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院長就任ご挨拶
飯塚敏晃
公共政策大学院は、広く公共政策に関わる政策プロフェッショナルの養成を目指し 2004 年 4 月に設立
され、今年で 13 年目を迎えます。法学、政治学、経済学をバランスよく学ぶ学際的教育と、実務家教員に
よる授業や具体的事例を素材とした実践的教育を行い、政策の立案・評価・実施にたずさわる実務家を養
成してきました。おかげさまで修了者数は順調に増加し、2015 年度末には 1,000 名の大台を突破しました。
修了生は日本及び海外の行政機関を中心に活躍し、近年はシンクタンクや金融、メーカー等にも活躍の場
を広げています。
設立以来取り組んできた重点課題の第一は国際化です。日本と世界の結びつきが、より深くかつより複
雑になりつつある今日、公共政策教育においても教育の国際化は不可欠であり、この大きな流れを教育プ
ログラムに積極的に取り込んできました。まず、2009 年に東京大学と提携大学の両方の学位が取得可能
な、東京大学初となるダブル・ディグリー制を開始し、現在では、シンガポール国立大学リー・クァンユー
公共政策大学院、コロンビア大学国際公共政策大学院、パリ政治学院、ドイツのヘルティ・スクール・オ
ブ・ガバナンス、ソウル大学校国際大学院、北京大学国際関係学院の 6 校との間で実施しています。また、
2010 年度から英語のみで修士号の取得が可能な国際プログラム（MPP/IP）を設置し、多くの留学生の受け
入れを開始しました。これらの試みを通じ、現在では約 4 割の授業が英語で行われ、留学生比率も約 4 割
となり、東京大学の中でも国際化の進んだコスモポリタンなキャンパスを実現しています。
第二に、様々な外部資金等も活用し、実務と最先端の研究教育との架橋を図ってきました。国際交通政
策、エネルギー・地球環境、医療政策、資本市場、都市・地域政策、海洋政策、宇宙政策、行政情報化、
科学技術イノベーション政策等に関する研究プログラムを設置しています。大学の中だけではなく、広く
現実の政策ネットワークと結びつくことによって、より高度かつ実践的な研究教育を展開することができ
ます。また、このような研究教育の一環として、全学の部局横断型のプログラムにおいても、主導的な役
割を果たしています。
第三に、2016 年度から新たに博士後期課程を開始します。政策の立案・評価・実施に必要な知識やス
キルはますます高度化・複雑化しており、特に、国際機関や国際交渉の場においては博士号が必須の時代
を迎えつつあります。本博士課程では、専門分野（法学政治学、経済学）における高度な研究能力に加え、
学際的能力と国際的実務能力を持つ高度な博士人材を養成することを目的とし、国際金融・開発及び国際
安全保障の分野において、日本ならびに世界の公共政策をリードする人材の輩出を目指します。

また、今後も海外提携校とのネットワークの拡大を予定しており、在学中に一度海外で学ぶことを強く勧
めます。各界の皆様には、これらの学生に対する引き続きのご協力、ご支援を重ねてお願い申し上げます。
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以上のように、公共政策大学院は、世界の主要な公共政策大学院の一つたるべく着実に歩みを進めてい
ます。学生諸君はこれらの学習環境を大いに活用し、政策のプロとしての力を育んでほしいと思います。
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教授：

Yee-Kuang HENG

Embarking on a New Exciting Journey

After 12 years lecturing on International
Relations at universities in the United
Kingdom, the Republic of Ireland, and
Singapore, I joined GraSPP as a full-time
faculty member in April 2016. I enjoyed
thoroughly my previous six-month visiting
stint with GraSPP in 2015, and am
delighted to be back. This time, my key
responsibility will be helping to deliver the
newly-established Doctoral program at
GrasPP. The PhD in Public Policy, with two specialization tracks in
"International Security" and "International Finance and
Development", trains students to develop an integrated holistic
analytical mindset to address complex policy challenges in our
globalized world. Together with a professor from an Economics
background, I will be teaching a Research Design Seminar for
ﬁrst-year PhD candidates on how to identify research questions,
formulate hypotheses and deploy appropriate research methods. I
will also be teaching other modules such as Field Seminar in
International Relations; Security Studies, and Soft Power in the
Asia-Paciﬁc. Besides my teaching responsibilities, there are
research opportunities that also attracted me to GraSPP. The
strong links with the Policy Alternatives Research Institute (PARI)'s
Security Studies Unit and the Complex Risk Governance Unit in
particular provide platforms for cutting-edge research that
complement my own long-standing interests in the ﬁeld of risk
and security studies. As a leading research university, UTokyo is
well-placed to be the frontrunner in Asia exploring the complex
intersection between risk and security. For instance, a research
project evaluating risk assessment and horizon scanning structures
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Find your own interest

回

Ming WAN
MPP/IP Year 1
【講義科目】

Case Study

( Finance and Development in Emerging Asia I )
【担当教員】

西沢利郎 特任教授

in security policy-making through a comparative analysis of British,
Singaporean and Japanese experiences, would be most exciting.
Having previously presented papers at international conferences
in a joint panel together with other colleagues at GraSPP, my hope
is that we can collate our papers to publish an edited volume in a
peer-reviewed academic journal that showcases the impressive
multi-disciplinary research on risk undertaken here. GraSPP is also
engaged in many signiﬁcant international initiatives such as
double-degree programs and strategic partnerships such as the
Global Public Policy Network. I am looking forward to serving on
the International Aﬀairs Committee. As several of our partner
public policy schools around the world have launched Executive
Education programs, this is one avenue that I hope to explore
together with colleagues at GraSPP. In addition, building stronger
faculty and student exchanges between GraSPP and our partner,
Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of
Singapore, has been one of my interests, not least because I spent
ﬁve years on the LKYSPP faculty! Several developments in
professional organisations, such as the ﬁrst Regional Conference
on Public Policy to be held at the University of Hong Kong in June
2016 also oﬀer opportunities for GraSPP faculty and students
conducting research and building networks with partner
institutions. I have been invited to attend the interim steering
committee meeting at the inaugural launch of the Asia-Paciﬁc
International Public Policy Association in Hong Kong and it
promises to be an eye-opening experience, with implications for
policy schools in Asia such as GraSPP. With the blossoming and
fading of the sakura, the spring semester is now underway and
there is much to do in the new academic year.

Last semester, although I had very limited experience either in case studies or ﬁnancial issues
as a freshman at GraSPP, I took the course "Case Study (Finance and Development in Emerging
AsiaⅠ)" because I was interested in policy banking operations. I was a little worried at the very
beginning, but when I discussed my idea with Prof. Nishizawa I was encouraged to look into
ADB's case from the angle which I'm familiar with̶energy sector operations.

Open your mind
The class was held in small group discussions around the table, so everybody had a chance to
express thoroughly their opinions and freely questions. In the course, we were exposed to many
professional concepts by looking into various cases related to development and ﬁnance, all of
which are relevant to our interests. After having broadened our analytical perspectives, we were
able to examine a variety of topics, such as the pros and cons of globalization, ﬁnancial
integration, microﬁnance development, TPP, China's AIIB initiative, and RMB internationalization.
Our discussion often ran past the allotted class time and the best part of the class was that
although the topics were quite diverse, one could still focus on his or her own subject.

Gain practical experience
With the guidance of the professor, we learned to listen to diﬀerent opinions, to critically
analyze from diﬀerent perspectives and to derive our own conclusions/implications. After reading
and processing reading materials on selected episodes, we wrote a brief memo about our
understanding of the issue to help the professor know if we were on the track and to give us
further advice. Hands-on training helped us learn how to write research papers, make
presentations professionally, and communicate more eﬀectively. Also, guest speakers with
working experiences in international ﬁnancial institutions were invited to share their views with
us directly.
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You should join
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Combine with practical application, this course was a special and enjoyable learning
opportunity for me and has made my study in the following semester easier and more fruitful.
Most importantly, as this is a free and open learning environment, you are not penalized for your
views if they are diﬀerent from others ̶ all you need is to think actively and independently.
Therefore, no matter whether you have a background in ﬁnance or not, if you have some ideas in
ﬁnancial issues and would like to gain practical skills, you should join this fantastic course, ﬁnd
your own interest, and learn from it.

GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC POLICY THE UNIVERSITY OF TOKYO

― 人事院から派遣されているということですが、背景を伺えますか。

人事院の国内研究員制度で派遣という形をとっています。これは各省か
ら希望者を募って国内の大学院で研究に従事させる制度です。私は総務省
で働いており、情報通信分野の仕事の担当でした。国家公務員 II 種で入省
したのですが、職場では採用区分は関係なく企画の仕事もしました。その
うち、政策を立案するときに関連する法律の知識や従来の政策等の効果を
分析するための経済的な知識がほしい、大学院で勉強したいという気持ち
が高まりました。この人事院の制度では国公立であれば希望の大学院を受
験できます。毎年、各省から十数名私の代は全省庁から14 名派遣されてい
ます。
実は、GraSPPの草創期に派遣されていた職場の先輩に相談したら、私が
勉強したい内容からすると、法律、経済、政治、問わず柔軟にカリキュラ
ムが組める GraSPP がぴったりだ、と勧められました。
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インタビュー
中村 星紗さん
法政策コース 2 年

S t u d e n t

I n t e r v i e w

― 1年目が終わっていかがですか。

GraSPP では、取得できる単位数の上限が 38 単位と決まっているのです
が、取りたい授業がたくさんあって、聴講生としても GraSPP や他学部の授
業に参加しました。松村敏弘先生の「規制政策」、「法と経済学」は自分が
関わってきた業務に直接関係する内容で、なおかつ今まで意識したことが
ない部分に目が向きました。奥村裕一先生の事例研究３部作「デジタル時
代の行政と社会」も面白かったです。IC T による市民参加型社会への移行、
国のデータを公開して政府の透明性を高める、電子政府やマイナンバーな
どを通じて行政を効率よく動かすなど、幅広いテーマが取り上げられまし
たが、今後の行政の在り方と国民の関わり方は変わっていくだろう、とい
う共通の認識が土台になっていました。私の職場では電子決裁がほぼ 100
％、印鑑は使っていません。また、外山秀行先生の「法制執務の基礎と応
用─法治国家の政策対応」は、職場にいてもなかなか学ぶ機会のない法改
正に必須の実務的な知識を、きちんと体系立てて学ぶことができて、ため
になりました。
久しぶりの大学生活で、周りとの年の差を感じなくもありませんが、省
庁希望の仲間が多いので、省庁で働いている人間として生の経験を伝えた
りと多少は役に立っているのでは、と思います。
今は、当初の興味から派生して ”Nudge” というアイディアに興味があり、
GCL（ソーシャル ICTグローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム）
の Nudge ユニットに参加させていただいています。”Nudge" というのは、
人間の持つ行動特性をうまく利用し、選択の自由を残したまま人々の行動
を良い方向へ変容させるアプローチです。これまでのように上から指示し
て人々を正しい行動に導くのではなく、彼らを軽く押したりつついたりし
い今後の政策形成に役立つのでは、と考えています。大学院に来なかった
ら、こんな面白いアイディアがあったのを知らずにいたと思います。
（インタビュー・文責

編集担当）
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て人々を正しい方向へ送り出す戦略です。これが法規制による強制ではな
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退任にあたって
城山英明
2014 年 4 月から 2 年間、公共政策学連携研究部長・公共政策学教育部長を務めさせていただきました。
この間の大きな課題は博士後期課程の設置準備でした。2013 年秋から公共政策大学院が幹事部局となり実
施していたオールラウンド型の博士課程教育リーディングプログラムである「社会構想マネジメントを先
導するグローバルリーダー養成プログラム」の実施と連動する形で、同プログラムの幹事部局である公共
政策大学院に、博士後期課程である国際公共政策学専攻を 2016 年 4 月より設置させていただきました。
この間、既存の博士課程との違いが検討の焦点となり、国際金融・開発、国際安全保障という領域に焦
点を限定するとともに、必ずしも研究者ではなく実務で活躍できる人材育成を目的とする点、基本的なト
レーニングは英語で行う点、理系も含めた学際的なトレーニングを行う点を強調することとなりました。
国際機関等のみならずアジア各国においても社会において一定の役割を果たすには博士号の取得が条件と
なりつつあり、また、大学内でも研究の卓越性が重視される中で、公共政策大学院にとっても小規模な博
士を持つことは、既存の専門職学位課程を充実させるためにも重要な役割を果たしうると考えています。
また、英語による国際プログラムや交換留学・ダブルディグリープログラムによる国際化も継続的に展
開し、在学生における留学生の比率は 40 % 程度となりました。そして、国際プログラムの幅を広げるため
に、経済政策・金融・開発系（Economic Policy, Finance and Development: EPFD）、公共管理・国際関係
系（Public Management and International Relations: PMIR）を 2017 年度より国際プログラムコース内部に
設定することとしています。さらに長年の懸案であった建物についても、公共政策大学院の多くの部分が
入ることになる予定の文系総合棟の具体化が進み、2017 年夏に完成の予定となっています。
公共政策大学院は、2004 年に設置という比較的新しい組織ではありますが、法学政治学研究科と経済学
研究科のジョイントベンチャーであるという柔軟性を活かして、実務との連携、国際的連携、理系との連
携等様々な実験を行ってきました。今後は、新たな器の中で、様々な連携を踏まえて着実に研究・教育基
盤を強化するという基本的課題にチャレンジすることになるのではないかと思います。道半ばの課題も多
く残っておりますが、皆様のお力添えにより、なんとか乗り切ることができました。今後とも公共政策大
学院へのご支援のほどをお願い申し上げます。

TOPICS
トピックス

GraSPP のウェブサイトが
新しくなりました
これまで以上に見やすく、わかりやすくなったのではない
かと思います。これまで独立した項目がなかったニュース
レターも新しく 1 ヶ所にまとめられ、過去の号もご覧にな
れます。これから適宜、イベント等の情報を発信してまい
ります。ご期待ください。
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編 集
後 記

オフィスが引っ越してから初めてのニュースレターで
す。勤務 10 年余にして違う風景を楽しめるとは思って
もいませんでした。前のオフィスでは染井吉野を堪能
しましたが、今のオフィスでは濃いピンクの緋寒桜、
染井吉野、八重桜と桜の三重奏が楽しめて眼福でした。
周辺も下町ならではの情緒が色濃く残っており、散策
が楽しい地域です。（編集担当）
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