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１．公共経済・公共政策プログラムについて	 

	 

	 現在の日本は、巨額の財政赤字の累積、

急速な少子高齢化と大幅な見直しが必要

とされる公的年金・公的医療保険制度、

といった構造的財政問題を抱え、長期的

な経済停滞に陥っています。また、世界

に目を向けるならば、貧困の中で人々の

人権が保障されていない国々や、経済的

権益をめぐる摩擦や対立あるいは環境破

壊が人類の生存を脅かしている状況も見

られます。	 

	 言うまでもなく、このような深刻な問

題の解決・改善のためには、経済活動や

政策の効果に関する深い理解と、人々を

説得することができる力を備えた優秀な

人材が必要とされます。しかし、残念な

がら、これまでの日本の高等教育制度に

おいて、そのような人材の育成が十分行

われていたとは言えないでしょう。	 

	 一橋大学政策大学院	 公共経済プログ

ラム（PEP）および	 経済学研究科	 公共政

策プログラム（PPP）は、このような状況

を少しでも改善することを目指して設立

されました。その対象は、主として、国

家公務員、地方公務員、政策系シンクタ

ンク等の研究機関を志望する学生、およ

び、世界銀行・IMF・アジア開発銀行など

の国際機関でエコノミストとして働きた

いという希望を持つ学生です。	 

	 これらのプログラムの最終目標は、修

士課程の学生に、政策アナリストとして

の技能を与え、公共政策に関する専門的

見識を有する政策のプロを育てることで

す。特に政策の数量的分析能力を身に付

けさせると同時に、現役の官僚、国際エ

コノミスト、シンクタンク等の研究者と

の交流を通じて、現実の政策問題への関

心を喚起していきたいと考えています。	 

	 ２つのプログラムの学生は下図のよう

に、異なる組織に属していますが、いず

れも政策のプロを目指す学生たちであり、

本パンフレットで紹介いたしますコンサ

ルティング・プロジェクトの完成が必修

要件とされています。そのため、コンサ

ルティング・プロジェクトの準備や報告

などでは一緒にワークショップを開催す

るといった共同作業も行われています。

５年一貫コース 標準コース 

PPP 

PPP 標準コース 社会人１年コース 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 

PEP 
PEP 

経済学部・経済学研究科 政策大学院 公共経済プログラム 

学
部 

修
士 

一橋大学 
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２．コンサルティング・プロジェクトの概要	 

	 

（１） ねらい	 
	 

	 コンサルティング・プロジェクトは、

アメリカのいくつかの公共政策大学院で

プロフェッショナル・トレーニングを行

うために取り入れられている手法です

（添付の参考資料も参照のこと）。この手

法は様々な名称で呼ばれていますが、そ

の基本的な仕組みは、学生が政策に関す

るコンサルティングの仕事を擬似的に請

け負い、依頼者（クライアント）との情

報交換を重ねながら調査研究を行い、最

終的に依頼者に納得してもらえるような

報告書を提出するというものです。	 

	 このようなトレーニングには、(i)	 学

生が実際の政策分析や政策立案に役立つ

調査研究を行う、(ii)	 政策決定の現場で

行われる「依頼された問題に対する調査」

を実際に体験することを通じて、コミュ

ニケーション・スキルなどの実践力を身

につける、という２つの目標があります。

特に後者の観点からは、コンサルティン

グ・プロジェクトは一種のインターンシ

ップの要素があると言えますが、政策分

析や政策立案に関する仕事を行うという

目的がはっきりしている点、そして、指

導教員の助言等も受けながらコンサルテ

ィングの仕事を行うという点において、

極めて教育効果の高いインターンシップ

にすることができると考えています。	 

	 このような教育プログラムは日本では

まだ浸透しておらず、今後、協力をお願

いできそうな受入機関（依頼者・依頼機

関）の理解を得る作業を積み重ねていく

必要がありますが、政策のプロを育てる

ための教育としてふさわしいプログラム

の１つであると考えており、じっくりと

育てて行きたいと思います。	 

	 

（２） 具体的な作業プロセス	 
	 

	 コンサルティング・プロジェクトは、

具体的には次頁の図のように進めて行き

ます。このプロジェクトは、通常、１年

次の終わり頃からスタートして、学生の

修学状況や就職活動の状況に応じたスケ

ジュールを個々に設計し、約１年間かけ

て質の高い報告書を完成させることを目

標としています。	 

実施状況	 

	 公共政策プログラムでは2004年から５名の

学生が以下のようなコンサルティング・プロ

ジェクトを開始しました。（括弧内は受入機

関）	 
	 

・ 公共部門による地域開発事業の在り方	 
	 	 （野村総合研究所）	 

・ 自治体病院の非効率性分析	 
	 	 （国立社会保障・人口問題研究所）	 

・ 財政赤字と長期金利の関係について	 
	 	 （財務省	 財務総合政策研究所）	 

・ インドネシアの所得税制の問題	 
	 	 （インドネシア大学	 経済・社会研究所）	 

・ 日本の自動車産業における労働者の育成	 
	 	 （タイ経済産業庁）	 
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	 	 図：コンサルティング・プロジェクトの進め方（標準ケース）	 

	 

           ＜大学院での活動（学内）＞        ＜受入機関のご協力（学外）＞ 

	 

３月 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

プロジェクト・テーマの設定 
	 
指導教員等と相談しながら、コン
サルティング・プロジェクトのテ
ーマについて話し合います。研究
テーマの大枠を設定すると同時
に、具体的な調査研究課題につい
ていくつか案を出しておきます。 

調査研究課題の設定 
	 
研究テーマおよび調査研究
問題に関心を持ってもらえ
そうな機関を訪ね、コンサ
ルティング・プロジェクト
の受入機関となってもらう
ことを要請します。受入機
関となってもらうことが了
承されれば、具体的な調査
研究課題を設定します。 

 調査研究の開始 
	 
設定された具体的な課題について、
調査研究を開始します。	 
	 
(1)	 指導教員とよく連絡をとり、ア
ドバイスを受けながら、調査研究を
進めて行きます。	 
C	 
(2)	 必要に応じて、受入機関を訪
ね、資料提供や調査研究の方向性に
関する打ち合わせ等を行います。	 
	 
(3)	 学内のワークショップなどに
おいて、調査研究に関するプレゼン
テーションを行い、指導教員や同級
生からのコメントを受けます。	 
	 
(4)	 完成度の高い最終報告書の完
成を目指します。	 

最終報告書の完成 
	 
調査研究の最終報告書を
完成させ、受入機関に提
出しプレゼンテーション
を行います。受入機関に
は、評価をお願いします。 

調査研究への協力 
	 
(1)	 調査研究課題に関する
資料提供やインタビューな
どに関して、依頼機関に協
力をお願いします。	 
	 
(2)	 必要に応じて中間報告
や調査研究の方向性に関す
る打ち合わせを行います。	 

最終報告書の評価 
	 
指導教員は、最終報告書や依頼機
関からの評価を基に、コンサルテ
ィング・プロジェクトの成績評価
を行います。 

コンサルティング・プロジェクトの取りまとめスケジュール  
・コンサルティング・レポート暫定最終版の提出（１１月末）   
・コンサルティング・レポート暫定最終版のプレゼン（１２月～1月初旬）  
・コンサルティング・レポート最終版の提出（１月中旬）   
・コンサルティング・プロジェクト評価シート送付（２月１０日頃まで）   
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３．コンサルティング・プロジェクト協力機関に関する Q＆A	 

	 

Q．コンサルティング・プロジェクトの協力機

関になるということは、どのようなことを意

味しますか。	 

A．コンサルティング・プロジェクトの趣旨に

ついてご理解頂き、貴機関に関連する問題に

ついて調査・研究を行いたいという学生が出

てきた時に受入機関になってもよいと考えて

頂ける場合、協力機関として登録させて頂け

ればと考えています。もちろん協力機関にな

ったからと言って、希望する学生が出てきた

場合に引き受けなければならないということ

は全くありません。プログラムに対して協力

の意思を表明して頂くこと自身が、私たち教

員にとって、そしてプログラムに所属する学

生にとって、大きな意味を持っており、いわ

ばボランティアベースで協力機関になって頂

ければと考えています。協力機関になって頂

いた場合には、ホームページや冊子などで、

機関名を紹介させて頂きたいと思います。	 

	 

Q．プロジェクトの調査研究課題としてはどの

ようなものが適切ですか。	 

A．プロジェクトの完成には時間がかかるため、

緊急性の高い課題というよりは、中長期的な

課題で、これまで人員的・時間的な制約のた

めに、重要ではあるが手を付けられていなか

ったような課題が最も適していると思われま

す。協力機関におかれまして、もしそのよう

な課題がすでにありましたら、ご連絡頂下さ

い。依頼のあった調査研究課題としてデータ

ベース化し、学生がコンサルティング・プロ

ジェクトのテーマを検討する際に活用させて

頂きたいと思います。	 

	 

Q．受入機関にとってのメリットは何ですか。	 

A．実際に、本プログラムの学生に対してコン

サルティングを依頼する受入機関になって頂

いた場合、その受入機関が重要であると考え

る問題の１つに対して、無料でコンサルティ

ング・サービスを受けられることが受入機関

になることのメリットです。確かに、まだ修

行中の学生によるサービスですが、本プログ

ラムの教員の指導の下に行われるものであり、

一定水準のサービスを提供したいと考えてい

ます。	 

	 

Q．受入機関にとってのコストは何ですか。	 

A．学生への対応のために必要となる時間と労

力が、受入機関にとってのコストです。この

コストが決して小さくないことはよく認識し

ており、あまり迷惑にならない範囲で協力を

お願いしたいと考えておりますが、その一方

で、質の高い報告書作成のためには、各種の

情報提供等はお願いせざるを得ないため、可

能な範囲でご協力頂ければと考えています。	 

	 

Q．受入機関は、学生とどのような形で関わり

ますか。	 

A．具体的な関わり方については、学生と受入

機関との間で話し合って決めて頂きたいと思

います。ただし、プロジェクトは指導教員等

のアドバイスの下に行われるので、教育的観

点から例えば学生の負担が過大になっている

と判断される場合には、教員から仕事の進め

方の見直しをお願いする場合があると考えら

れますので、ご理解頂きたいと思います。１

つの標準的なケースとして、学生が月に１回

程度、受入機関を訪ね調査研究の進捗状況等

を報告すると同時に、追加的な資料や情報等

を提供して頂きながら、プロジェクトを完成

させて行くという進め方を想定しています。	 

	 

Q．調査研究の結果に関する著作権や守秘義務

はどうなりますか。	 

A．最終報告書の著作権等は、基本的には、受

入機関に帰属するものと考えます。ただし、

その内容はセミナーやホームページなどを通

して大学内あるいは学外に公開される可能性

があること、および学生がその報告書を基に

独自の論文を執筆する可能性があることを予

めご承諾下さい。従って、公開されたくない

情報等については指摘して頂き、報告書等に

記載されないように工夫することが必要とな

るでしょう。言うまでもなく、コンサルティ

ング・プロジェクトは、あくまでも学生のト

レーニングが目的ですので、受入機関に対し

て不利益をもたらすようなことがないよう最

大限の努力を払います。
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４．プログラム専任教員の紹介	 

	 

	 

田近栄治	 教授	 

ミネソタ大学	 Ph.D.	 (経済学)。アジア経

済研究所での研究職を経て、1984 年に一

橋大学に着任。現在、政府税制調査会や

財政制度等審議会を初めとして様々な審

議会等の委員を務める。専門は、税制の

理論と実際、	 地方財政改革、	 社会保障

の理論と実際、	 経済発展と財政など。	 

	 

渡辺智之	 教授	 

プリンストン大学	 Ph.D.	 (経済学)。大蔵

省・財務省および中央大学大学院国際会

計研究科を経て、2005 年より一橋大学に

着任。現在は、財務省財務総合政策研究

所特別研究官などを務める。専門は、租

税政策、税務戦略、	 国際課税、	 法と経

済学など。	 

	 

山重慎二	 准教授	 

ジョンズ・ホプキンス大学	 Ph.D.	 (経済

学)。トロント大学経済学部を経て、1996

年に一橋大学に着任。現在、大和総研経

営戦略研究所客員研究員などを務める。

専門は、経済政策と社会経済構造の相互

関係、	 経済政策の公平性、少子化問題、

民営化と公益企業の経済分析など。	 

	 

林	 正義	 准教授	 

クイーンズ大学	 Ph.D.（経済学）。明治学

院大学経済学部を経て、2004 年に一橋大

学に着任。現在、財務省財務総合研究所

の総括主任研究官を務める。専門は地方

財政	 (政府間財政関係)、再分配政策、税

制と民間の対応、応用計量経済分析など。	 

	 

佐藤主光	 教授	 

クイーンズ大学	 Ph.D.（経済学）。1999

年に一橋大学に着任。現在、政府税制調

査会専門委員などを務める。『地方交付税

の経済学』(共著,	 有斐閣)	 は 2004 年の

日経・経済図書文化賞，他を受賞。専門

は地方財政理論	 (地方分権の理論)、最適

課税論、社会保障	 (医療経済学)	 など。	 

	 

別所俊一郎	 専任講師	 

経済学博士（東京大学）。株式会社日本総

合研究所調査部，財務省財務総合政策研

究所を経て、2006 年に一橋大学に着任。

専門は、最適課税論	 (経済厚生損失の計

測)、社会保障論	 (OLG モデルの数値解析、

医療経済学)、	 地方財政・政府間関係な

ど。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

公共経済・公共政策プログラムの専任教

員の詳しいプロフィールにつきまして

は、以下のサイトもご参照下さい。 

www.hit-u.ac.jp/IPP/PEP/people1.html 
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（参考）ハーバード大学ケネディー行政大学院での実施例	 

	 

	 ハーバード大学のケネディー行政大学

院の公共政策修士課程において実施され

ているコンサルティング・プロジェクト	 

は、政策分析演習（Policy	 Analysis	 

Exercise）と呼ばれ、次のように説明さ

れています。「政策分析演習は公共政策修

士課程のカリキュラムの１つの頂点をな

すものです。それはケネディー行政大学

院で学んだことを総括し、それを実際に

応用してみる機会です。」「政策分析演習

が大きなチャレンジであることはケネデ

ィー行政大学院の伝説となっています。

…	 それがチャレンジであることは間違

いありません。しかし、卒業生の多くは、

政策分析演習がケネディー行政大学院に

おける経験の中で最も役立つものの１つ

であったと語っています。」	 

	 ケネディー行政大学院では、政策分析

演習は２年次に約８か月かけ、定期的な

教員の指導を受けながら、高いレベルの

報告書を完成させることとなっています。

そして特に水準の高い報告書に対しては、

政策分析演習優秀賞が与えられます。ま

た、ケネディー行政大学院では、このプ

ログラムに関して長い経験を持っており、

依頼機関からも高い評価を受けていると

いいます。	 

	 政策分析演習に協力してもらっている

依頼機関が得られる便益について、ケネ

ディー行政大学院は次のように説明して

います。「政策分析演習は、クライアント

である依頼機関に対して、なじみ深い問

題に関して新鮮な視点を提供したり、十

分な時間がないために考察できなかった

ような新しい問題を分析する機会を与え

たりしてくれるでしょう。また、政策分

析演習を通じて、クライアントは独立的

な主体から政策アドバイスをうけること

もできます。つまり政策分析演習は、貴

組織に対して、有用で専門的な調査研究

を小さなコストで提供することができる

のです。」	 

	 このように、	 ケネディー行政大学院で

は政策分析演習の制度がある程度確立さ

れており、現在では、依頼機関やプロジ

ェクトのテーマをインターネットを通じ

て随時募集し、データベース化していま

す。そして、学生は、数多く寄せられる

プロジェクトの中から自分の関心に合っ

たテーマを選び、クライアントとの交渉

を始められるという仕組みが出来ていま

す。	 

	 最後に、ケネディー行政大学院におけ

る政策分析演習のテーマと依頼機関の例

をいくつか紹介しておきます（次頁の表）。

なお、ケネディー行政大学院の政策分析

演習については、以下のサイトで詳細な

情報提供が行われています。	 

	 

http://www.ksg.harvard.edu/PAE/	 
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表：ケネディー行政大学院における政策分析演習のテーマ例	 

	 

テーマ（概略）	 依頼機関	 

労働紛争における連邦政府の役割について	 連邦政府	 

技術革新に対応できる労働力を育てる手法について	 Andersen	 Consulting	 

途上国において金融機関はいかに再生利用可能なエネル

ギーへの民間投資を促すことができるか	 

Greenpeace	 International	 

介護事業の見直し	 Vinfen	 Corporation	 

マサチューセッツ州の小学４年生に対する学力向上のた

めの歳出の効果について	 

マサチューセッツ州政府	 

ワシントン DC の空き地に関する必要度からみた評価	 Brooking	 Institution	 

市立大学の連携に関する市としての戦略	 ボストン市長	 

中国の軍事技術発達に関する評価	 連邦政府	 

日米安全保障の将来について	 連邦政府	 

韓国の国内債券市場を発達させるための努力の効果	 世界銀行	 

優良債および連邦債市場の発達とモラルハザード問題	 Goldman	 Sachs	 

チベット貧困緩和ファンドの寄付集め戦略について	 チベット貧困緩和ファンド	 

南アフリカの国会は予算プロセスに対して如何に有効な

影響を与えられるか。	 

南アフリカ共和国議会	 

エクアドルにおける「ドル化」が持つ貧困効果の緩和に

ついて	 

ハーバード大学	 

テレビのデジタル化が公共放送に与える影響について	 情報政策機関	 

金融サービス産業におけるコンピューター犯罪への対応	 FBI	 

アメリカ空軍の汚染浄化政策について	 アメリカ空軍	 

	 	 
	 

コンサルティング・プロジェクトに関するお問い合せ 
 

〒186-8601 東京都国立市中２－１	 

一橋大学経済学研究科／国際・公共政策大学院	 

准教授	 山重慎二	 （コンサルティング・プロジェクト担当教員）	 

電話：042-580-8596（直通）または	 042-580-8595（助手）	 

ファックス：042-580-8748	 

電子メール：yamashig@econ.hit-u.ac.jp	 

Homepage：http://www.hit-u.ac.jp/IPP/PEP/CPj	 

 
 
 


