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明治大学国際総合研究所の目的

　20 世紀後半から加速度的に進行した技術革新とグローバ

リゼーションによって、世界の経済秩序・安全保障秩序は

大きく変わってきました。これにより、多くの国で経済的繁

栄がもたらされる一方、経済および安全保障の両面におい

て様々な問題が生じています。

　国際総合研究所（MIGA）は、このような世界の情勢を踏

まえ、世界が持続可能な成長を通じ平和と繁栄を享受する

ために、さまざまな経済リスクの制御、外交・安全保障環境

の安定化、さらなる技術革新とその制御、グローバルな企業

経営の規律などの諸問題の解決策の提言を行います。

　これらの諸課題は、国の枠組みを超えた知恵の結集が切

望されている課題でもあります。また、今後ますますグロー

バル化が進む中、日本が孤立化を避け、経済的・知的に世界

の有力な一翼を担い続けるためには、日本と世界との交流

を活発化するための基盤を強化することが不可欠です。

MIGA は、そのような基盤を提供することを目指します。

The rapidly advanced “innovation and globalization” in the last half of the 

20th century have drastically changed, and continue to change, the world 

economic and securi ty order.  They have brought not only remarkable 

growth and prosperity to many countries, but also serious challenges.

MIGA was es tabl ished to contr ibute to  solut ions of  such chal lenges 

through the proposals to mitigate  various economic risks, to stabilize the 

global security environment, to take full advantage of further technological 

innovations, and to help manage global companies in the changing envi-

ronment. 

Meaningful contributions require an integration of academic, business and 

policymaking sectors beyond national borders. Such integration is also crit-

ical for Japan to continue to operate as a viable and respected player in the 

ever-advancing  “innovation and globalization.” MIGA seeks to contribute 

to such activities.

Mission Statement of Meiji Institute for Global Affairs
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研究分野と研究プロセス

世界の
安全保障環境の変化

MIGAの研究方針

世界的な
経済秩序の揺らぎ

技術革新の
スピードの加速、
グローバル化

The Research Field and Research Process

Global Changes Affecting Japan Research Fields in 2016

Research on International Relations
and National Security

Changes in the International
Security Environment

Instability of the World Economic Order

Innovation and Globalization

Features of MIGA’s Research

日本の安全保障、経済的発展に
密接にかかわる
地域・問題に着目、分析。

グローバル化によるリスクの増大に
着目し、東アジア全体の平和と繁栄に
重点を置きつつ課題を選定。

Analyzing regions and developments which 
could seriously affect Japan’s national 
security and the economic performance.

Identifying major risks and challenges to 
tackle, with special emphasis on  East Asia.

Integrating the expertise and wisdom of 
academia, business and policymaking 
sectors including international community.

Contributing to strengthening policy 
networks in Japan.

課題の整理、解決法の提案に
国境を超えた産官学の知を結集。

日本の政策ネットワークのさらなる
充実に貢献することを目指す。

国際関係および安全保障を
切り口とする研究

A New Order of the Asia-Pacific

アジア太平洋の新秩序・

・

・

・

・

・

・

Research on Challenges Crossborder

The research project will be carried out in various forms: MIGA’s independent research, 
a collaboration with other institutions, and contracted or funded research.

The two-step-review system involving in-house fellows and outside experts.

Discussions with the business community, policy makers and academics

Coordination with researchers and institutions abroad such as ERIA, etc.

Research Group Formation
Research Proposal

Final Report Announcement of Products
 (Policy proposal, academic paper, etc.)

Review

課題を切り口とする研究

研究会の組成
研究プロポーザル 最終報告会 成果物

（政策提言、学術論文）の公表

コーポレートガバナンス

各段階でフェロー、外部有識者を交えたレビューを実施。

産業界、政策担当者、アカデミクス間の議論を重視。

ERIA等海外の研究機関・研究者との連携を重視。

▶

▶

▶

レビュー

経済界、政策担当者、明治大学内外の研究者、国際的な有識者などをメンバーに
The researchers will be chosen among the academics in and out of Meiji University, 
business leaders, policy makers, and internationally distinguished experts.

*
MIGAの独自研究のほか、他の研究機関との研究協力、受託研究等の形態もとる

日本をめぐる世界的な環境の変化 研究分野

Outreach to the wide public
by hosting a Symposium, etc.

シンポジウムの実施等による
社会の幅広い層へ議論を喚起

Corporate Governance

Middle East Situation

中東に関する現状分析・調査

Healthcare Policy

医療政策

Vision and Challenge of 
Information Technology Development

情報技術の深化と政策

東アジア地域協力
Economic Integration in East Asia

EU Studies

EU研究 



研
究
概
要

R
esearch O

verview

A New Order of the Asia-Pacific

アジア太平洋の新秩序

プロジェクトリーダー／川口順子特任教授、伊藤剛教授

Having in mind the ongoing power transition in the Asia-Pacific region, the project focuses its 
analysis on the following themes as a three-year project since AY 2014 : ① A great Power in 
the 21st century, ② The power transition and the economic interdependence, 
③ A desirable way of co-existence in the Asia-Pacific region 

アジア太平洋地域は大変動の最中にある。このことを背景に、本プロジェクトでは米中関係
を中核とし、日本にとって重要な以下の 3テーマを2014 年度から3 年計画で研究してい
る。 ① 21 世紀における大国、 ②経済相互依存と外交・安全保障、③アジア太平洋地域
の共同体

Project Leader:Professor Yoriko Kawaguchi, Professor Tsuyoshi Ito

EU Studies

EU研究

Middle East Situation

中東に関する現状分析・調査

プロジェクトリーダー／山内昌之特任教授、中川恵客員教授

Regional conflicts pertaining to abundant oil, the distortion of the ”Arab Spring” and the civil wars 
in Syria/Iraq, and the possible Iran-Israel clash highlight the importance of Middle East, the region so 
critical to the security and economic order of the world. The project conducts a basic research and 
an analysis of the region’s present state. It also focuses on a structural analysis of the region’s 
international relations since WWI and the geopolitical picture regarding the “Islamic State.” Lastly 
but not least, a historical research and field study will be done to formulate a policy proposal on the 
intra-regional transition.

豊富な石油資源の絡む地域紛争、シリアとイラクにおける遅れた「アラブの春」の歪みと内
戦、イスラエルとイランの衝突の可能性など、グローバルな安全保障と経済秩序を決定づける
中東について基礎研究と現状分析を行う。第一次大戦以降の中東国際関係の構造分析、
「イスラーム国」をめぐる地政学的構図と域内変動の歴史的研究および現地調査、政策提言
活動を行う。

Project Leader: Professor Masayuki Yamauchi, Visiting Professor Kei Nakagawa

Healthcare Policy

医療政策

Vision and Challenge of Information Technology Development

情報技術の深化と政策

プロジェクトリーダー／浜口友一フェロー、
清貞智会客員教授、根津利三郎客員教授、中西晶教授

Due to the globalization of corporate activities, the supply chain has expanded and become 
unprecedentedly complicated. The information network serves as the foundation of this development. 
This project aims to prescribe the measures against the vulnerability of the information network.
This year, in order to provide advice and recommendations to corporate activities and public 
administration, we will conduct surveys and seminars on the role of Computer Security Incident 
Response Teams (CSIRTs ) activities in disaster situations.

スマート端末、３Dプリンター、IoT、ビッグデータ解析、人工知能、Industriy4.0 など情報
技術の急速な進化と統合は製造、サービス、インフラ等社会経済のあらゆる分野において
パラダイムの変革をひきおこしつつある。政策決定者、企業経営者に対しこのような変革の
全体像を具体的な形で提示する。（浜口）
また、そのような進展により個人情報保護の各国制度の違いによる情報流通の阻害の予
防やサイバーセキュリティの確保が極めて重要となっている。本研究会では海外の動向や
技術の発展を踏まえ、政府や民間企業が情報セキュリティを高めるためにそれぞれ果た
すべき役割について調査・研究する。（清貞）

Project Leader: Fellow Tomokazu Hamaguchi, 
Visiting Professor Tomoe Kiyosada,
Visiting Professor Risaburo Nezu, Professor Aki Nakanishi

Corporate Governance

コーポレートガバナンス

プロジェクトリーダー／藤田純孝フェロー、三和裕美子教授

The Corporate Governance of listed companies in Japan made a substantial progress through the 
Stewardship Code, the revision of company law and the Corporate Governance Code introduced 
during the years 2014-2015.  This project analyzes whether the general principles requested 
by the Corporate Governance Code such as strategy for the sustainable growth of corporate value 
enhancing capital efficiency, securing the rights of shareholders, fulfillment of the responsibility of 
the board, appropriate disclosure, dialogue with the shareholders, etc. are complied with and 
performed by companies not as forms but as matter of function including the mindset of corporate 
management. The project also aims to review the new trend of the corporate governance issue in 
Europe and USA.

日本企業のコーポレートガバナンス改革は 2014-15 年の日本版スチュワードシップ・コード、
会社法改正、コーポレートガバナンス・コード制定によって大きく進展した。　一方で、コー
ドが求める資本効率を意識した中長期の企業価値成長、株主権利の確保、情報開示、取
締役会の運営、投資家との対話促進等が経営者のマインドセットの問題を含め外形のみ
でなく、実態として改革が進んでいるかの検証をする必要がある。これらの課題を欧米に
おけるガバナンス改革の新しい潮流なども含めて研究する。

Project Leader: Fellow Sumitaka Fujita, Professor Yumiko Miwa

Economic Integration in East Asia

東アジア地域協力

プロジェクトリーダー／小林尚朗教授

This project will analyze structural changes in East Asia caused by the rise of China’s political and 
economic presence. Based on it, we will consider how each economy deals with those changes and 
how Japan should promote regional economic cooperation in East Asia. We will also seek for a new 
paradigm beyond the Washington Consensus or the Beijing Consensus.

中国の政治的・経済的プレゼンスの高まりが東アジア地域に与える影響・構造変動を分
析するとともに、それに対する東アジア各国・地域ごとの対応のあり方や、日本が推進す
べき東アジア広域地域連携のあり方などを検討する。あわせて、ワシントン・コンセンサス
や北京コンセンサスを超えたパラダイムを模索する。

Project Leader: Professor Naoaki Kobayashi

プロジェクトリーダー／鎌江伊三夫客員研究員
大西昭郎客員研究員、加藤久和教授
Project Leader: Visiting Researcher Isao Kamae,
Visiting Researcher Akio Onishi, Professor Hisakazu Kato

In recent years, there have been significant changes regarding the circumstances affecting 
the healthcare policy: the aging of society in the developed countries, improved living standards in 
the emerging economies and the advances in medical technology. Hence, there is a need to improve 
the level of medical care while giving considerations to sustainability. This project follows the Asian 
countries’ evolution of the healthcare policies and institutions, and analyzes the socio-economic 
conditions behind them. This year’s focus will include healthcare infrastructures, regulations and 
policies. 

近年、先進国の高齢化、新興国の生活水準の向上、医療技術の進歩など、医療政策を
取り巻く状況は大きく変化しており、諸外国では持続可能性に配慮しつつ医療水準を向
上させる試みが行われている。これを踏まえ、当面は ASEAN 諸国に着目し、医療をめぐ
る政策・制度の進化、その背景にある社会経済状況を研究する。本年度は、我が国の医
療機器の海外展開促進策を検討する上で前提となる、アジア諸国の医療インフラに関す
る制度や政策の関連する動向について調査を行うとともに、HTA のアジアでの普及を促
進する。

This project revaluates the precise picture of EU, amid the spreading sense of uncertainty within 
EU region caused by the Euro crisis. It aims to follow new developments in EU and recovery of Euro, 
while facing the reality of crisis, and avoiding unproductive pessimism. It also aims to consider 
implications of the EU’s future development on the economic integration of East Asia.

ユーロ危機でＥＵに不安が広がっているなかで、ＥＵの真実を見つめ直す。危機の現実を
直視するが、行き過ぎた悲観論は避け、ユーロ再生とＥＵの新展開を探る。それが東アジ
ア経済統合に示唆するところを検証する。

プロジェクトリーダー／岡部直明フェロー、廣澤孝夫客員研究員
Project Leader: Fellow Naoaki Okabe, Visiting Researcher Takao Hirosawa
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