 フジテレビ番組出演（三原）
11月11日 地方議員勉強会で講演（三原）
11月21日 地方議員研修会で講演（冨田）
1月20日 中野区で講演（三原）
1月26日 ケアアライアンス横浜で講演（三原）
1月27日 地方議員勉強会で講演（三原）
2月 9日 自立支援を考えるイベントで講演（三原）
2月 9日 茨城県障害者差別相談窓口担当者研修会で講演（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）
・「現場が望む社会保障制度」（『医薬経済』毎月連載、三原）
・「新総合事業で地域包括ケアは生まれるか」（『月刊／介護保険情報』6月号』、三原）
・「負担含め将来像で競え」（7月5日共同通信配信記事、三原）
・取材協力「知っ得 なっ得 国民健康保険」（8月27日〜、朝日新聞、全5回、三原）
・「混合介護を巡る幻想〜ケアマネ報酬の見直しが不可欠」（『月刊／介護保険情報』11月
1日号、三原）
・地域医療構想の記事についてコメント掲載（3月8日配信）
○財団ウェブサイトへの論文等の掲載
・論考「障害者差別解消法の意義を考える〜『合理的配慮』などのキーワードから読み解く」
（4月20日、三原）
・対談シリーズ「医療保険の制度改革に向けて」日本総合研究所上席主任研究員西沢和彦氏
との対談（5月11日〜全3回、三原）
・論考「患者目線で考える医療提供体制改革」（7月28日、三原）
４．研究の成果と評価
（1）については、2017年3月までに全ての都道府県で地域医療構想が出そろうのを受けて、
その成果と課題を取りまとめた報告書を準備しており、2017年4月頃に発出する予定である。
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報告書では過去の政府文書や検討経過を検証した上で、①病床再編による医療費適正化、②切
れ目のない提供体制の構築―という2つの目的が混在している点を指摘する。その上で、最新
の国の動向や都道府県の策定プロセス、構想の内容を検証し、国は①、都道府県は②を重視し
ている点を指摘し、制度の課題や政策提言を盛り込むことにしている。このほか、学会発表や
雑誌寄稿などを通じて、医療保険制度や介護保険制度などの研究成果を対外発信できた（一部
は「事業フォローアップ費」で対応）。
（2）については、米国における医療の質と費用節約の両立の改革の動向を分析し、日本の
改革の方向性について検討する論点整理をまとめる予定である。論点整理では、米国における
プライマリ・ケアの強化のための報酬支払改革が進行しており、ケアの統合に向かう包括払い、
質の反映方法、医療提供者、保険者の役割分担などの観点から、日本での制度改革の論点を浮
き彫りにすることとし、今後の具体的な制度設計に向けた整理を行う予定である。
（２）−３．資産所得格差と税制のあり方(予算900,000円/決算850,490円)
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、個人消費の伸び悩み、経済成長率の停滞など十分な成果が上がっているとは言えない
状況にある。加えて、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きつつある。
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ものとして、2015年度に具体的に議論を重ねてきた。2016年
度は、これまでの議論をとりまとめて政策提言を行うため、提言書の執筆及び周知活動を行う。
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、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授
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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
○政策提言の発表、周知の経過
6月23日 記者懇談会「格差是正と成長のための税制改革 〜税と社会保障のグランドデザイ
ン〜」開催
6月29日 政策提言「税と社会保障のグランドデザインを」発表
9月29日 東京財団フォーラム「税と社会保障のグランドデザイン〜幸せな暮らしのための
税制改革に向けて〜」開催
○「経済活性化と税制」研究プロジェクトの発足
6月の政策提言の発表の後、税制に関するさらなる課題に取り組むべく、新プロジェクトを
発足させるに至った。
（１）研究の目的
税制の機能は、所得再分配、経済活性化、財源調達の三つであり、これまでは「資産所得
格差と税制のあり方」プロジェクトなどにおいて、主として所得再分配と財源調達機能に
焦点を当てて議論してきた。本プロジェクトでは、残された課題としての、3番目の機能で
ある「経済活性化と税制」について研究することとする。さらに、本プロジェクトを以っ
て、新研究所構想の中核となるユニット制を試行することとし、研究活動や情報発信のた
めの体制整備を進める。
（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
小黒一正 法政大学経済学部教授
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
冨田清行 東京財団研究員兼政策プロデューサー（2016年10月まで）
（３）研究の実施経過
研究会の開催
9月29日
11月21日

「英国のユニバーサルクレジットについて」、佐藤主光
「社会保障と雇用」、神林 龍（一橋大学経済研究所教授）
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12月26日

「中小企業課税の新展開」、田近栄治

2月 2日

「社会保障・税の一体改革ver2」、小黒一正

3月10日

「貧困測定の 課題と展望」、小塩隆士

情報発信
1月20日にはウェブサイト「税・社会保障調査会」を立ち上げ、情報発信活動をより本
格化させた。森信上席研究員による定例コラムに加え、研究メンバーによる論考をも順
次掲載する形態をとっており、時宜を得た論考の発表は税制関連の政策議論の活性化に
貢献している。
森信上席研究員によるコラム「税の交差点」
9月 1日 日本の経済対策に求められている視点ー世帯の逆転現象をなくす政策を
1月20日 今年こそ社会保障・税一体改革を
1月24日 トランプ税制の見どころ その１−還流税制
1月30日 トランプ税制の見どころ その2 −ﾎﾞｰﾀﾞｰ･ﾀｯｸｽ（Border Tax）とは何か
2月13日 財政再建に水を差すシムズ論
2月20日 AI(人工知能)と資産課税
2月27日 民泊・シェアリングエコノミーの解禁に合わせ税も議論を
3月13日 国境調整税（ボーダータックス）―トランプ税制をどう考えるか
3月24日 シェアリングエコノミーと税制―法人税、消費税の問題
研究会メンバーによる論考
1月20日 英国のPAYE(Pay As You Earn)に学ぶ所得情報のデジタル化（佐藤）
1月20日 エレファント・カーブをどう読むか――貧困と格差への対応（田近）
1月20日 ICT技術等を最大限活用して、労働生産性の向上とワークライフバランスを
同時達成するための税制改革を（小黒）
1月23日 財政運営は厚生労働省の所管（小塩）
1月30日 受益と負担のバランスをにらんだ社会保障給付の抑制 （土居）
2月13日 シムズの物価の財政理論（FTPL）と財政再建 （佐藤）
3月 6日 法人税における国境調整税（ボーダータックス）
−付加価値と税の関連を考える（田近）
3月13日 国境調整税（ボーダータックス）と消費税（佐藤）
４．研究の成果と評価
上記のとおり、政策提言を発表し、東京財団フォーラム等を通じて周知活動を行ったことに
より、研究成果が広く社会に認識されたものと考える。
引続き、アベノミクス下で進行している、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。
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具体的には、成長と所得再分配を両立するため、税と社会保障の一体化や金融所得課税の強化、
二元的所得税などについて制度改革を提言し、配偶者控除の見直しや所得控除から税額控除へ
の流れに向けた政策議論の展開を進めることができている。
政策提言発表後、「経済活性化と税制」研究プロジェクトを７月に立ち上げ、新研究所構想
の中核となるユニット制を試行するため、10月より仮想ユニットとしての運営を開始した（以
後の予算は政策研究所設立費を充当）。税・社会保障政策の議論の拠点として新たにウェブサ
イトを構築し、研究内容のタイムリーでわかりやすい発信を行うとともに、研究会やウェブサ
イトの運営など各種手続きをユニット内で遂行するための体制整備を進めた。また、仮想ユ
ニットの試行を通じて今後のユニット体制の構築に向けた運営上の課題抽出を行っている。
（２）−４．雇用政策・非正規雇用のあり方研究(予算200,000円/決算20,000円)
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。
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、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授
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
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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った。
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を送付した。その
結果として24企業、計3,171人の回答を得た。
協力企業（業態・組合別、順不同）：
雪印メグミルク、不二家、浜松ホトニクス、クリエート・エス・デイ、
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、元味の素労働組合中央執行
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
初期分析結果としては、現在、政府が進める政策である「正社員転換・待遇改善プラン」
（厚生労働省、1月28日発表）に示された「『正社員の仕事がない』ためにやむなく非正規で
働く人の割合を2016年度以降の5年間で約半分にすることを目指す」（朝日新聞、1月29日）と
の方向性は支持されることが明らかになった。これは、非正規雇用者の使用は正規雇用者の意
識に一定の悪影響を与え、目に見えない形の費用を支払っている可能性がある一方、非正規雇
用者が正規雇用者に転換したとしても、正規雇用者は雇用の安定性に満足している等の理由に
より、これを脅威と捉えていないためと考えられる。
これらの調査結果は、協力労組へのフィードバックを10月から11月にかけて行い、職場の意
識調査として評価を得ることもできた。
４．研究の成果と評価
本調査は、プロジェクト・リーダーの発案によって着手し、当財団の協力によって、多くの
労働組合を通じて正社員の意識を調査する日本で初めての取組みとなり、政策面での示唆を得
ることができた。その一方、調査対象は業種や規模等、幅広いものとなったが、アンケートの
実行可能性を重んじた結果、非正規雇用者に対する対応が手厚い企業が相対的に多くなり、サ
ンプルとしての偏りも見られた。また、プロジェクト・リーダーの多忙等の事由により、一定
程度の分析で留まってしまった。各労組はじめ多くの協力を得てアンケートの実施まで漕ぎ着
けたことを踏まえれば、プロジェクト・マネージメントに課題があったと考えらえる。
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（２）−５．１９９８年体制論(予算3,500,000円/決算2,222,085円)
１．研究の目的
本プロジェクトはまず、日本の経済、社会、政治が1997 1998年にかけて大きく転換したの
ではないか、という仮説を検証していく。その上で、「1998年体制」の存在をサポートする
データなどが十分に得られた場合には1998年体制についての研究を経済学者、政治学者、社会
学者などの参加を得て進める。得られなかった場合には、1997

1998年以降に発展した各種の

経済制度についての分析を進める。
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、東京大学名誉教授
加藤創太 東京財団常務理事兼上席研究員
メンバー：
神林

龍 東京財団研究員、一橋大学経済研究所教授

小林慶一郎
清水

東京財団上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授

剛 東京財団研究員、東京大学大学院総合文化研究科准教授

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
３．研究の実施経過
年度の初めにメンバー全員が集まった会合を開催し、1997〜8年前後に、政治・経済・社会
において不連続な変化があったという仮説についての問題意識を共有した。その上で、各メン
バーがそれぞれの専門分野において1997〜8年前後に不連続な変化があったか否かのデータを
収集しその検証を行った。また、関連する分野の専門家からのヒアリングも行った。データ及
びその分析につき一定のものがまとまった段階で少人数での打ち合わせを行った。
４．研究の成果と評価
本年度は「1998年体制」仮説の検証のためのデータ収集とその予備的な分析に重点を置い
た。「1998年体制」仮説を裏付けるデータと必ずしも整合的でないデータの双方があった。
理論面では、当初の仮説を修正しつつ、そういった一連のデータの関係を整合的に説明でき
るものを模索しているところである。他方、ヒアリングを行った各分野の専門家からは
「1998年体制」仮説について多くのサポーティブな意見をいただいた。多くの研究者や実務
家は感覚的に、1998年前後に何らかの段差があったと感じているが、データ面ではそれを現
段階で明らかにすることはできていない。次年度の課題である。
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（２）−６．政治のリスク分析(予算5,000,000円/決算4,958,019円)
１．研究の目的
有権者の投票行動や世論を背景にした政治権力の集中は、一面では迅速な「決められる政
治」の実現を可能にする。政府の有権者によるガバナンスを高めるという効果もある。反面、
権力の集中は政治の変動を大きくし「多数者の専制」のリスクなどを増大させる。多数の意
思が誤った方向に向かったときには、「決められる政治」体制は「決められない政治」体制
に比べ、より大きな負の影響を受ける。また世論の影響力の増大は、政治・政策を短期視野
化する可能性がある。
本プロジェクトは、政治権力の集中と分散のあり方について、おそらく世界で初めて金融
工学の知見を取り入れ分析しようとする試みである。金融工学的な表現をすれば、政治権力
の集約化はハイリスクハイリターンの政体（「決められる政治」）へとつながり、その分散
化はローリスクローリターンの政体（「決められない政治」）へとつながる。適正なリスク
とリターンのバランスをもたらす政治・行政制度は何か？

本プロジェクトでは、一院制・

二院制、選挙制度、中央銀行の独立性など各種の政治制度がどの程度政治変動に影響を与え
るかを分析し、適正なリスクとリターンのバランスを導く政治・行政制度のあり方を探る。
新しい研究であるため、まずはクレディビリティを確保することが必要になる。そのために
当初は政策研究のベースとなる学術論文を発表することに力点を置き、並行的に一般向けの
論考なども発出することで、政策や学界への影響を与えることを目指す。
２．研究の体制
プロジェクト・リーダー：
加藤創太 東京財団常務理事兼上席研究員
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
メンバー：
佐藤整尚 東京大学経済学部准教授他
2016年度は研究初年度であったため、各分野の専門家のヒアリングや、関係する研究者が
集まった小会合を行ってきた。今後、固定の研究メンバーを入れていく予定。
３．研究の実施経過
年度前半は問題意識の醸成、金融工学者との共同研究の可能性の探索などに力点を置いた。
同時に、学術論文の執筆・発表等も行った。年度中盤以降は、学術論文の執筆と学会や学術
誌への投稿・発表により重点を置くようにした。研究者間で小会合を何度か開催し、将来的
には固定メンバーによる研究グループの立ち上げを考えている。また研究成果に基づいた一
般向けの論考の執筆や講演も行った。
前年度までの姉妹PJ『財政と民主主義』の研究成果の書籍化も当時の研究メンバーと定期
的に打ち合わせをしつつ進め、2017年3月に日本経済新聞出版社から『財政と民主主義 ポ
ピュリズムは債務危機への道か』を出版した。
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４．研究の成果と評価
＜研究成果＞
○書籍
『財政と民主主義 ポピュリズムは債務危機への道か』2017年3月（加藤・小林研究員編著、
日本経済新聞出版社）
○学術論文
Heterogeneity and redistribution in financial crises,

Macroeconomic Dynamics

Vol 20, Issue 6, pp. 1527-1549.（査読有）（小林研究員他）
Rationally Myopic Voter: Uncertainty, Distrust, and Populist Policy.
2016年4月 中西部政治学会（MPSA）にて発表（査読有）（加藤研究員）
Political Economic Transition and Output Loss: Evidence from Japanese Political
Economy 1990-2005.

2016年4月

中西部政治学会（MPSA）にて発表（査読有）（加藤研

究員）
〇カンファレンス（主要なもののみ）
2016 年 8 月 22 日

ESEM

（ ＠ Geneva ）

Debt-ridden borrowers and productivity

slowdown. （小林研究員）
○新聞・雑誌等（主要なもののみ）
『選挙は足元の景気で決まる』日経ヴェリタス 2016年6月12日（加藤研究員）
『財政論議、20年で振り出しに−政治システムの変革必要−』日本経済新聞 「経済教室」
2016年6月20日（小林研究員）
『経済論壇から』日本経済新聞 2016年6月26日（加藤研究員の論考『選挙は足元の景気で
決まる』及び小林研究員の論考『財政論議、20年で振り出しに−政治システムの変革必
要−』を紹介）
『豊洲問題、根底に無責任体制』日経ヴェリタス 2016年10月2日（加藤研究員）
『デフレ期待は「将来不安」』

日本経済新聞 「経済教室」2016年10月17日（小林研究員）

『「楽観」は成り立つのか（社説余滴）』朝日新聞 2017年1月13日（加藤研究員）
『トランプ大統領で本当に変わるか』日経ヴェリタス 2017年1月22日（加藤研究員）
『「合理的期待仮説」次の課題』 日本経済新聞「経済教室」 2017年2月20日（小林研究員）
○講演など（主要なもののみ）
5月18日 民主党幹部会「財政危機時の政府の対応プラン」（加藤研究員）
2月16日 自民党財政再建特命委員会「日本財政の危機と課題」（小林研究員）
3月27日 日本アカデメイア「日本の財政と民主主義」（小林研究員）
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＜研究の評価＞
初年度となる2016年度プロジェクトについては順調に研究作業が進んだと考える。当初の
大きな目的であった学術論文は、経済学及び政治学の海外の主要な学会や学術誌で採用さ
れた。他の論文の発表準備も概ね順調に進んでいる。一般向け論考も主要な新聞等に多く
を発表し、ポピュリズムが世界を席巻する中で中心的な論客の一人として注目を集めたと
考える。
金融工学者の共同研究者を確定させることができなかったことが一つのマイナス点だが、
金融工学者などとの種々の打ち合わせなどを通じ、将来的な共同研究の可能性も見えてき
ている。次年度は固定メンバーでの研究会の発足の可能性も検討しつつ、引き続き学術論
文の発表、一般向け論考の発信などで政策への影響や世論喚起に努める予定である。

（３）環境・社会基盤
（３）−１．激動する世界のエネルギー動向と日本の課題(予算1,400,000円/決算1,272,648円)
１．研究の目的
COP21でのパリ協定の採択は世界的な脱化石燃料というエネルギー転換の方向を決定付ける
こととなった。一方、日本は京都議定書の発効が行われた1997年のCOP3を主催したものの
COP17では温室効果ガス削減目標を示すことが出来なかったという経緯がある。今回のCOP21に
おけるエネルギー転換の動きでも日本はプレゼンスを発揮することが出来ず日本の政策的な動
きは鈍い状況にある。本プロジェクトではエネルギー転換に対する各国の動向を調査するとと
もに日本の対応の遅れの原因を探り日本の課題点を提示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
11月 1日 「海洋エネルギーの動向」
講師：池上康之 佐賀大学海洋エネルギー研究センター副センター長教授
11月22日 「中小水力発電の動向」
講師：小林

久 茨木大学農学部教授

○国内外の調査出張
8月25〜26日

長野県飯田市（市民太陽光発電事業の視察調査）
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7月29〜8月1日 福島県郡山市（福島電力の視察調査）
9月15〜18日

沖縄県久米島（海洋温度差発電視察調査）

9月20〜22日 長崎県小浜市（温泉バイナリー発電視察調査）
2月 9〜10日

北海道札幌市（市民風力発電事業の視察調査）

3月22〜26日

米国ノースカロライナ州（米国のエネルギー政策動向調査）

○各種メディア、出版等での発信
･「地域エネルギーの持続的活用に向けて（上）」『地方行政』時事通信社（2016年11月）
･「地域エネルギーの持続的活用に向けて（中）」『地方行政』時事通信社（2016年12月）
･「地域エネルギーの持続的活用に向けて（下）」『地方行政』時事通信社（2016年12月）
･ BSジャパン「日経FTサタデー9」出演（2017年2月18日）他
○講演、会議への出席等
6月10日 株式会社リーテムでの講演「世界のエネルギー動向」
9月11日 環境経済・政策学会での報告「国際資源動向」
9月15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
10月22日 早稲田大学グローバルグローバルエデュケーションセンターでの講義
11月 5日 国立研究開発法人科学技術振興機構LCSでのコメンテーター
2月 8日 参議院資源エネルギーに関する調査会での意見陳述
2月28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
3月23日 米国ノースカロライナ大学での講演「日本のエネルギー政策」
４．研究の成果と評価
上記のように研究の成果を財団ホームページや各種メディアへの寄稿、各種講演、会議等へ
の参加により積極的に発信した。その結果、本プロジェクトの研究活動が評価され、2017年2
月28日には参議院の「資源エネルギーに関する調査会」に平沼研究員が招聘され、国会にて世
界のエネルギー動向と日本の課題について意見陳述を行った。
本研究のまとめとして報告書を作成し2017年4月以降に公表する予定で準備中である。
（３）−２．水産資源管理と経済的利益再配分システム研究
(予算4,500,000円/決算4,100,047円)
１．研究の目的
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
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景には、資源の持続可能性を高めることと事業者の経済的利益を上げることの両立を明確な目
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
な評価値を超えて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のため、結果として、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。
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：
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
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
亀井善太郎 東京財団研究員、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授
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
めてきた。
（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）
本年度の活動は、日本の国内の漁業・資源管理制度については、日本の漁業・資源管理制度
の変遷に関する調査を継続すると共に、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、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及び福島県
漁連、加えて、インド洋及び島しょ国地域におけるまき網漁業者等）、新潟県IQについては価
格形成に関する経済学的分析等に取り組んだ。
先進国の制度調査については、欧州各地（アイスランド・ノルウェー・イタリア、6月22日

- 51 -

〜7月5日、小松上席研究員、濱田新潟大准教授）及び前年度に引き続き米国及びカナダ（2月
28日〜3月16日、小松上席研究員）を訪れ、各国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を行った。イタリアでは国連食糧農業機関(FAO)
幹部との面談を通じて、各国の課題と現状を幅広く調査した。とくに、米国及びカナダでは、
前年度の調査を踏まえ、さらに調査内容を深め、本プロジェクトとりまとめの集大成として、
ITQ導入の最新の成果と課題を明らかにした。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。
小松上席研究員においては、別の機会を利用して、マーシャル諸島政府（RMI）とPNA（ナウ
ル協定締約国）事務局を対象とした海外調査も行った（10月2日〜10月10日）。これらで得た
知見は2017年6月をめどにとりまとめる報告書・政策提言に反映する予定である。
○情報発信等
水産資源管理、豊洲市場問題等を中心に幅広いテーマについて、小松上席研究員が書籍及び
論考を発表すると共に、各メディアの取材に応じた。
「世界と日本の漁業管理」（成山堂、2016年12月発刊）
「『豊洲市場』これからの問題点」（マガジンランド、2017年2月発刊）
「アイスランドとウェストマン諸島の水産業」（季刊「しま」、2017年1月）
「日本の水産業と地方創生」（公益財団法人NIRA総合研究開発機構、11月17日）
各一般紙、世界日報、水産業界紙みなと新聞（毎週連載）等
また、上記の海外及び国内調査に加え、水産資源管理を巡っては、ステファン・ペイトン在
日ニュージーランド大使や奥原農林水産事務次官等、内外の要人と会談を重ね、本プロジェク
トで見えてきた水産資源管理の課題や今後のあるべき方向性についても問題提起を重ねている。
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ことが、これまでの研究で明ら
かになってきている。また、経済や法制度の専門家不在で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。
こうした現状を解決し、水産資源の持続可能性を高めるためには、法令による制度化、科学
的検証の導入とモニタリングとPDCAを伴うアウトプット・コントロール、マルチステークホル
ダー参加による枠組みの構築（日本では事業者と行政のみ）、地域の実情に応じた柔軟な運用、
さらには、海だけでなく、山・川・海を含めた包括的な生態系の保全が必要との方向性が見え
てきている。
引き続き、研究を重ね、まずは2017年6月を目途に、これらをまとめた報告書・政策提言を
発刊すると共に、ハイネス・スミソニアン環境研究所所長を招聘したフォーラムを開催し、各
方面への継続的な発信を計画する。
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（３）−３．生命倫理に関する基本政策研究(予算2,000,000円/決算1,874,950円)
１．研究の目的
1980年代以来、人間の生命と身体に深く介入する先端医療技術が急速に発達し、それらの何
をどこまで使ってよいかについて公的規範を定める必要が出てきた。この生命倫理に関する政
策課題に対し、西欧主要国は活発に立法を進めてきたが、米国では基本的に、立法よりも問題
事例について裁判所が下す決定を積み重ねることで、国全体のルールをまとめてきた。
それに対し日本では、立法に消極的で、問題が起こるたびに行政指針を個別に定めて対応し
てきたが、専門学会などの自主ルールにまかせたまま公的規範がない分野も多い。その結果、
生命倫理として何が重要で、何を守り、何を厳しく管理しなければいけないのかについて全体
像が明らかにならず、研究や臨床の現場に戸惑いや混乱を招いている。専門家ですら、どこに
どういうルールがあるのかわかりにくい状態なので、一般市民にはなおさらわかりにくく、生
命倫理の政策課題に対する理解と合意形成を妨げている。こうした状況に対し、専門の識者の
間では、乱立した指針をまとめ、「生命倫理基本法」を制定する必要があるとの声が上がるよ
うになった。しかし、その具体像を明らかにし、法案の策定に取り組む動きはない。
これまで、2007年から2010年にかけて、本目的と同様の問題意識の下、生命倫理の土台づ
くりプロジェクトを実施し、研究を行ったところ、有識者による議論を経て、課題の抽出、論
点整理を提示し、3つの政策提言（『生命科学研究の自由と倫理』（2009年4月）、『停滞する
生殖補助医療の論議を進めるために−代理懐胎は許されるか−』（2010年2月）、『生命倫理
の土台をつくる』（2010年7月））に結び付けた。しかしながら、生命倫理基本法の議論まで
至らず、生命倫理政策という国民生活に影響の大きい領域については、基本法の議論の前に社
会的土台の形成も必要との認識から、その後、生命倫理サロンを立ち上げて活動を続けてきた
経緯がある。
そこで本研究は、サロンでの実績を踏まえつつ、ほかでは手つかずの上記の課題を引き受け、
日本において必要とされる生命倫理の基本政策のあり方を明らかにし、その基本政策の理念に
基づき、どのような公的規範を、どのように形成していけばよいか、法提案に向けた青写真を
提示することを目標とした。
２．研究の体制
プロジェクト・リーダー：
橳島次郎 東京財団研究員
メンバー：
冨田清行 東京財団研究員兼政策プロデューサー
３．研究の経緯
4月

欧州評議会「人権と生物医学条約」、欧州連合基本憲章の分析

7月

在ストラスブール領事館への問い合わせ（欧州評議会条約策定に関する関与）

9月 米国医師会「医の倫理規程」の分析
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11月

東京大学法学部 樋口範雄教授、東京大学附属病院小児科 渡邊美穂医師へのインタ
ビュー（米国医師会倫理規程、米国臨床医の倫理遵守状況など）

12月 国連ユネスコ「生命倫理と世界人権宣言」の分析
報道コメント、寄稿等
「乳幼児健診結果京大に

知らされず提供 抵抗感が大きい」（朝日新聞神戸版）4月27日

「倫理的側面から子宮移植を考える」（Medical Torch）5月
「精神疾患に対する脳神経外科的治療 日本での臨床試験が直面する課題」（臨床評価）6月
「『望み通りの死』包括支援を」（毎日新「海外渡航臓器移植患者『診療拒否』医大を提訴
仲介者の責任も」（共同通信配信）10月14日
「高齢者の肺炎治療差し控え案について」（NHKニュースウオッチ9）10月26日
「移植断念 判断時に誤情報
「新型出生前診断

提供数増加 現場追いつかず」（朝日新聞）10月26日

乱用の懸念」（読売新聞）10月29日

「ジャンル別用語解説 生命科学」（現代用語の基礎知識2017）11月
「ルールなき臨床研究」（朝日新聞）12月16日
「同意書

偽造

で受精卵移植 親子関係認めないよう訴え」（NHKニュース）2月20日

「匿名提供の第三者卵子で出産 法整備 進まぬまま」（共同通信配信）3月22日
「匿名の第三者が卵子提供、40代女性が出産 国内初」（TBSニュース23）3月22日
４．研究の成果と評価
生命倫理の基本を探る上で、ヨーロッパとアメリカの取り組みを調査分析することを通じて、
患者や研究参加者保護の具体的なあり方、第三者の保護のあり方など、生命倫理分野の共通す
る柱を抽出し、日本の現状と照らし合わせることができた。本研究の成果については、どのよ
うな形にするかを検討した上、取りまとめを行う。
（３）−４．事業開発費（経済・社会保障、環境・社会基盤共通）
(予算1,000,000円/決算734,191円)
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．研究の実施経過
○地方自治関係のプロジェクト
地方自治関係プロジェクトの立ち上げを目指し、現地調査やネットワークの充実を図る活
動を展開した。まず、2016年6月2〜4日、住民主体のまちづくりを進める島根県雲南市を訪
れ、同市役所が開催する「雲南ゼミ」に参加した。ゼミでは、雲南市が進める住民主体の
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取り組みについて、参加者と雲南市民、雲南市役所職員がともに学ぶことを目指しており、
まちづくりの中心的な役割を担っている「地域自主組織」の活動や運営の実情、住民と組
織の関係、組織と市役所との関係などについて学んだ。
さらに、大分県日田市で8月19〜20日に開催された第30回自治体学会に参加した。自治体
学会とは1986年10月、自治とまちづくりに関する研究を自治の現場から深めるとともに、
関係者とのネットワークを形成する観点で発足した。学識者や地方議員、自治体職員、NPO
関係者らで構成しており、地方自治に関する学会としては老舗的な存在に当たる。学会で
は地方議会の活性化や感染症対策、子どもの貧困問題などが話題になり、知見を広げると
ともに、ネットワークを拡大できた。
最終的に、理論的な枠組みの構築や論点整理、研究手法の検討などの面で課題が残ったた
め、新たな研究プロジェクトの発足に至らなかった。得られた知見やネットワークについ
ては、地域医療構想に着目した「医療・介護・社会保障制度の将来設計プロジェクト」や、
住民主体のまちづくりを目指す「東京財団週末学校」など他のプロジェクトに活かしてき
た。
３．研究の成果と評価
地方自治関連の情報発信やネットワークの拡充を行うなど、新たな社会的な要請に応じる準
備活動を行ってきた。
（４）−１．事業フォローアップ費（外交・安全保障、経済・社会保障、環境・社会基盤共通）
(予算470,000円/決算265,630円)
１．研究の目的
研究部門全体における既存の研究プロジェクトで実施された研究をさらに深化、発展させる
ために実施した。政策提言の発出など一定の成果を出したプロジェクトを対象とし、その研究
成果を深掘りしつつ、書籍化、論文化などさらなる具体的成果を出していくことを主たる目的
とする。
２．研究の実施経過
○医療・介護・社会保障制度の将来設計プロジェクト関係
2015年6月に公表した政策提言『医療保険制度改革に向けて』の趣旨や内容を周知する一環
として、三原岳研究員が5月22日に静岡大学で開催された日本地方財政学会、10月16日に同志
社大学で開催された社会政策学会にそれぞれ参加し、日本の医療保険制度の課題に関してプレ
ゼンテーションを実施した。このうち、社会政策学会でのプレゼンテーションについては、松
田亮三立命館大学産業社会学部教授などの論文とともに、2017年10月頃発刊の機関誌『社会政
策』に論文として掲載される予定。
○国土資源保全プロジェクト（土地制度と所有者不明化問題）
2016年3月に公表した報告書『土地の「所有者不明化」〜自治体アンケートが示す問題の実

- 55 -

態〜』の内容を周知するため、吉原祥子研究員が各種媒体への寄稿、講演、委員会出席など
の活動を行った。
土地の所有者不明化問題への社会的関心は徐々に高まりを見せており、関係各省でも政策
検討の動きが出てきている。上記報告書は、国土交通省の資料や国会の委員会質問などで引
用されたほか、NHKニュースや日本経済新聞はじめ多くの媒体で取り上げられた。政策関係者
の各種会合での発表機会も増え、たとえば、自民党「

所有者不明

土地問題に関する議員

懇談会」（座長：保岡興治議員）の第1回会合や、土地所有者不明問題研究会（座長：増田寛
也東京大学公共政策大学院客員教授）のワーキンググループ第1回会合などで発表を行った。
これらの活動を通じて、報告書の周知を行うとともに（これまでの配布部数は6,700部）、
関係者ネットワークのさらなる拡充と情報の収集を図ることができた。その成果を活かして、
人口減少時代の土地制度の課題について論点を整理し、書籍化に向けてプロジェクトの立ち
上げを進めた。主な実施内容は以下のとおり。
（１）財団ウェブサイトへの論考の掲載
4月27日 「自治体アンケートが示す土地の『所有者不明化』」
11月30日

「『所有者不明化』問題から見える土地制度の根本課題―人口減少時代に対応
した制度構築を―」

（２）財団英語誌 Japan Perspectivesへの論考の掲載
9月

Japan s Mssing Landowerns, Japan Perspectives, No. 17

（３）研究会、委員会での発表
7月 6日

一般財団法人土地総合研究所「人口減少下における土地の所有と管理に係る今
後の制度のあり方に関する研究会」

7月15日 国土交通省国土政策研究所 第188回政策課題勉強会
10月 7日 「土地はだれのものか」研究会（法曹・不動産関係者）
10月18日

自民党「

所有者不明

土地問題に関する議員懇談会」（座長：保岡興治議員）

第1回会合
10月19日 一般財団法人不動産適正取引推進機構「不動産取引法務研究会」
10月28日 一般財団法人資産評価システム研究センター主催 第20回固定資産評価研究大
会
11月27日 日本不動産学会
12月10日

2016年度秋季全国大会

都市的土地利用研究会（研究者、弁護士・不動産鑑定士等資格者、行政担当者
等）

2月27日

土地所有者不明問題研究会（座長：増田寛也東京大学公共政策大学院客員教授）
ワーキンググループ第1回会合

（４）月刊誌、新聞等への寄稿
（寄稿）
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・「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」『エコノミスト』4月12
日号、毎日新聞出版
・「人口減少時代の土地法制整備が急務」『全国農業新聞』4月15日号
・「空き家と土地の所有者不明化」『Voice』5月号、PHP出版
・「自治体アンケートが示す土地の『所有者不明化』」『地方行政』5月9日号、時事通
信
・「土地の『所有者不明』と登記」『登記情報』7月号、金融財政事情研究会
・「土地の『所有者不明化』の実態」『地方自治職員研修』9月号、公職研
・「土地情報 法制度 隔たり――人口減踏まえた見直しを」『東京新聞』12月18日
・「人口減少時代の土地制度――『所有者不明化』問題から見える課題」『時の法令』2
月15日号
・「社会資本整備を妨げる、『誰のものか分からない』土地の増加」『時評』2月号、時
評社
・「土地も家も、なぜ所有者不明になるのか」「地方から広がった土地の『所有者不明
化』問題」「『農地・山林はもらっても負担』、時代に対応した土地制度の構築を」
3月8日、9日、10日（3回連載）以上、WEDEGE Infinity（オンライン）
（新聞、月刊誌、テレビ等での報告書引用、コメント掲載）（主なもの）
・「迷子の土地 全国で拡大」『日本経済新聞』（全国版）4月10日
・「所有者不明の土地にどう対応？専門家に聞く」『日本経済新聞』（電子版）4月10日
・「どうする所有者不明土地」『日経グローカル』No.2904月18日
・「『迷子の土地』の実態を把握し手を打て」『日本経済新聞』（社説）4月24日
・「特集

所有者不明化」『毎日フォーラム』6月号

・「いったい誰の土地？深刻な事態」NHKニュースウォッチ9、7月20日放送
・「所有者不明の土地 160自治体で固定資産税課税できず」NHKニュース、8月4日放送
・「相続で死蔵化する田畑・山林」『ダイヤモンド』8月13日・20日合併号
・「遺産相続

手続簡略化

来春にも」『読売新聞』（全国版）、8月15日

・「所有意識の変化と所有者責任」『時評』10月号
・「増えるゴースト所有者 登記名義人なくなり地権者不明」『東京新聞』、11月13日
（委員会等での報告書引用）（主なもの）
・国土交通省第27回国土審議会土地政策分科会企画部会資料、4月26日
・国交省国土審議会土地政策分科会企画部会報告書参考資料、8月4日
・階猛議員（衆・民）による衆議院震災復興特別委員会での質問、12月8日
（５）講演
6月 2日 大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会講演会
8月30日 公益財団法人原総合知的通信システム基金セミナー
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9月 1日 滋賀県土地家屋調査士会公開シンポジウム
11月 2日 東京司法書士会研修会
12月 4日 静岡県公共嘱託登記司法書士協会・同土地家屋調査士協会共催シンポジウム
2月 2日 千葉司法書士会主催シンポジウム
2月16日 日本土地家屋調査士会 北海道ブロック協議会シンポジウム
（６）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〜）
３．研究の成果と評価
これまでに発表した報告書の内容を、論文や各種原稿、さらに学会発表や講演などに結びつ
け、研究成果を新たな形で世に問うことができた。また、書籍化に向けたプロジェクトの立ち
上げを進め、さらなる具体的成果を出していくための基礎を整えた。
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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育成を目的とする「ヤングリーダー奨学基金
（Sylff）事業」、及び海外の日本語教育の推進を目的とする「日本語教育基金（NF-JLEP）事業」
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、本年度は、新たにSylff校2校
から日本財団へ基金が返還され、新スキーム参加校の合計は12校となった。また本事業の運営資
金として、日本財団から6億円の助成金を得た。
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。今後
は、フェローにとって日本の「顔」がしっかりと認識でき、当財団が実施する様々なサポートプ
ログラムの恩恵を受けられる体制を整えることを目指して、次年度早々にアラムナイ組織として
の機能を持つ「Sylff Association」及び「NF-JLEP Association」を事業として立ち上げるべく、
フェローにとって有益なサポートプログラムの開発を進めている。
日本の地域再生を担う市区町村職員のための人材育成プログラム「東京財団週末学校」は13年
目を迎え、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グラムとを同時進行で
実施して、プログ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）プログラムにパートナーとして参画
した。
■ 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・給付等、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（26校を訪問）。
本年度は、特に、2017年にSylff基金設置25周年を迎える、中国の5大学を訪問し、周年行事
の企画を進めるとともに、北京大学で中国10大学の運営担当者を招いた会議を開催し、Sylffの
理念をより反映する奨学金プログラムの運営について協議を行った。
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23件支援した。また、支援者の博士学位の取
得調査を行い、過去5年間の効果を検証した。また、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への支援を4件実施し、フェローがリーダーシップを発揮するための研
鑽活動に支援を行った。
■ 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、当財団が直接学生に奨学金を支給する
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新スキームへの移行を働きかけた結果、インドネシア教育大学（Indonesia University of
Education イ ン ド ネ シ ア ） に 加 え 、 チ ャ ナ ッ カ レ ・ オ ン セ キ ズ ・ マル ト 大 学 （ Canakkale
Onsekiz Mart University トルコ）が正式に新スキーム移行への意思を表明した。
■ 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）の中で、資金運用難から奨学金の提供が困難
な大学に代わり、当財団が奨学金を直接フェローに給付するもので、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を日本財団から「Sylff・NF-JLEP奨学金
給付資金」として助成を受け、その運用益を奨学金として提供する。本年度は新たにSylff校2校
が日本財団へ基金を返還した。また、基金の預託銀行が倒産したため基金回復が困難なベオグ
ラード大学について、日本財団と協議の上、特例として、新スキームへの参加を認めた。結果、
新スキーム参加校の合計は、Sylff校11校、NF-JLEP校1校となった。本年度は、一校あたりの奨
学金予算上限を、Sylffは30,000米ドルから50,000米ドルへ、NF-JLEPは 45,000米ドルから
50,000米ドルに増額し、Sylff校7校、NF-JLEP校1校に対して奨学金を給付した。本事業開始によ
り、奨学金資金調達の問題が解決されたため、参加大学とは、Sylffの理念を反映した奨学金プ
ログラムの運営について議論を深めることが可能になった。また、本年度は日本財団から
「Sylff・NF-JLEP奨学金給付資金」として6億円（うち3億円は取崩可能な資金）の助成金を受け
た。
■ 市区町村職員人材育成プログラム
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
まちづくりを目指し、全国の市区町村職員を対象に、約5か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。本年度は、全国各地の19自治体から19名が参加した。
初の試みとして本年度は、現役参加者と週末学校修了生（OBOG）とが共に学びあう、ピア・
ラーニングの機会を提供するべく、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
ログラムとを同時進行で実施した。また、プログラムの最終成果物として、自らの地域にある課
題を明らかにし、その解決策と自治体職員としての自身の役割を宣言する「私のまちづくりプラ
ン」を作成した。
より良いプログラムづくりを目指し本年度も多くの改変を加えたが、プログラム関係者でア
ウトプット並びにプロセスの両面から分析・評価を行った結果、総じて例年に比して高い評価を
得ることができた。また、OBOGフォローアップに関しては、フォローアッププログラムに参加し
たOBOG全員、日々の現場での実践を踏まえて週末学校で学んだ自治哲学が確実に身につき、地域
のリーダーたちとの信頼関係と確固としたパートナーシップを築き上げていることが見てとれ、
13年間実施した本事業の成果を確認することができた。
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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、世界44カ国69大学に各100万米ドルの奨学基金が寄贈され、
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16,000名である。本事業は、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
担う共同プログラムであるが、当財団は、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している。
（１）−１．奨学金プログラム・基金運営(予算21,240,000円/決算21,005,759円)
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・給付等、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、奨学金を提供する大学の運営方針により合った形で、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）
2016年
4月 ハワード大学（Howard University 米国）、北京大学、吉林大学（中国）、アテネ大
学（National and Kapodistrian University of Athens ギリシャ）、ベオグラード
大 学 （ University of Belgrade セ ル ビ ア ） 、 カ イ ロ ・ ア メ リ カ ン 大 学 （ The
American University in Cairo エジプト）
5月

タフツ大学フレッチャー・スクール（The Fletcher School of Law and Diplomacy
米国）、ウェスタンケープ大学（University of the Western Cape 南アフリカ）、
ナイロビ大学（University of Nairobi ケニア）

6月

早稲田大学（日本）

7月

北京大学、蘭州大学（中国）
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9月

南京大学、復旦大学（中国）

10月

プリンストン大学ウッドロウ・ウィルソン・スクール（Princeton University 米
国）、コロンビア大学（Columbia University 米国）、北京大学（中国）、慶應義塾
大学（日本）

11月

ニ ュ ー ・ サ ウ ス ウ ェ ー ル ズ 大 学 オ ー ス ト ラ リ ア 経 営 大 学 院 （ UNSW Australia
Business School オーストラリア）

12月

北京大学（中国）

2017年
1月

3月

ジャダプール大学（Jadavpur University インド）、ジャワハルラル・ネルー大学
（Jawaharlal Nehru University インド）、立命館アジア太平洋大学（日本）
パリ国立高等音楽院（Conservatoire national sup rieur de musique et de danse
de Paris フランス）、INSEAD（フランス）、ウィーン国立音楽大学（University of
Music and Performing Arts Vienna オーストリア）、ルール・ボーフム大学（Rhur
University Bochum ドイツ） 、ライプツィ ヒ大学（University of Leipzig ド イ
ツ）、ハンガリー科学アカデミー（Hungarian Academy of Sciences ハンガリー）

３．事業目標の達成状況
本年度は、23校を出張訪問（日本の大学3校を含めると26校を訪問）し、様々な問題を協議し
た。特筆事項は以下の通りである。
【奨学金プログラム】
（１）中国では 2017 年に 5 大学（北京、南京、蘭州、吉林、復旦）が、2019 年にはさらに 5 大
学（新疆、雲南、中山、重慶、内蒙古）が Sylff 基金設置 25 周年を迎える。2016 年度は前
半の 5 大学全てを訪問し、各大学で 25 周年記念式典を開催することを依頼し、各大学から
快諾を得た。特に、北京大学では、25 周年を記念して Sylff 10 大学のフェローによるシン
ポジウムの開催を企画している。10 大学から優秀な Sylff フェロー、各大学 Sylff 運営委
員、教育部関係者を招待する予定。北京大学へは合計 4 回出張し、25 周年の企画等を話し
合った。
（２）2016 年 12 月 8 日〜9 日に北京大学で「中国 Sylff10 大学運営担当者会議」を開催した。
まず、（１）で記載した 25 周年行事について改めて各校の協力を要請した。また、基金運
用問題について議論した。各大学は米ドル、あるいは米ドルと人民元を組みあわせて運用
しているが、どちらの通貨も金利が低下しており運用収入が少ないため、幾つかの大学は
Sylff 奨学金給付事業（新スキーム）への参加を希望していた。ところが、中国では資産の
海外送金に政府の規制がかけられているため、基金を日本財団へ送金することができず、
新スキームに参加することができない。10 大学の Sylff 基金を一括して運用するポート
フォリオ運用等、他の運用方法も検討したが、結局、現状よりも有利な選択肢はないとの
結論に至った。こうしたなか、奨学金プログラムを魅力的にする方法として可能なことは、
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年間のフェロー数を、現状よりもさらに少数に限定し、潤沢な奨学金を提供することで、
Sylff の理念をより反映した奨学金プログラムに変更することが最良との結論に達した。こ
の点について、各大学の代表者から意見を聞いた。10 大学が足並みをそろえて、プログラ
ムを変更するためには、議論を継続していく必要があると感じ、当面は毎年、運営担当者
会議を開催することにした。
尚、本年度は中国の Sylff 基金設置校 10 校の選定に携わり、Sylff プログラムの立ち上
げに協力してもらった中国教育部を合計 3 回訪れ面談を行った。中国 Sylff25 周年記念式
典への協力と参加要請をするとともに、基金運用問題について対応策を協議した。結果と
しては抜本的な解決策を見出すことはできなかったが、中国 Sylff10 大学運営担当者会議
にも出席してもらい、25 周年記念という節目を前にして、新たな協調関係を築くことがで
きた。
（３）本年度は Sylff 奨学金給付事業（新奨学金スキーム）を導入した、アテネ大学、ルー
ル・ボーフム大学、ライプツィヒ大学、パリ国立高等音楽院、ウィーン国立音楽大学を訪
問した。アテネ大学は前年度より奨学金支給を開始し、パリ国立高等音楽院及びライプ
ツィヒ大学は 2016 年 10 月に支給を開始し、出張時にはフェローに会うことができた。非
常に優秀な学生に奨学金が支給されていることを確認できた。ライプツィヒ大学は奨学金
プログラムが 2011 年から停止しており、5 年ぶりの再開であった。また、ウィーン国立音
楽大学は、次年度に新奨学金スキームによる奨学金支給を予定しているが、Sylff の理念を
反映する研究と奨学金金額設定について協議した。
（４）ニュー・サウスウェールズ大学オーストラリア経営大学院で、同スクールの Sylff プロ
グラム 25 周年式典が開催された。遠方から駆けつけたフェローもおり、大学関係者も含め
て、25 名程度が出席した。同スクールでの Sylff プログラムは、運営委員会が Sylff の理
念をよく理解して運営しているため、Sylff フェローの社会貢献への意識も高く、またフェ
ロー同士の交流や Sylff へのコミットメントも高い。式典を通じて、運営委員会の尽力に
より、フェローたちが Sylff の理念を共有し、サポートプログラムやネットワーク等、プ
ログラムが与える機会をしっかりと活用していることが確認できた。
【奨学金プログラム（リーダーシップ）】
Sylff校が掲げる「リーダー像」は、大学によっては、既にフェロー選考の評価項目として
導入されているとこともあり、各国・各校で、フェローに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、本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、本年度はINSEADでは「文化を超えた(transcultural)リーダー」・「起業
家精神」、パリ国立高等音楽大学では、「市民とかかわりを持つミュージシャン(citizen
musician)」、ウィーン国立音楽大学では「社会的弱者への働きかけ」「セルフ・マネージメ
ント」等の要素を重視していることが分かった。また各校ともにフェロー選考の際に、リー
ダーシップ要素を考慮していることが分かった。
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（１）−２．Sylff サポートプログラム
a.フェローの研究活動支援(予算12,750,000円/決算12,415,175円)
１．事業目的・内容
Sylff Research Abroad (SRA)は、人文社会科学分野の博士課程に在籍する、現役・既卒Sylff
フェローを対象とし、学位論文作成に繋がる海外研究活動を支援することを目的としている。本
事業を通して、フェローが、Sylffネットワークに対する帰属意識を高めることも目的としてい
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、当初は、
Sylffネットワーク内のみでの海外研究渡航を対象としていたが、プログラム見直しの一時休止
を経た2011年度の再開より、博士論文の研究に係る自己研鑽のためなら、ネットワークを越えて
海外の最適な地域・組織に渡航し研究を行うことが可能になった。本年度も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）目的：博士課程在籍Sylffフェローの博士論文作成に係る海外研究支援
（２）対象：人文社会科学分野の博士課程在籍中のSylffフェロー
（修士課程在籍中に奨学金を受給された後、他大学の博士課程に進学したフェローも対象と
する）
（３）渡航先：海外の大学及び研究機関、シンクタンク、NGO、フィールドワーク等
（４）奨励金額：上限5,000米ドル
（５）契約：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
本年度の2回の募集には、合計39件の応募があった。2011年度の再開から応募件数は40件前後
と安定していること、また通年で問い合わせにも対応していることから、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、23名に総額107,478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。
３．事業目標の達成状況
Sylffフェローは、自身の研究テーマに適した渡航先にて博士論文に有益な資料やデータを収
集し、指導教官や専門家からのアドバイスを受けて論文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。本年度は、新たに4本の記事を掲載した。また、2017年1月までに博士号取得予定で
あった95名のSRA受給者に対し、博士号取得状況と本事業に対するフィードバックを受けるため
にアンケートを実施・集計した。69名から回答があり、内60名がすでに博士号を取得しているこ
とが分かった。回答者からの意見では、9割以上から本事業が博士論文作成に大きな貢献があっ

- 64 -

たという声がある一方で、奨励金額の引き上げや、国内研究も支援の対象にしてほしい等の提案
もあった。次年度は、集計結果から本プログラムに対する改善点を検討し、必要に応じ反映させ
ていく。
４. 事業成果物
・Sylffフェローからの報告書（英文）（本年度受給者）
・冊子Voices (June 2016)に報告書8本を収録 （英文）
b.フェローによる社会貢献プロジェクト支援(予算6,700,000円/決算6,308,380円)
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・スキル向上のための研鑽活動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月から公募を再開した。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）目的：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、或いは社
会性の高い問題を議論するためのフォーラムを支援する。
（２）対象：現役、既卒いずれの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）奨励金額：上限10,000米ドル
（４）契約：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。（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、通年随時受付。）
本年度は、延べ30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
の度合い、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1件のプロジェクトを合格とした。
① コーリー・ジョンソン（Corey Jonhson）（オレゴン大学−University of Oregon 米国）
（既卒フェロー）によるフォーラムプロジェクト：
the

Anthropocene:

Understanding

Causes,

Solutions

- 65 -

Environmental Geopolitics in

Managing

Consequences,

Finding

また、前年度に申請があり合格となった以下の 4 件のプロジェクトが本年度に実施された。
② 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
③ ナグラ・フセイン（Naglaa Hussein）（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：

Rural Nubian Women Economic

Empowerment
④ ジ ャ シ ン タ ・ ム エ ン デ （ Jacinta Mwende ） 、 ソ ク ラ テ ス ・ マ ジ ュ ネ （ Socrates
Majune ） 、 ス テ ィ ー ブ ・ ム ツ シ （ Steve Muthusi ） 及 び ア レ ク シ ー ナ ・ マ ル チ ャ
（Alexina Marucha）（ナイロビ大学−University of Nairobi ケニア）（既卒フェ
ロー）によるフォーラムプロジェクト：

Understanding the

Push

and

Pull

factors underlying violent extremism and Radicalization among the youth in
East Africa
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
これらの合格プロジェクトに関しては、プロジェクトの準備段階で事業担当者がフェローと頻
繁に連絡を取り、フェローのリーダーシップの研鑽につながるよう、実施をサポートした。上記
①、②、③及び④は既にプロジェクトを終了した。⑤は、2016年6月にプロジェクトが開始され、
2017年10月に終了の予定。
①には、フォーラムのテーマである環境問題を専門とする平沼光東京財団研究員兼政策プロ
デューサーが参加した。②と④は事業担当者がプロジェクトの視察に赴き、実施状況を確認、⑤
は現地で本人と面談し、プロジェクトの途中経過の報告を受けた。
②については、フェローによるプロジェクト報告及び事業担当者による視察報告が、Sylff
ウェブサイトの

Voices from the Sylff Community

に掲載された。その他のプロジェクト報

告についても、ウェブサイトにて順次掲載される。
３．事業目標の達成状況
プロジェクト①は資源のガバナンス、②は若者のリーダーシップ育成、③は少数民族のエンパ
ワメント、④は過激化・非暴力主義、⑤は民族対立と多様なテーマを扱い、各々の分野で専門性
を発揮し活躍するフェローの、社会課題の解決のための積極的な取り組みを支援した。①では当
財団の研究員を派遣、④ではアフリカ各国のフェローをフォーラムの参加者として招聘し、政策
研究事業との連携の強化やSylffコミュニティの醸成につながり、今後のネットワークの展開も
期待できる。
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各プロジェクトの実施詳細は以下の通り。

（１） コーリー・ジョンソン：
フェローが現在教鞭をとるノースカロライナ大学グリーンズボロ校（University of
North Carolina at Greensboro 米国）にて、アメリカ、カナダ、オランダの大学教員7
名を招聘し、これからの国際社会の資源ガバナンスをテーマにしたフォーラムが開催さ
れた。フォーラムには当財団平沼研究員が参加し、福島原発事故後の日本のエネルギー
事情に関する報告を行った。これにより、各国からの参加者は日本の原発政策に大きな
関心を示し、活発な議論がなされた。
招聘された教員による非公開の会議で論点を整理した後、学生や一般市民を招き、交流
度の高い対話型の公開パネルが実施された。終了後、パネルを撮影したビデオをオンラ
インで公開、また成果としてジャーナル等を通じ政策志向の提言がなされる予定。

（２） チカ・エゼアニャ：
フェローが現在大学講師として働くルワンダ大学（University of Rwanda ルワンダ）の
学生約 30 名を対象に、リーダーシップ育成を目的としたワークショップが開催された。
ルワンダ虐殺後、多くの国際的な援助により国の再建が支えられてきたが、今後さらな
る国の発展のためには国民一人ひとりのリーダーシップが必要となるというフェローの
信念のもと、ワークショップが企画された。ワークショップでは、コミュニティの発展
に貢献するためには、どのようなマインドセットを持つべきかという話が中心に進めら
れた。フェローは、最終的に、リーダーシップ育成の授業をルワンダ大学の正課として
開講することを目指しており、今回のワークショップ開催をもとに、今後更なる展開が
期待される。

（３） ナグラ・フセイン：
フェローの出身部族でありエジプト南部に暮らすヌビア民族は、社会的また政治的に長
い間差別を受けてきた。本プロジェクトでは、伝統工芸品を制作及び販売することで生
計を立てるヌビア民族の女性を対象に、効率的な事業運営を支援するための活動が実施
された。
事業運営の知識をもつとして認定されたトレーナーがチームを組み、伝統工芸品の販売
で生計を立てる女性に対し、事業運営の方法を教えるワークショップを 2 回開催し、30
名が参加した。各回のワークショップは 3 日にわたり、会計知識、マーケティング、及
び資金調達の方法等が女性たちに教えられた。また、トレーナーにより、プロジェクト
終了後も事業運営の相談ができるユニットが立ち上げられた。このユニットは、ワーク
ショップ参加者以外の相談も受け付ける。ヌビアの工芸品は、伝統芸術としての評価が
高く、文化保護という意味でも本プロジェクトは社会的意義が高いと思われる。
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（４） ジャシンタ・ムエンデ、ソクラテス・マジュネ、スティーブ・ムツシ及びアレクシー
ナ・マルチャジャシンタ・ムエンデ：
フェローの 4 名の出身校であり、ムエンデ氏が講師を務めるナイロビ大学で、近年特に
東アフリカで顕著な若者の過激思想と暴力行為の原因を精査し、問題の具体的な解決策
を考えることを目的としたフォーラムが開催された。主催者の 4 名のフェローは、
フォーラム実施に至るまで繰り返しミーティングを行う等、入念に準備を重ね、本プロ
ジェクトは、若いフェローのリーダーシップを研鑽するうえで多いに役立ったものと思
われる。
フォーラムには、ケニア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ソマリア、タンザニア、ブル
ンジ、南アフリカ、及び南スーダンから、学生組織の代表者や NGO・政府機関関係者等
30 名が集まった。フォーラムの結論として、参加者の間では平和構築のアドボカシーへ
の積極的な参加、平和構築のネットワークの強化、SNS を通じた発信を行っていくこと
が約束された。プロジェクト後、ナイロビ大学に本フォーラムの結果をまとめた報告書
が提出された。
参加者のうち 13 名が、ケニア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、南アフリカ出身の Sylff
フェローで、フェロー同士のネットワークの構築にも一役買うことができた。

（５） メリンダ・コバイ：
ロマ民族への偏見・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、将来、教育、医療または社会福祉に携わる大学生を対象としたワークショッ
プを 1 年半にわたり 8 回開催するものである。最終成果物としてワークショップの手法
をまとめた授業教材を作成する予定。
本年度中に、4 回のワークショップが開催され、延べ約 60 名の大学生が参加した。複数
回開催し、また構成や手法についてフィードバックを他分野の専門家から得ることで、
ワークショップの内容に改良を重ね、より良い最終成果物の作成を目指している。
４. 事業成果物
・Sylffフェローからの報告書（英文）（1本）
・事業担当者による視察報告（1本）
・冊子Voices (July 2016)に過年度の報告書6本を収録（英文）
（２）日本語教育基金（NF-JLEP）事業(予算3,890,000円/決算3,085,208円)
「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、日本財団により各々
150万米ドルの基金が設置された6カ国8大学での財務状況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。
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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等、
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、出張時等に、プログラムで支援した学生や教員に面談する機会を設け、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
4月
7月

8月
10月

11月

12月

カイロ大学（Cairo University エジプト）訪問（同大学のNF-JLEP運営委員との
協議、学長と面会）
チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学（Canakkale Onsekiz Mart University
トルコ）教育学部日本語教育学科リサーチ・アシスタント、ニライ・オゼル氏来
訪・面談
カイロ大学（Cairo University エジプト）文学部日本語日本文学科教授・同学科
長アーデル・アミン氏来訪・面談
クイーンズランド大学（University of Queensland オーストラリア）訪問（同大
学のNF-JLEP運営委員との協議、同大学が支援した日本語教員が教える高校2校の
日本語クラス見学）
マコーリー大学（Macquarie University オーストラリア）（同大学のNF-JLEP運
営委員との協議、同大学が支援した日本語教員が教える高校1校の日本語クラス見
学）
第3回全豪日本語教育シンポジウム（National Symposium on Japanese Language
Education オーストラリア）参加（モナシュ大学 − Monash University オース
トラリア 主催）
ブカレスト大学（University of Bucharest ルーマニア) 文学部日本語・日本文
学科教授アンカ・フクシェネアヌ氏の来訪・面談

３．事業目標の達成状況
本年度は、基金校3校を出張訪問するとともに、3校の運営委員が来日する機会を捉え、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、カイロ大学は、基金預託銀行での預金者情報の更新手続きが進まないことが原
因で、2011年より奨学金プログラムが停止している。同大学は、NF-JLEP奨学金給付事業へ移行
し奨学金プログラムの再開を希望しているため、大学訪問時に、学長、副学長と面会し、銀行の
手続き遂行と新スキーム移行に向けた基金返還について、大学からの全面的な支援を確認するこ
とができ、奨学金プログラム再開に向けた道筋をつけることができた。
オーストラリアのクイーンズランド大学とマコーリー大学では、各大学のNF-JLEP運営委員と
プログラムについて協議するとともに、各大学が支援した高校教師の日本語クラスを見学し、支
援が日本語教師の教授法向上に役立っていることを確認した。
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また、モナシュ大学が主催した、第3回全豪日本語教育シンポジウムに参加した。このシンポ
ジウムには、全豪各地から初等・中等教育を主とする日本語教育教師や関係者、約250名が参加
し、日本語教育の現場での取り組みを発表した。このシンポジウムを通して、モナシュ大学の
NF-JLEPプログラムが、初等・中等教育での日本語教育の推進に大きく貢献していることを、再
確認した。
この他、チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学と、ブカレスト大学のNF-JLEP運営委員の訪
日機会に面談した。両大学は、基金運用に困難を抱え、この数年、収入低下が課題となっていた
ため、来日時の面談では、新スキームへの移行について協議した。その結果、チャナッカレ・オ
ンセキズ・マルト大学から、参加が正式に表明され、次年度中の移行に向けて、同大学と手続き
を開始した。
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
いては、次年度に募集を開始できるように具体的な企画を進めた。サポートプログラムの募集開
始に合わせて、NF-JLEPのウェブページを更新するために、各基金校に働きかけ、情報収集を実
施した。
（３）Sylff・NF-JLEP 奨学金給付事業(42,300,000円/決算43,020,257円)
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、Sylff・NF-JLEP奨
学金給付事業（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。前年度までに、Sylff校8校及びNF-JLEP校1校から基金が返還され、本年度に
はさらにSylff校2校から基金が返還され、基金返還校は合計11校となった。うち、Sylff校7校及
びNF-JLEP1校では新スキームによる奨学金支給を開始、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」、「NFJLEP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、本年度には奨学金予算上限を一校あたり、Sylffは30,000米ド
ルから50,000米ドルへ、NF-JLEPは 45,000米ドルから50,000米ドルに増額した。この予算は当財
団と大学の包括契約により、5年間保証される。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等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
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なっている。
また、本年度は日本財団から本資金に対し6億円の助成金を受けた。奨学金支払いに充てる取
崩し金として3億円の助成金を2016年4月に受領するとともに、更に奨学金給付の原資に充てる運
用資金として3億円を2017年3月に受領し、安定した事業運営の基盤整備が前進した。
Sylff基金を返還していないベオグラード大学については、特例として、新スキームによる奨
学金支給を開始することにした。この判断に至る背景は以下の通り。
ベオグラード大学（Sylff校）
ベオグラード大学は旧ユーゴスラビア連邦加盟各国の紛争により、国連の経済制裁とそれに伴
う、外国資産の移動制限を予見し、1991年にSylff基金をベオグラード国営銀行の子会社である
BB IBU Bank, Nicosia, Cyprusへ移動した。その後、旧ユーゴスラビアの政権交代を経て、2001
年末、新政府の方針により同国営銀行の解散・清算が決定され、BB IBU Bank, Nicosia, Cyprus
も同様に解散・清算されることになった。Sylff基金も清算のプロセスには上がっているが、
2005年にこの問題が同大学から報告されて以来、一向に進捗が見られなかった。ただしこの間、
ベオグラード大学は可能な限り基金の回復を政府に働きかけながらSylff奨学金として大学が継
続して少額ながらも給付してきた。財団からも政府及び大学と何度も議論を重ね、可能な対応策
をとった。しかし、このような状態が恒常化しつつあることは、大学、財団、そして大学の学生
にとっても好ましくない。これまでの経緯について日本財団と協議し、大学が相応の努力をした
ことを認め、将来基金が回復した際には速やかに日本財団へ返還することを条件に、例外的に同
大学に対して本事業による奨学金給付開始を決定した。初回の奨学金は次年度に支給予定である。
３. 事業目標の達成状況
本事業開始により、奨学金資金調達の問題が解決されたため、参加大学と、Sylffの理念を反
映した奨学金プログラムの運営について、議論を深めることが可能になった。結果、複数の大学
で一人あたりの奨学金を増額し競争力を高めた他、社会的リーダーの資質を重視して選考を進め
る大学も出た。
（１）既に基金を日本財団へ返還し、予定通り本年度に奨学金支給をした大学は以下の通り。
（8大学、【括弧】は基金返還年度）
Sylff校（7校）
・コインブラ大学（University of Coimbra 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】
・ペドロ・アルペ社会研究センター（Institute of Political Education

Pedro Arrupe

イタリア）【2014年度】
・ライプツィヒ大学（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】
・コメニウス大学（Comenius University in Bratislava スロバキア）【2015年度】
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・パリ国立高等音楽院(Conservatoire national sup rieur de musique et de danse de
Paris フランス)【2015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
度】
（２）本年度までに基金を日本財団へ返還したが、包括契約書等に時間がかかり、奨学金支給が
次年度に延期された大学（3大学）
Sylff校（3校）
・ルール・ボーフム大学（Ruhr University Bochum ドイツ）【2015年度】
・チリ大学（University of Chile チリ）【2016年度】
・ウィーン国立音楽大学（University of Music and Performing Arts in Vienna オース
トリア）【2016年度】
（３）当初本年度に基金返還・奨学金支給開始を計画していたが、交渉に時間がかかり、基金返
還の目処が立っていない大学（2大学）
Sylff校(2校)
・国立ガバナンスアカデミー（National Academy of Governance モンゴル）
・ ジ ュ ネ ー ブ 高 等 国 際 問 題 研 究 所 （ Graduate Institute of International and
Development Studies スイス）
（４）市区町村職員人材育成プログラム (予算34,300,000円/決算34,261,442円)
１．事業目的・内容
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のため、全
国の市区町村職員を対象に、約5か月間の人材育成プログラム「東京財団週末学校」を実施する。
講義、演習、国内外での現地調査等を通じて、参加者が地方自治を深く理解し、自らの地域にお
ける課題を発見し解決策を講じる力、そして、地域において実際に行動を起こす力を身につける
ことを目指す。
２．事業の実施経過
（１）本年度プログラム
・実施期間：2016年6月25日〜11月20日
・参加人数：19名
・プログラム形態：主に週末を利用した合計9回28日間の人材育成プログラム
・プログラム構成：次の3つの要素から構成
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Ⅰ．講義、演習

Ⅱ．フィールドワーク

住民自治の実現や地域資
源の活用等に具体的に取
り組む実践者たち（首長
や民間の担い手等）の話
を聞く。
主なテーマとして、住民
自治、公共の概念、民と
官の連携、まちづくり、
地域づくり等。

Ⅲ．「私のまちづくりプラン」の作成

実際に現場に身を投ずる
ことで、自ら考え、行動
するきっかけをつくる。
体験を通じて、学びを深
める。地元学実習、「目
の前の仕事を見直す」実
習、国内及び国外での現
地調査等。

参加者自らの地域を題材
に、地域にある課題を明
らかにし、その解決策と
自治体職員としての自身
の役割を宣言する「私の
まちづくりプラン」を作
成する。論理思考の習得
も兼ねる。

本年度は初めての試みとして、現役参加者のためのカリキュラムと、週末学校修了生（OBOG）
のフォローアッププログラムとを同時進行で実施した。現役参加者とOBOGとが共に学びあうピ
ア・ラーニングの機会を提供することを狙った。具体的には、①OBOGがチューターとして現役参
加者の最終成果物作成をサポートする「OBOGチューター制度」、②OBOGとそのまちづくりパート
ナー（市民リーダー）のための国外調査「まちづくりのパートナーとの国外調査」、③週末学校
後の地域での実践内容や、実践してみたからこそ直面した課題、そしてその課題をどう乗り越え
たかという話をOBOGから聞く「OBOGとの対話」、を週末学校プログラム内で実施した。
「私のまちづくりプラン」の作成にあたっては、有効なツールとして論理的思考法や地元学
をカリキュラムに導入し、週末学校OBOGと当財団研究員をはじめとする政策立案の専門家らとが、
それぞれOBOGチューター、メンターとしてサポートを行った。
・スケジュール：「講義タイトル」講師名（所属及び役職〔当時〕）
第1回

自治の本質（6月25日〜26日）

・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：「市民の未来を守る〜健全な財政運営とは〜」松本武洋（埼玉県和光市長）
・講義：「住民・行政・議会、三者の関係から自治を考える」中尾修（東京財団研究員、
元北海道栗山町議会事務局長）
・講義：「地方自治、住民自治を考える」前田隆夫（メンター、西日本新聞社東京支社
報道部次長）
・講義・演習：「目の前の仕事を見直す」導入（模擬含む）OBOG チューター(竹見聖司 −兵
庫県篠山市 2009年度修了生、髙橋直子−岩手県北上市 2010年度修了生、
北川圭太郎−三重県津市 2012年度修了生）、メンター（前田隆夫、鈴木隆
東京財団人材育成ディレクター、三原岳東京財団研究員・政策プロデュー
サー）、事務局
・ワークショップ：「グループワークの効果を最大化するために」鈴木隆
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第2回

目の前の仕事を見直す（7月16日〜18日）

・講義・演習：「米国オレゴン州ポートランド市での調査に向けた事前研修」（オリエ ン
テーション含む）川勝健志（京都府立大学公共政策学部 准教授）、 Vern
Fisher （ポートランド州立大学週末学校チームメンバー）
・演習：「目の前の仕事を見直す」OBOG チューター、メンター、事務局
・講義・演習：「私のまちづくりプラン」稲垣亜希子（東京財団人材育成プログラム・ オ
フィサー）、鈴木隆（同左）
第3回

「住民主体のまちづくり」（国外調査）（7月30日〜8月7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4回

まちの価値（8月26日〜28日）

・グループワーク：「国外調査の振り返り」
・演習：「目の前の仕事を見直す」（第1回からの振り返り）OBOG チューター、メン
ター、事務局
・講義：「『私のまちづくりプラン』とは」稲垣亜希子、鈴木隆
・グループディスカッション：「私のまちづくりプラン」OBOG チューター、メンター、
事務局
・講義・演習：「地元学」吉本哲郎（地元学ネットワーク主宰、総務省地域力創造アド
バイザー、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）
第5回 「ここに生きる希望をつくる」（国内調査）（9月17日〜19日）
調査先：熊本県水俣市
第6回

対話の現場（国内調査）（10月8日〜9日）

調査先：千葉県習志野市、長野県大町市、兵庫県篠山市
・グループディスカッション：「私のまちづくりプラン」OBOG チューター、メンター、
事務局
第7回

実践、課題設定・課題解決（10月22日〜23日）

・講義：「OBOG による『週末学校のその後』」（OBOG との対話）岡田直晃（千葉県習志
野市、2009年度修了生）、竹見聖司（兵庫県篠山市、2009年度修了生）、髙橋
直子（岩手県北上市、2010年度修了生）、前田真（北海道清水町、2011年度修
了生）、北川圭太郎（三重県津市、2012年度修了生）、大塚裕明（長野県大町
市、2013年度修了生）
・グループディスカッション：「私のまちづくりプラン」OBOG チューター、メンター、
事務局
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第8回

「私のまちづくりプラン」：検証と全体共有（11月5日〜6日）

・全体発表（骨子の共有）：「私のまちづくりプラン」
・グループディスカッション：「私のまちづくりプラン」OBOG チューター、メンター、
事務局
第9回

集大成、私のまちづくりプラン（総括研修）（11月19日〜20日）

・全体発表：「私のまちづくりプラン」
・修了式
（２）次年度のプログラム企画、参加者募集と選考
次年度はプログラムの開催を一旦終了し、13年間にわたるプログラムの修了生257名に活動報
告を求めることなったため、企画・募集・選考は行わなかった。
３．事業目標の達成状況
本年度プログラムの目標とする ①地方自治への深い理解、②自らの地域における課題を発見
する力、③その解決策を講じる力、④地域において実際に行動を起こす力、がそれぞれどの程度
身についたかを、主に最終成果物「私のまちづくりプラン」作成プロセスの達成状況から勘案す
ると以下のとおり。
①地方自治への深い理解： OBOGチューター、メンター、事務局がプログラム全編を通じて本質
部分をインプットし続け、参加者同士の学び合いが積極的に行われていたことが奏功し、一定程
度の共通認識は持てたと思われる。
②自らの地域における課題を発見する力：「私のまちづくりプラン」作成にあたって最も重点を
置いていた部分でもあり、サポートにあたったOBOGチューターやメンターの多くは、個人差はあ
るものの概ね全員が自らの力で課題設定できたと見ている。
③（自ら設定した課題に対して）解決策を講じる力：解決策の提示までは自力で至らなかった参
加者も少なからずいたが、解決策は参加者が今後実践を重ねながら、現場の状況に応じて講じて
いくことが期待される。
④地域において実際に行動を起こす力：現時点で評価はできないが、SNS（Facebook）への投稿
を見ると、少なくとも6〜7名は「私のまちづくりプラン」に沿って具体的に行動を起こしている。
また、修了式の2か月後に提出されたレポート「『私のまちづくりプラン』のその後」によると、
全員が何らかのアクションを起こしていた。地元に戻り、旧来の価値観の中で孤軍奮闘すること
は、大きな困難を伴うことが予想されるが、この部分にOBOGや講師とのネットワークが、今後活
かされると思われる。
アウトプット評価としては、OBOGチューターとメンターのサポートの効果と、後述する参加
者の学びの姿勢の高さの結果、課題設定から解決に至るまで、聴き手に納得感を与える最終成果
物「私のまちづくりプラン」が出そろった。
プロセス評価としては、参加者の学びのレベルは前年度と比較しても、総じて高かった。こ
れは参加者たちの学びの姿勢に起因すると考えられる。前年度に比べて平均年齢が低く、行政経
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験の浅さが懸念されたが、その分、吸収力や柔軟性が高く、参加者同士で学びあう姿勢も、過去
数年間で最も積極的であった。このような前向きかつ共に学び合う姿勢は、今後地域で行動を起
こし、そこで暮らす人たちと共に動き続けていくためにも重要な要素であり、今後の彼らの活躍
が期待される。
OBOGフォローアップに参加したOBOGは、その全員が、現場での日々の実践を通じて、本事業
で学んだ自治哲学を確実に身につけており、そのうえで地域のリーダーたちとの信頼関係を構築
し、確固としたパートナーシップを築き上げていることが見てとれた。このことは、13年間実施
した本事業のひとつの成果といえよう。またOBOGを通じて、まちづくりのキーパーソンである市
民リーダーたちと直接のつながりができたことは、当財団にとっても収穫であったといえる。
４. 事業成果物
・参加者19名による「私のまちづくりプラン」（冊子）
・講義及び国内外調査レポート171本（一部ウェブサイト掲載）
（５）政策研究人材育成プログラム(予算50,000円/決算26,082円)
１．事業目的・内容
世界レベルのシンクタンクを目指す当財団自らが、日本の将来を担う優れた若手政策研究者
を発掘し育てるべく、フェローシップ・プログラムを実施する。
２．事業の実施経過
当初は次年度中のフェローシップ支給開始を目指して、日本学術振興会特別研究員の制度を参
考に、募集要項や応募書類の準備を進め、本年度後半に公募を開始する予定であった。しかし、
フェローの受入先となる新政策研究所の設立が次年度後半となったため、公募は延期となった。
現在、2018年度のフェローシップ支給開始を目指して準備を進めているところである。

（６）パートナーシップを通じた人材育成事業
（６）―１.グローバル・ガバナンス・フューチャーズ（GGF）プログラム
(予算2,200,000円/決算2,127,919円)
１．事業目的・内容
「グローバル・ガバナンス・フューチャーズ（Global Governance Futures：以下 GGF）」は、
政策課題が多様化し国境を越えて拡大する現代において、各国の有為な人材が信頼を深め協力
して グロー バ ル ・ガ バナ ン ス を 高 めて いくことが できるよう 、ロバート ・ボッシュ 財団
（ Robert Bosch Stiftung ド イ ツ ） の 支 援 に よ り 、 国 際 公 共 政 策 研 究 所 （ Global Public
Policy Institute ドイツ: 以下 GPPi）が実施している若手政策人材の育成事業である。日本の
産官学から 5 名のプロフェッショナルを世界の政策コミュニティに組み込むための仕組みを作
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り、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。
2016 年 5 月から 2017 年 6 月まで 4 回のセッションを通じ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。GGF2027 における当財団の主な役割は、日本側参加者 5 名の選抜協力（前年度）
、東京セッ
ションのアジェンダ設定、リソースパーソンの選定、視察先の選定等、セッション全体の企画、
運営と実施であった。
２．事業の実施経過
・5月8日よりワシントンD.C.で、世界5カ国（ドイツ、アメリカ、インド、中国、日本）
から専門分野の異なる25名の参加者（フェロー）が集い、1週間にわたって第1回のセッショ
ンが実施された。当財団の研究員吉原祥子がフェローとして参加したほか、当財団職員2名
がオブザーバーとして参加し、9月の東京セッション実施に備えた情報収集を行った。
・9月18日から20日まで日本財団ビルにて東京セッション（第2回）が開催された。ワシントン
D.C.セッションでの幅広いインプットやブレストを基に、東京セッションでは各テーマの専
門家のインプットを受け、2027年に向けた初期のシナリオ作成を行った。
・さらに東京セッションでは、“Tokyo Foundation Roundtable on Japan’s Economy, Politics,

and Diplomacy”と題した公開セッションを9月19日に開催した。星理事長、加藤常務理事、
渡部上席研究員が登壇した。
・2017年2月のインドセッション(第3回)では、当財団職員2名が参加し、さらなる情報収集を
行った。
３．事業目標の達成状況
国際機関等で活躍する5名の日本人フェローが積極的に本プログラムに参加し、それぞれの
テーマに対して深い専門性に基づいた建設的な議論をリードした。中でも吉原研究員は、多様な
参加者やスピーカーから様々な刺激を受け、世界各国の優秀な政策人材との人脈を構築すること
ができた。
東京セッション中に開催された公開セッション“Tokyo Foundation Roundtable on Japan’s

Economy, Politics, and Diplomacy”では、日本の経済・政治・外交に対する包括的な視点を、当
財団が英語で提供する貴重な機会となった。フェローたちと活発な議論が展開されたのはもちろ
ん、オブザーバーとして30人を超える聴衆が集まった。その中には、ロシア大使館職員や大学教
授、学生、そして日本滞在中のチェンマイ大学（Chiang Mai University タイ）とコロンビア大
学のSylff フェローもおり、このような分野に対する在日外国人の関心の高さがうかがえた。
また、当財団でのセッション運営を通じて、Sylff の新サポートプログラム開発のための様々
なアイデアやヒントを得ることができた。特に、GGF のプログラムコンテンツ担当者との意見交
換により、ワークショップ型プログラムの開発に関して具体的な示唆を得た。
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（７）人材育成事業の理念の普及(予算6,370,000円/決算6,270,207円)
１．事業目的・内容
当財団の人材育成事業の理念及びプログラムについて、ウェブサイト等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・NF-JLEP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等のニュース
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。
次年度のSylff Association事業の実施を前に、Sylffフェローや大学のSylff運営委員の
Associationへの帰属意識を高め、Sylffサポートプログラムの理解と活用を促すため、Sylff
ウェブサイトの内容充実とデザイン及び操作性の向上を図る大改修の準備に着手した。新ウェブ
サイトの公開は2017年8月初旬を予定している。また、Sylff Associationを紹介するパンフレッ
トの作成にも着手した。
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
られた講義動画を公開し、講義レポートを掲載した。
３．事業目標の達成状況
Sylffウェブサイトの重要なコンテンツであるVoices記事は、外部英文校閲者とのワークフ
ロー改善により品質・スタイルが安定した。同記事を年度毎に纏めた冊子『Voices』も、例年よ
り記事数も多く充実した内容となった。この他、ウェブサイト上ではサポートプログラムの全
フェローアンケートページ作成と、プログラム募集やオペレーション・マニュアルの改訂等のバ
ナーを重要ニュースと連動して掲出し、フェローからの回答や応募数の促進を図った。
2017年8月公開予定の新Sylffウェブサイトは、当財団の顔がフェローにしっかりと認識される
ことと、機能面において読者と発信者双方に使い勝手が良くなることを目指している。最も課題
に沿う提案を行った業者を選定し、契約を締結して、詳細の仕様を決める要件定義を着々と進め
ているところである。
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を掲載し
た。多くの参加申請者が、掲載記事を通して週末学校の理念やカリキュラム内容を正確に捉えて
いたことから、プログラム内容を詳細に発信してきた成果が一定程度あがっていると思われる。
また、週末学校プログラムの最終成果物である「私のまちづくりプラン」を冊子としてまとめ、
参加者及び関係者に配布した。
４. 事業成果物
・Sylffウェブサイト：ニュース記事14本、Voices記事12本、サポートプログラム合格者情
報（SRA:23名、SLI:3組6名）
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・冊子Voices（記事22本収録）
・東京財団週末学校ウェブサイト：講義･演習レポートや国内及び国外調査報告書
・冊子：2016年度東京財団週末学校「私のまちづくりプラン」
（８）事業開発費(予算200,000円/決算173,999円)
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． 事業の実施経過
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。
内部で様々なサポートプログラムの可能性を議論し、他団体の情報収集やフェローに対するア
ンケートを実施したが、本年度は予定していたパイロット事業の実施には至らなかった。
新規プログラム立ち上げの準備のため、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、スタッフが国際リーダー
シップ協会年次総会（開催場所：米国 アトランタ、2016年11月2日〜5日）に参加した。
日本語教育基金（NF-JLEP)事業関連及び市区町村職員人材育成プログラム関連でも、新規プロ
グラムの立ち上げを模索したが、パイロット事業の実施にはいたらなかった。
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３．社会変革推進活動
総括
これまでの活動を通して構築してきた様々なリソースやネットワークを活用しつつ、政策提言
及び研究の成果の普及に向けたキャンペーンを展開した。また、政策提言や研究成果の発表の場、
あるいはメディアとの情報交換の場として、記者懇談会を適宜開催した。さらには、研究プロ
ジェクトが掲げる様々なテーマの下、当財団研究員と国内外の有識者、研究者・学者、専門家が
議論を交わす「東京財団フォーラム」を適宜開催したほか、研究者・学者と報道・メディア関係
者が集い、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、
与野党の有力政治家が参加する「昭和史研究会」を実施した。
海外機関との協働事業としては、スタンフォード大学アジア太平洋研究センター（APARC）と
の共催シンポジウムや台湾のトップシンクタンクである遠景基金会との政策対話を行った。その
他、アトランティック・カウンシルなどのシンクタンカー、国務次官補や大統領次席補佐官と
いった米政府関係者と当財団研究員との対話、在日米国大使館との連携による「日米安全保障対
話」も実施した。
ソーシャル・イノベーションの一環としてのCSR研究では、企業調査や担当者へのインタ
ビューや海外動向の実地調査等を行い、そのまとめを『CSR白書2016』として刊行した。
周知・広報活動では、ウェブサイトやメールマガジンといったITツールのほか、Facebookや
Twitter等のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を活用し、政策提言や研究員の論
考、イベント案内やレポート等の情報を発信して、当財団の知見や活動の内容が統合的に発出さ
れるように努めるとともに、その反響を詳しくモニタリングして、今後の広報戦略へとつなげた。
（１）キャンペーン活動(予算7,000,000円/決算5,885,157円)
政策提言の普及や個別具体的な政策課題への議論喚起とその課題解決を図るべく、立法府や行
政府へのガバメント・リレーションを行う。また、メディアを介して研究員が取り組む研究の成
果や政策提言を周知する、あるいは公の議論の場として「東京財団フォーラム」を開催すること
により、当財団の活動をより広く社会に浸透させるキャンペーンを展開する。
（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
実際の現場に赴き、地域社会との協働によって研修会や勉強会等を実施することで、政策
提言の実現や研究成果の効果的な普及を目指す。
２．事業の実施経過
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・浸透に向け、
また2016年5月で議会基本条例が制定されて10年が経過することからも、地方ブロック紙や自

- 80 -

治体議会事務局、NPO等の協力を得て、東京、仙台、福岡にてシンポジウムを開催した。その
他、議会改革に取り組む意欲のある5つの自治体議会にて議員研修会を実施した。
○ シンポジウム
・議会基本条例10年シンポジウム「東京財団モデルから考える」（2016年5月18日）
会場：日本財団ビル2F 大会議室
・議会基本条例10年シンポジウム「東北から問う

地方議会の現在、過去、未来」（河北

新報社共催、11月26日）
会場：河北新報社1Fホール
・議会基本条例10年シンポジウム「九州から問う

議会改革」（西日本新聞社共催、2017

年3月11日）
会場：福岡ビル9F 大ホール
○ 議員研修会
・埼玉県嵐山町議会議員研修会（2016年9月7日）
・栃木県那須塩原市議会及び周辺1市2町議会議員合同研修会（9月28日）
・宮崎県川南町議会議員研修会（10月27日）
・高知県仁淀川町、いの町議会議員合同研修会（11月16日）
・山口県防府市議会議員研修会（2017年1月18日）
３．事業目標の達成状況
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』」が示す3つの必須要件
（①議会報告会、意見交換会、②議会への市民参加、③議員間の自由討議）を中心に議会基本
条例10年を検証しつつ、人口減少社会における議会のあり方を展望すべく、東京を皮切りに仙
台、福岡にてシンポジウムを開催した。東京でのシンポジウムには、地方議員のほかメディア
関係者、企業人、学者ら160名が参加。続く仙台では河北新報社、福岡では西日本新聞社との
共催でシンポジウムを企画・実施した。それぞれで100名を超す地方議員や自治体職員、メ
ディア関係者、住民らが参加し、政策提言のアイデアの普及と財団認知度の向上へとつなげた。
仙台及び福岡でのシンポジウムは新聞社との共催ということもあり、後日、各登壇者の発言を
含む概要が紙面で大きく取り上げられた。
宮崎県川南町議会では、当財団がアドバイザーとして議会基本条例「東京財団モデル」のア
イデアをベースに議会基本条例の素案作りから関わることで、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・強化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
研究プロジェクトに沿ったテーマのもと、当財団研究員を中心にプロジェクト・メンバーや
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国内外の最前線で活躍する人材をスピーカーに迎え、一般公開のフォーラムを開催する。研究
者や専門家のみならず、官公庁、企業・団体に所属する多様な人々が集う公の議論の場を設け
ることにより、多角的な視点からの政策議論の高まりが期待できる。また、事後に録画やレ
ポートをウェブサイトで公開することで、当財団の活動を広く一般に周知する。
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

2016年
5月18日

第100回

6月9日

第101回
＊

6月28日

第102回

7月14日

第103回
＊◎

9月29日

第104回
＊◎

12月8日

第105回
＊

テーマ

登壇者（肩書きは当時）

「議会基本条例10年 ― 東 【登壇者】江藤俊昭（山梨学院大学法学
京財団モデルから考える」 部政治行政学科教授）、廣瀬克哉（法政
PartⅠ
大学法学部政治学科教授）、千葉茂明
（月刊『ガバナンス』編集長）、中尾修
（東京財団研究員、元北海道栗山町議会
事務局長）
「『オバマ・ドクトリン』 【登壇者】田中浩一郎（日本エネルギー
に見る米国の中東戦略〜そ 経済研究所中東研究センター長）、渡部
の 変 容 と 影 響 を 読 み 取 る 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）
「安保法制と日米同盟〜東 【登壇者】ブラッド・グロッサーマン
アジア地域の安全保障を考 （パシフィックフォーラムCSIS理事）、
える〜」
香田洋二（元海上自衛隊自衛艦隊司令
官）、朱鋒（南京大学中国南海研究協同
創新センター主任）、金泰孝（成均館大
學校政治外交學科敎授）、渡部恒雄（東
京財団政策研究ディレクター兼上席研究
員）
「アメリカ大統領選：トラ 【登壇者】「アメリカ大統領選挙分析」
ンプとヒラリーはどちらが プロジェクト・メンバー：久保文明（東
強いか？ 全国党大会と本 京財団上席研究員、東京大学法学部教
選挙の展望」
授）、中山俊宏（慶應義塾大学総合政策
学部教授）、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
（東京財団政策研究ディレクター兼上席
研究員）
「税と社会保障のグランド 【登壇者】「資産所得格差と税制のあり
デザイン〜幸せな暮らしの 方」プロジェクト・メンバー：森信茂樹
た め の 税 制 改 革 に 向 け て （東京財団上席研究員、中央大学法科大
学院教授）、小塩隆士（一橋大学経済研
〜」
究所教授）、佐藤主光（一橋大学国際・
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）
岩井克人 文化功労者顕彰記 【登壇者】岩井克人（東京財団名誉研究
念「経済の中に倫理を見出 員）、八田達夫（東京財団名誉研究
す〜資本主義の新しい形を 員）、星岳雄（東京財団理事長）、加藤
求めて」
創太（東京財団常務理事兼上席研究員）
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３．事業目標の達成状況
本年度は、「『オバマ・ドクトリン』に見る米国の中東戦略」や「米大統領選の選挙動向」
といった時宜を得た国際的なテーマや、「安保法制」「議会改革」「税制改革」などの国内課
題に焦点を当てたテーマに加え、岩井克人名誉研究員の文化功労者選出にあわせ企画した講演
会など、計6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メールマガジンやSNSで広く周
知することで、当財団の活動への理解促進と認知度の向上につなげた。
（１）−３．記者懇談会
１．事業目的・内容
研究員の研究成果や政策提言等を広く一般に周知するため、その発表の場あるいはメディア
との情報交換の場として、メディア・報道関係者との懇談会を開催する。
２．事業の実施経過
本年度は、東京財団版長期財政推計モデル（β版）の公表と政策提言「転換期における日本
のエネルギーミックス構築に必要な視点〜電力自由化、COP21、原油安、国内外の変化に対応
する視点を持て〜」、政策提言「税と社会保障のグランドデザインを」の発表に合わせ、以下
のとおり記者懇談会を実施した。
開催日
2016年
5月25日
5月30日

6月23日

内容
報告者（肩書きは当時）
東京財団版長期財 政推計モデル 加藤久和（明治大学政治経済学部教授）、小
（β版）の公表及び意見交換
黒一正（法政大学経済学部教授）、亀井善太
郎（東京財団研究員兼政策プロデューサー）
政策提言「転換期における日本の 平沼光（東京財団研究員兼政策プロデュー
エネルギーミックス構築に必要な サー）
視点〜電力自由化、COP21、原油
安、国内外の変化に対応する視点
を持て〜」の発表及び意見交換
政策提言「税と社会保障のグラン 佐藤主光（一橋大学国際・公共政策研究部教
ドデザインを」の発表と意見交換 授）、田近栄治（成城大学経済学部特任教
授）、森信茂樹（東京財団上席研究員・中央
大学法科大学院教授）

３．事業目標の達成状況
本年度は、計3回の記者懇談会を開催し、それぞれに新聞、雑誌、テレビなどのメディア関
係者が参加することで、研究の成果や政策提言の普及・拡大を図るとともに、記者との関係を
構築することができた。
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（２）ソーシャル・イノベーション
（２）−１．ＣＳＲ研究(予算9,000,000円/決算8,274,491円)
１．研究の目的
日本企業の多くが企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）の重要性を
認識し、これに取り組む姿勢を見せてはいるものの、「社会課題の解決」という観点からは、
経営戦略においても実践においても不十分である。こうした問題意識のもと、企業がより主体
的かつ積極的に社会問題に乗り出すCSRを社会に広め、ソーシャル・イノベーションの担い手
を多様化させることを目指す。
２．研究の体制
CSR委員会（小宮山宏座長、岩井克人座長代理）を継続して設置し、今後の研究活動の方向
性への的確なアドバイスと対外発信への協力等を得た。
委員会メンバー：
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（東京財団名誉研究員、東京大学名誉教授）
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、元東京大学総長）
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）※2016年6月まで委員会メンバー
星 岳雄（東京財団理事長）※同年6月より委員会メンバー
プロジェクト・チームメンバー：
亀井善太郎（東京財団研究員兼政策プロデューサー）※2017年1月までチームリーダー
鈴木 隆（東京財団人材育成プログラム・オフィサー）※同年1月よりチームリーダー
今井章子（東京財団広報アドバイザー）
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（東京財団CSR研究プロジェクト・アドバイザー）
藤原未来子（東京財団広報オフィサー）
前川順子（東京財団CSR研究プロジェクト事務局）
３．研究の実施経過
プロジェクト開始から4年目の2016年度は、一部上場企業等を対象とした企業アンケート調
査 に 「 社 会 課 題 に 関 心 を 持 っ た き っ か け 」 「 自 社 CSR へ の 評 価 」 「 現 時 点 で の SDGs
（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）への関心」といった、社会課題と
企業の関係性をより深く理解するための質問項目を設け、その回答の分析結果を踏まえて
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『CSR白書2016−変わり続ける社会、生き残る企業』を刊行した。
また、日本財団主催の「ソーシャル・イノベーション・フォーラム2016」（2016年9月29日）
にて「ソーシャル・イノベーションという方法」と題するパネルセッションを開催し、社会課
題の解決に向けたビジョンを提示する役割を担った。
○ SDGsに関する研究会の開催
CSRの先進的な企業を対象に、日本企業におけるSDGsへの対応方針や取り組みに関する情
報を共有し、共に研究する非公開の場として、2015年12月に立ち上げたSDGs企業研究会を引
き続き開催した。
・第4回研究会：企業による発表とディスカッション（2016年4月6日）
参加企業：キッコーマン株式会社、株式会社資生堂、株式会社ファンケル、味の素株
式会社、武田薬品工業株式会社
・第5回研究会：東京財団CSR企業調査概要報告とディスカッション（2016年4月15日）
○ CSR委員会の開催
第1回CSR委員会（2016年7月6日）
1.『CSR白書2016』について
2. 日本財団ソーシャル・イノベーション・フォーラムについて
3. 2016年度CSR企業調査の骨格について
○『CSR白書2016−変わり続ける社会、生き残る企業』の刊行
2016年9月に刊行した『CSR白書2016』では、SDGsの導入に関する設問を新たに加えた企業
調査の分析結果に加え、SDGsをめぐって国際社会が企業社会にどのような期待や責任を求め
ているのか、どのような動きがグローバル・トレンドとしてあるのかに着目した。また、動
きが見えてきた社会的責任投資（SRI：Social Responsible Investment）に関する専門家の
論考を掲載し、加えて中小企業のCSRにもスポットライトを当てることで、企業担当者やCSR
に関心を持つ人々がCSRについてより大きな展望を持ち、幅広い視点を持つことを促す内容と
した。
○ 企業を対象としたアンケート調査の継続実施
企業がいかに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
ために、一部上場企業及び有力未上場企業等の約2,000社に調査票を郵送し、前年度とほぼ同
数の197社から回答を得た。2016年度は、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加え、SDGsの発効による企業CSR活動への影響及び合理的配慮に
ついても調査した。
○ 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の担当者やCSRに関する有識者へのイン
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タビューも継続したほか、大企業のみならず中小企業を対象に事例研究のためのインタ
ビューを実施した。また、「統合」に関する海外での事例を把握するために、フィリピンの
企業やNGO、CSR関連団体等の現地調査を行った。
○ ソーシャル・イノベーション・フォーラム（日本財団主催、2016年9月29日開催）でのパネ
ルセッション
日本財団主催の「ソーシャル・イノベーション・フォーラム2016」にて、「Vision：新し
い社会の羅針盤」のパネルセッション「ソーシャル・イノベーションという方法〜ソーシャ
ル・イノベーションの意義を探る対話」を担当した。社会課題が複雑化・複合化する現代で
は政府のみならず、企業、市民など、社会全体で多面的、多層的に社会課題解決に向き合う
「ソーシャル・イノベーション」には普遍的な意義があるという前提に立ち、我々が担うべ
き「パブリック」とは何かを考えながら、ソーシャル・イノベーションの理念、原理、価値
について、参加者との対話を目指した。当日は小宮山宏CSR委員会座長、岩井克人同委員会座
長代理がスピーカーとして登壇した。
○ 財団ウェブサイトへの論考掲載
【和文サイト】
・あらためて「統合」の意義の確認を〜SDGsの導入は日本企業をどう変えるのか（2016年9
月）
・ジェフリー・サックス講演録「持続可能な開発と日本の役割」（2016年9月）
・金融アクセスを人類にとって当たり前のものにする（2016年11月）
・新たなモデルを構築できるか ―中国のCSRの課題と可能性―（2016年12月）
【英文ウェブサイト】（2016年4月〜2017年3月まで順次掲載）
・Jeffrey Sachs, Japan s Role in Sustainable Development
・Zentaro Kamei, How Japanese Businesses Practice Social Sustainability: A Profile
・Zentaro Kamei, Making a Renewed Commitment to Integration
４．研究目的の達成状況
「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で4年
間研究及び普及活動を行ってきたが、当財団のプレゼンスが国内外の関係者の間で着実に高まっ
ている。特に、「白書」は単なる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
当てているため、企業関係者のみならず、社会起業家などの市民セクターや自治体などの公的セ
クターの人々にも広く購読されている。中でも企業調査の分析は、民間企業にとって最大の関心
事である「他社の動向や方針」との比較によって、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、中小企業等のベストプラクティスを取り上げたこと、
2015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、学術的な価値も向上し、
CSR研究者の論文の参考文献としても引用されることが増えてきた。
日本財団主催の「ソーシャル・イノベーション・フォーラム2016」でのパネルセッションを担
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当したことで、社会起業家との対話も行うことができ、プロジェクトの研究対象の幅が広がった。
行動が先走り、理念が置き去りになるケースも散見される社会起業家に直接語りかける手法は、
今後も有用である。
（３）政策対話(予算3,000,000円/決算2,253,203円)
トラック1.5あるいは2.0は、外交上の関係に左右されない安定的な知的基盤を共有、維持する。
そうした観点からも、民間、独立機関という当財団の特徴を活かし、国内外の組織と連携して、
日本社会・国際社会にとってより有意な政策研究が可能となるような政策対話を実施する。
本年度はスケジュール等の都合により、第5回日米欧 東京フォーラム（Trilateral Forum
Tokyo：German Marshall Fund, USAとの共催）、台湾国立中山大学との対話、日米中三ヶ国対話
（米国National Committee on American Foreign Policy〔NCAFP〕との共催）の年度内の開催を
見合わせた。
（３）−１．スタンフォード大学アジア太平洋研究センターとの共催によるフォーラム
１．事業目的・内容
多くの予想を裏切り、トランプ氏が米大統領選に勝利した意味を鑑みると、日本もこれま
でのワシントン一辺倒という姿勢から、米国内でも幅広い地域、ステークホルダーと意見交
換を行い、様々な視点から米国との関係を検討する必要性がある。星岳雄理事長が教授を務
めるスタンフォード大学アジア太平洋研究センター（APARC）と連携し、2016年11月17日、同
大学所属の研究者・専門家と当財団の研究員、研究プロジェクト・メンバーとが議論する公
開シンポジウム「これからの米国：新大統領の下での米国の経済・外交安保政策（
Economic and Foreign Policy under the Trump Administration

US

）」を開催した。また、

その前夜には、今後の日米関係についてより深い議論を交わすことを狙い、登壇者及び日本
の政治家、有識者、学者らによるクローズドの意見交換会も実施した。
○ 公開シンポジウム
・基調講演：エドワード・ラジア（スタンフォード大学、元米大統領経済諮問委員会委員長）
・パネルディスカッション①：「米新大統領の経済・貿易政策」
モデレーター：星岳雄（東京財団理事長）
パネリスト：浦田秀次郎（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）、櫛田健児（ス
タンフォード大学）、キャサリン・スティーブンズ（スタンフォード大学、
元米国駐韓大使）、エドワード・ラジア（スタンフォード大学、元米大統
領経済諮問委員会委員長）
・パネルディスカッション②：「米新大統領の外交・安全保障政策」
モデレーター：ギ・ウック・シン（スタンフォード大学APARC所長）
パネリスト：カール・アイケンベリー（スタンフォード大学、元米国駐アフガニスタン
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大使）、マイケル・アマコスト（スタンフォード大学、元米国駐日大使）、
小原凡司（東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員）
○ 11月16日の意見交換会（米国側参加者は上記と同じ。計18名。肩書きは当時）
・日本側参加者：
赤星

康（日本貿易振興機構副理事長）

浦田秀次郎（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）
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）
滝波宏文（参議院議員）
谷口智彦（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授、
内閣官房参与）
森信茂樹（東京財団上席研究員、中央大学法科大学院教授）
渡部恒雄（東京財団上席研究員、笹川平和財団特任研究員）
星

岳雄（東京財団理事長）

小原凡司（東京財団政策研究調整ディレクター兼研究員）
吉原祥子（東京財団政策研究調整ディレクター補佐兼研究員）
藤原未来子（東京財団広報オフィサー）
２．事業目的の達成状況
本シンポジウムは、米大統領選直後かつ想定外の新大統領の誕生というタイミングで開催
したこともあり、大きな関心を集めた。日本側の各分野の専門家とスタンフォード大学の豊
富な知見を備えた専門家とが議論を交えたことで、日米関係の今後の展望やリスクを聴衆に
伝えることができた。新聞・雑誌等の取材も相次ぎ、NHKやテレビ朝日のニュース番組等でも
会議の様子が放映された。当財団とスタンフォード大学との連携事業は今回が初めてだが、
双方がその効果を認識し、当財団の新たなネットワーク構築の端緒となった。前夜に開催し
た夕食会では、クローズドでの会合という利点を活かし、トランプ新大統領の資質、閣僚人
事、また今後の日米関係、東アジア情勢等について深く議論することができた。
（３）−２．台湾・遠景基金との日台対話
１．事業目的・内容
日本と台湾は隣接する民主主義・自由経済圏としての関係のみならず、混迷の度合いを増
す東アジア情勢を鑑みても重要な意味を持つことからも、民間レベルでの協力関係を維持・
強化していくことの意義は大きい。こうした観点から 2017 年 3 月 29 日、遠景基金会（The
Prospect Foundation

台 湾 ） と の 共 催 に よ る 政 策 対 話 「 The Evolving Role of Japan-

Taiwan Cooperation」を開催し、政治、経済、安全保障の各分野に精通する専門家が議論を
深めた。
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・台湾側参加者
陳 唐山（遠景基金會董事長）
邱 俊榮（臺灣經濟研究院副院長）
戴 欣宇（遠景基金會資深顧問）
顏 建發（健行科技大學企業管理系教授）
偉峰（中央研究院歐美研究所副研究員）
盧 政峰（國立金門大學國際暨大陸事務學系助理教授）
姚 源明（遠景基金會國際交流暨研究組組長）
彭

凡（遠景基金會研究助理）

・日本側参加者
浅野

亮（同志社大学法学部教授）

尾形

誠（三菱重工株式会社顧問）

小黒一正（法政大学経済学部教授）
香田洋二（元海上自衛隊自衛艦隊司令官）
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）
佐橋

亮（神奈川大学法学部准教授）

高原明生（東京大学法学部教授）
星

岳雄（東京財団理事長）

加藤創太（東京財団常務理事兼上席研究員）
小原凡司（東京財団政策調整ディレクター兼研究員）
藤原未来子（東京財団広報オフィサー）
・セッション1「日本と台湾の政治・経済のダイナミクス」
報告者：加藤創太、小林慶一郎、顏建發
モデレーター：邱俊榮
・セッション2「新たな安全保障環境の下で」
報告者： 偉峰、香田洋二
モデレーター：小原凡司
・セッション3「地域の政治・経済の構図」
報告者：浅野亮、佐橋亮、邱俊榮
モデレーター：陳 唐山
・セッション4「日台関係の展望」
報告者：高原明生、盧政峰
モデレーター：佐橋亮
２．事業目的の達成状況
トランプ米大統領の就任等もあり、今後のアジア情勢の変化が避けられない今、日台間が忌
憚なく意見交換できる場はきわめて貴重である。現在、各国の研究機関から対話の申し入れが
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相次いでいる遠景基金側は、コアメンバーを揃えて対話に臨んだ。当財団も政治、経済、外交
安全保障の分野における第一人者の参加を得ることができた。非公開という場を活用し、双方
が率直な意見交換を行った結果、日本と台湾それぞれの政治、経済情勢、また両国が置かれて
いる現状や今後の展望等について、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重要性についても、お互いがより一層の理解を得た。
（４）広報渉外事業(予算21,000,000円/決算14,769,129円)
１．事業目的・内容
独立非営利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、その活動内容を広く効
果的に周知するため、政策提言・研究報告書、書籍、サイト論文集等を作成して、政治家、官
公庁、実務家、企業、報道機関、地方自治体等に配布する。また、ウェブサイト、メールマガ
ジン、TwitterやFacebook等のSNSといったITツールを活用して情報発信を行う。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サロン（「昭和史研究会」「政治外交検証
研究会」）を開催し、ネットワークの強化とともに、新たな政策課題の発掘に努める。
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、政策提言・研究報告書2冊、書籍3冊、冊子2冊。表内◎は新規制作、○は増刷。
制作物
政策提言・
研究報告書

◎

◎
○
○

書籍

◎
◎
◎
○

冊子

◎
◎

タイトル
政策提言「転換期における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、COP21、原油安、国内外の変化
に対応する視点を持て〜」500部
政策提言「税と社会保障のグランドデザインを」800部
政策提言「国土の不明化・死蔵化の危機」500部
※2014年3月発行、累計12,500部
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〜」2,000部
※2016年3月発行、累計8,000部
『CSR白書2016』800部
『財政と民主主義―ポピュリズムは債務危機への道か―』
（日本経済新聞出版社）
『戦後日本の歴史認識』（東京大学出版会）
Japan Perspectives Vol.16
500部
※2015年12月発行、累計1,100部
Japan Perspectives Vol.17
500部
Japan Perspectives Vol.18
500部

制作日
2016年6月
2016年6月
2016年10月
2016年11月、
2017年3月
2016年9月
2017年3月
2017年3月
2016年5月
2016年9月
2017年1月

② 政治外交検証研究会の開催（計10回）
開催日
2016年
4月20日

テーマ

報告者（肩書きは当時）

第1回「中国議会100年史 誰が誰を代 光田剛（成蹊大学法学部教授）、小
表してきたのか」「私たちの声を議 宮一夫（駒澤大学文学部非常勤講
会へ ―代表制民主主義の再生」
師）
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5月31日

6月17日
7月11日

9月26日

11月7日

12月5日

2017年
1月13日
2月22日

3月27日

第2回「ドイツ連邦主義の崩壊と再建
―ヴァイマル共和国から戦後ドイツ
へ」「暗黒の大陸 ―ヨーロッパの20
世紀」
第3回「普天間・辺野古 歪められた
20年」

板橋拓己（成蹊大学法学部准教
授）、池本大輔（明治学院大学法学
部政治学科准教授）

第4回「イタリア現代史第二次世界大
戦からベルルスコーニまで」「フラ
ンス再興と国際秩序の構想第二次世
界大戦期の政治と外交」
第5回「FTA・TPPの政治学 ―貿易自
由化と安全保障・社会保障」「国際
主義との格闘 ―日本、国際連盟、イ
ギリス帝国」
第6回「安全保障政策と戦後日本
1972〜1994記憶と記録の中の日米安
保」「日本政治とメディア テレビ
の登場からネット時代まで」
第7回「沖縄返還後の日米安保 ―米
軍基地をめぐる相克」「レナード・
ウルフと国際連盟 ―理想と現実の間
で」
第8回「最後の『天朝』毛沢東・金日
成時代の中国と北朝鮮」

松本佐保（名古屋市立大学人文社会
学部教授）、川嶋周一（明治大学政
治経済学部准教授）

第9回「回想『経済大国』時代の日本
外交 ―アメリカ・中国・インドネシ
ア」「欧州複合危機 ―苦悶するEU、
揺れる世界」
第10回「人種戦争という寓話 ―黄禍
論とアジア認識―」「大隈重信関係
文書」

平良好利（獨協大学特任助手）、秋
山昌廣（東京財団理事長）

大庭三枝（東京理科大学教授）、渡
邉公太（帝京大学文学部専任講師）

小宮一夫（駒澤大学文学部非常勤講
師）、村井哲也（明治大学法学部兼
任講師）
宮城大蔵（上智大学総合グローバル
学部教授）、森田吉彦（大阪観光大
学国際交流学部教授）
川島真（東京大学大学院総合文化研
究科教授）
高橋和宏（防衛大学校人間文化学科
准教授）、池本大輔（明治学院大学
法学部政治学科准教授）
松本佐保（名古屋市立大学人文社会
学部教授）、五百旗頭薫（東京大学
大学院法学政治学研究科教授）

③ 昭和史研究会の開催（計8回）
開催日
2016年
4月5日
5月9日

テーマ

登壇者等

広田弘毅内閣における軍部大臣現役 筒井清忠（東京財団上席研究員、帝
武官制問題
京大学文学部長）、国会議員、東京
財団役職員ほか
「内閣法制局」とは何か ―歴史的視 筒井上席研究員、国会議員、東京財
点から
団役職員ほか

6月8日

国 策 の 基 準 か ら 陸 軍 と 政 党 の 衝 突 筒井上席研究員、国会議員、東京財
（切腹問答）まで
団役職員ほか

7月21日

宇垣一成内閣流産をめぐる政治抗争
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筒井上席研究員、国会議員、東京財
団役職員ほか

8月24日

『決戦の大空へ』に観る戦時下日本 筒井上席研究員、国会議員、東京財
人の意識
団役職員ほか

9月21日

林銑十郎内閣の成立過程 ―梅津次官 筒井上席研究員、国会議員、東京財
と石原派中堅幕僚の抗争
団役職員ほか

10月26日

『拝啓天皇陛下様』に観る戦前・戦 筒井上席研究員、国会議員、東京財
中・戦後の軍隊と庶民
団役職員ほか

2017年
2月21日

林銑十郎内閣の展開と崩壊 ―幻の第 筒井上席研究員、国会議員、東京財
3次護憲運動
団役職員ほか

④ 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95頁参照）
・日本語版 http://www.tokyofoundation.org（https://www.tkfd.or.jp）
夏以降、月1回の編集会議を定例開催し、掲載コンテンツの質・量の拡充を目指した。
ウェブサイトでは、研究員の論考や政策提言・研究報告、人材育成事業に関するレポー
トやフォーラム等のイベント案内のほか、対談、書評特集に加え、年始注目課題を研究
員に聞くといった広報企画のコンテンツ掲載を行った。また、プロジェクト・メンバー
の論考なども掲載することで、より幅広い分野の時宜を得たコンテンツの掲載へとつな
げた。
・英語版 http://www.tokyofoundation.org/en
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
ナル論考も掲載した。
2）「税・社会保障調査会」

https://tax.tkfd.or.jp

2017年1月にウェブサイトを公開した。「資産所得格差と税制のあり方」プロジェク
ト・メンバーが執筆陣となり、時宜を得たオリジナルコンテンツを定期的に発信。なお、
当該サイトには、その前身となる「税・社会保障」に関する過去の研究成果（日本語版
に掲載）を疑似的に表示させ、これまで継続して研究活動を実施してきた実態にあわせ
た表現を実装し、過去記事の露出を狙う設計を施した。
3）「週末学校」ウェブサイト
4）「Sylff」

http://tkfd-shumatsu-gakko.jp/

http://www.tokyofoundation.org/sylff/

5）「被災地の聞き書き101」

http://kikigaki101.tokyofoundation.org/ ※アーカイブ
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⑤ 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/sg̲jimukyoku/

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
・Youtube（ライブ配信及び録画公開のプラットフォーム）
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（ライブ配信及び録画公開のプラットフォーム）
・Ustream（サービスの規模縮小に伴い、現在は利用当時の効果が望めないため、2016年度は
アーカイブ公開のみ）
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

⑥「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回発行した。購読者数は約15,000人。
⑦「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した。購読者数は約9,000人。
⑧「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。購読者数は約1,400人。
⑨ 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。
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⑩ 英文サイト論考集「Japan Perspectives」の発行
英語サイトに掲載した論考を定期的に編纂してまとめた論考集「Japan Perspectives」No.17、
No.18を2016年9月と2017年1月に発行し、内外の主要な研究者や実務家に頒布した。
３．事業の達成状況
2016年度は、政策提言「転換期における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、COP21、原油安、国内外の変化に対応する視点を持て〜」及び「税と社会保障のグ
ランドデザインを」を制作して、政治家、官公庁、実務家、企業、報道機関、地方自治体、国
内外の主要シンクタンク等に頒布した。提言の発表の場としては、プレスリリースの配信を通
して記者懇談会を開催し、積極的なメディアリレーションを築いた。
また、月別の膨大な新刊書籍紹介等を通して今日的な政治、外交の課題を問う「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」を引き続き開催し、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。さらに、政治外交検証研究会
では、歴史的な視座から「戦後70年」を見つめ直し、学術的に再検討した研究会の活動を書籍
化し、『戦後日本の歴史認識』（東京大学出版会）として刊行した。
ウェブサイトでは、その時々の政策課題に対する研究員の論考やレポート、さらにはイベン
トの情報等を随時掲載し、それらを週2回発行のメールマガジンで紹介した。さらには、
FacebookやTwitter等のSNSを活用して多角的な情報発信を行った結果、テレビやラジオからの
出演依頼、新聞、雑誌、オンラインメディア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取材、講演依頼が寄せられた。海外の読者数も伸びつつあり、研究者や実
務家が外交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・非公開の勉強会の
開催につながるケースが増えつつある。そうした効果を期待して、英文サイトの論考を編纂し
た「Japan Perspectives」を年度内に2回発刊し、海外の研究者や実務家のほか、在京海外メ
ディアや大使館等に頒布した。
情報配信の要であるITインフラについては、その運用面の強化に向け、客観的なアクセス
データの分析を引き続き行った。そうした結果を役職員に定期レポートというかたちで情報共
有することで、発信に対する意識の向上へとつなげた。さらには、ウェブサイトやSNS上での
研究員に関する記事の掲載状況について、外部サービスを活用して常時モニタリングし、レ
ピュテーションリスクに備えた。政策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には、こうした「オンライン to オフライン」戦略をさらに加速させる
必要がある。
４．事業成果物
「政策提言・研究報告書」「書籍」「冊子」（前述の「２．事業の実施経過」のとおり）。
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2016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70〜80%ほどを占めているが、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る。
近年Googleが発表する検索アルゴリズムは、いかなるデバイスでも「触りやすく・読みやすい」
点を前提とし検索結果の順位に影響を与えるため、SEO施策の観点からもデバイスに依らないウェ
ブサイト設計とページ制作を実施し恒常的に改善を図った。
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の掲載数
に直接的な影響を受けていないものの、最新記事やリコメンド記事を効果的に発信するためには
タイミングやペースなどユーザーサイドに立った発信計画の立案・実施が肝要である。そのため、
職員や研究員が発信に対する意識を高める取り組みを、アクセス解析等を通じて継続して実施す
る必要がある。

（単位：万）

アクセス傾向と記事掲載数の推移
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（単位：万）

デバイス別アクセス数推移
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対象となるウェブサイト：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＜2009年に更新終了。ウェブサイトの公開は2015年
度まで＞
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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70〜80%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、記事の内容は
他サイトにあまり類がないものが中心であった。アクセス数をエリア別にみると、最も高い「米国」
は夏季に減少するものの全体の20％程度を占め、閲覧傾向は全体と概ね同様であった。次いで全体
の15%程度を占めるのは「在日外国人」（注1）を含む「日本」からのアクセスで、国内課題に関連
する記事を多く閲覧する傾向がみられ、アクセス数は徐々に増加傾向にある。
Sylffサイトは他と比べて「検索結果からの流入」が50％程度と低い傾向にあるが、これはSylff
コミュニティをコア・ターゲットに据えたコンテンツの発信や広報活動を展開するためである。
2017年夏に予定する大規模リニューアルでは、アクセス解析からコア・ターゲットの傾向を読み
取り、より一層コミュニティの醸成に繋がるウェブサイトを目指して制作を進めている。
（単位：万）

アクセス数（のべ訪問者数）と主要流入経路の推移
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対象となるウェブサイト：英語本体サイト（tokyofounation.org/en）、Sylff.org、An Anatomy of Globalization
＜2009年に更新終了。ウェブサイトの公開は2015年度まで＞
（注1）「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）
（注2）ページスクロールを75%達成した訪問者やページに対し「よく読んでいる/読まれている」と仮定した
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そのほか（動画へのアクセス数）
公開イベントの録画を中心に、2011年度より動画アーカイブとしてYoutube上で公開している
（現在約390本）。本年度新たに追加した動画は4本で例年と比べて少ないが、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1.1倍、再生時間は約1.2倍の増加があり（再生回数
32,475回、のべ再生時間 7294時間）、近年公開した動画がよく閲覧される傾向がみられた。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、今後もウェブサイトへの
誘導を図っていきたい。
アクセス解析データについて
当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。
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付 表 １

役 員 名 簿
2017 年 3 月 31 日現在
(理事以下 50 音順・敬称略)

役 職 名

氏

名

現

理事長
（代表理事）

星 岳雄

常勤

常務理事

小田 早苗

常勤

常務理事

加藤 創太

常勤

監

事

鹿島 かおる

監

事

中江 公人

職

新日本有限責任監査法人 シニア・パートナー
公認会計士
労働金庫連合会 理事長

理事の任期：2016 年 6 月 22 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
2017 年 3 月 31 日現在
（50 音順・敬称略）

氏

名

現

職

伊藤 元重

学習院大学 国際社会科学部 教授、
東京大学 名誉教授

尾形 武寿

公益財団法人日本財団 理事長

門野

清泉女子大学 名誉教授

泉

黒田 玲子

東京理科大学 研究推進機構 総合研究院 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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付 表 ２

顧 問 名 簿
2017 年 3 月 31 日現在
（敬称略）

氏

名

現

笹川 陽平

職

公益財団法人日本財団 会長

任期：2016 年 6 月 22 日から 2018 年定時評議員会の終結の時まで

会 計 監 査 人 名 簿
2017 年 3 月 31 日現在
（敬称略）

会計監査人名

良公監査法人

任期：2016 年 6 月 21 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

2016年度組織図
2017年3月31日現在

＜事務局＞

評議員会

・総務
理事会

理事長

常務理事

・政策研究
・人材育成

監 事

・社会変革推進活動

顧 問
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