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　私たちは国内外で様々な構造的課題に直面し
ています。国際的には、技術を巡る地政学的なリ
スクの顕在化やポピュリズムの台頭による社会・
地域の分断、そして地球温暖化の進行やパンデ
ミックへの懸念は、数ある構造的課題の一部に過
ぎません。国内に目を向ければ、少子高齢化に伴
う地域経済の衰退や社会資本ストックの老朽化
への対策も急務でしょう。こうした課題の解決に、
人工知能や機械学習の社会的活用も有効な場面
が多いですが、他方で、こうした技術革新が与え
る経済・社会的な負の影響も懸念されています。
　国内外の構造的な問題とグローバル化が同時
進行で進む中で、規制緩和や市場競争のみを理
想形とした社会・経済制度のあり方だけでは、わ
が国や世界が直面している課題に対して対応しが
たい事態が頻発しています。私たちは、政策・制
度のグランドデザインを改めて考えなおす時代に
今まさに突入しようとしているのです。こうした中
で、公共政策が果たす役割もきわめて大きくなっ
ていると共に、公共政策大学院で学ぶ意義も高
まっています。

　2004年4月に設立された公共政策大学院は、
15年の実績の上に立って、さらなる研究教育機
能の強化を試みています。
　第1に、国際化に対する取り組みを強化してい
ます。現在、海外の主要な公共政策大学院8校
との間でダブル・ディグリーをおこなっています。
また、交換留学をすることが出来る協定校は16

校あります。これらのプログラムを利用し、海外
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　現在、米中摩擦、気候変動、コロナウイルス等
の問題が国際社会に大きな影響を及ぼしており、
不透明さ・不安定さが増加しています。他方で、
これら諸問題の解決の方途や、実行のための国
際協力の枠組みは、道半ばです。また、日本でも、
少子高齢化、所得・世代間格差等の様々な課題
が山積しており、新しいアプローチが求められて
います。
　これら問題の解決を可能にするのは以下の資
質をもつ人材だと私は考えます。
　一つは学際性です。法学、政治学、経済学など
の専門的知識に加え、これらを包摂する広い視野
です。

公共政策大学院への期待

公共政策大学院
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での学習機会を得て、かけがえのない経験を提供
しています。
　さらに公共政策に関わる高等教育の国際化の
一層の促進及び国際的な魅力の向上を図ること
を目的として、英語による教育を行う国際プログラ
ムを設置し、多様なバックグラウンドを持つ海外
の人材も積極的に受け入れています。現在、公共
政策大学院生の半数以上が世界約30か国から
集まった留学生です。将来各国のリーダーとなる
学生と、いわば、同じ釡の飯を食べて暮らすこと
は、大きな人的財産になると考えています。
　第2に、外部資金の積極的な導入によって、実
務と最先端の研究教育との交流を図っています。
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しています。
　第3に、2016年度から新たに博士後期課程を
開始しました。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
及び国際安全保障に加えて、今年度から科学技術
政策の分野において、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。
　以上のように、国際化、実務との交流や社会発
信を含む社会連携という課題に取り組みつつ、専
門知識に裏打ちされた高い志を持った人材を供
給するという基本的な役割を、公共政策大学院は
果たしていきたいと考えています。

　また、国際的視野です。
　さらに、政策実務と学問をつなげる力です。
　そして、構想力と実行力です。
　公共政策大学院は、まさに、このような力を育
てることを目的として作られた有意義な教育機関
です。現代社会での課題を的確に発見し、解決
策を構想・実現する力を持つ人材を育成する場
となっているものと確信しております。
　今後、これまで以上に複雑化・高度化した課
題が押し寄せてくる中で、公共政策大学院が育て
る人材に、日本をはじめ世界の国々は大きな期待
を寄せているのです。

We are faced with a wide range of structural issues 
both inside and outside Japan. Internationally, 
the emergence of geopol i t ica l r isk regarding 
technology, the fragmentation of societies and 
regions from the rise of populism, and the growing 
risks of global warming as well as pandemic are 
just a few of the numerous structural challenges. 
Domestically, with the aging of society and declining 
birthrate, the pressing issues include responding 
to the contraction of regional economies and the 
superannuation of the stock of social capital . 
While hopes are that the social implementation of 
artificial intelligence and machine learning will help 
to resolve some of the issues, concerns remain 
regarding the negative societal and economic 
impacts from such technological innovation.

Amid the simultaneous advance of domestic and 
foreign structural problems and globalization, 
situations emerge where it is difficult to respond 
to the issues facing Japan and the world with 
only socioeconomic systems that just idealize 
deregulation and market competition. We are to 
venture onto an era that demands reconsideration 
o f the g rand des ign o f gover nment po l ic ies 
and social and economic systems. Amid these 
developments, the role of public policy is of greater 
importance, and the significance of studying at the 
Graduate School of Public Policy (GraSPP) is also 
on the rise.

GraSPP, which was establ ished in Apr i l 2004, 
continues reinforcing its research and education 
functions based on 15 years of performance.

First, we are strengthening our efforts to address 
internationalization. We are offering double degrees 
with eight leading graduate schools of public policy 
overseas. We also have 16 partner schools where 
our students can study on exchange. Through 
these programs, GraSPP provides an irreplaceable 

Today, US-China trade friction, climate change, the 
novel coronavirus and other problems are having a 
huge impact on the international community, and 
uncertainty and instability are increasing. Meanwhile, 
the means to resolve these problems and the 
international cooperation framework to implement 
them are half-formed. Japan also has many and diverse 
accumulated issues including the aging of society with 
a declining birth rate and income and inter-generational 
disparities, and there are calls for a new approach. 

I believe that it is people with the following qualities who 
can make it possible to resolve these problems.

First is an interdisciplinary nature. In addition to expert 
knowledge in law, political science, economics and 
other fields, a broad viewpoint that encompasses all of 
these is required. 
Next is an international viewpoint. 
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experience with opportunities to study abroad. 

Moreover, we have established an international 
program taught in English to further promote the 
internationalization of graduate education in public 
policy and to enhance the international appeal of 
GraSPP, and we are welcoming foreign students 
with diverse backgrounds. Today, over half the 
student body at GraSPP are international students 
from around 30 countries worldwide. We believe 
that the relations formed by these students - who 
will be future leaders in their respective countries - 
will become a major networking asset. 

Second, we are working at exchange between 
p rac t i ce and s ta te -o f - the-a r t resea rch and 
education by actively introducing outside funds. 
By fo rming connect ions no t on ly w i th in the 
university but broadly with actual policy networks, 
we are developing higher-level and more practical 
research and education. 

Third, a new doctoral program was launched in 
academic year 2016. For the purpose of fostering 
high-level doctorate personnel with interdisciplinary 
and p rac t ica l i n te r na t iona l sk i l l s as we l l as 
sophisticated research abilities in specialized fields 
(law, political science, economics), our doctoral 
program aims to produce personnel who can lead 
public policy in Japan and in the world in the fields of 
international finance and development, international 
security, and from this year, in the field of science 
and technology policy as well. 

G raSPP a ims to f u l f i l l ou r essen t i a l ro l e o f 
p ro v i d i n g p e r s o n n e l w i t h h i g h a s p i r a t i o n s 
backed by expert knowledge while addressing 
the issue of collaboration with society including 
internationalization, exchange with practitioners, 
and dissemination of information. 

Further is the ability to link policy practice with 
academic inquiry.
And finally, conceptual abilities and the ability to get 
things done. 

The Graduate School of Public Policy is a meaningful 
educational institution established for the very purpose 
of training individuals with such abilities. I have no 
doubt that GraSPP has become a center for fostering 
professionals with the skills to accurately identify issues 
in modern society and to plan and implement resolution 
measures. 

As we will face even more complex and sophisticated 
issues in the future, Japan and the world hold high 
expectations for the professionals trained by GraSPP.

Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo
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専門職学位課程（公共政策学専攻）では、国際的視野のもとで現代社会の直面する課題を発見し、課題の
解決に必要となる政策と制度を構想する力を持ち、またコミュニケーションと合意形成の能力にも秀でた、
国家機関・地方自治体の公務員、国際組織やNGOの職員、シンクタンクに勤めるエコノミストや政策ア
ナリストなど、時代の要請に応える政策実務家を養成します。修業年限は2年で、修了者には公共政策学
修士（専門職）を付与します。1学年の定員は135名で、政策形成に必要な幅広い能力と共に、各分野に
おける専門的能力を身につけられるよう、学生は、志望に応じて、「法政策」「公共管理」「国際公共政策」「経
済政策」「国際プログラム（Master of Publ ic Pol icy, Internat ional Program（MPP/IP））」の5つ
のコースのいずれかに所属します。
上記の内、「国際プログラム」は、英語による授業のみで修了できるコースで、経済政策・金融・開発系
（Economic Pol icy, F inance and Development（EPFD））と公共管理・国際関係系（Publ ic 

Management and Internat ional Relat ions（PMIR））の2つのポリシー・ストリームがあります。

入学試験

1 制度の立案と運用に関わる知識を身につける法学、制度を動かしていくダイナミクスに関わる知識を
 身につける政治学、政策案の導出と評価を行うために必要とされる知識を身につける経済学、という
 3つのディシプリンがバランスよく学べるカリキュラムを提供しています。

2 具体的な政策事例を素材とする事例研究をカリキュラムのコアの一つとしています。知識の応用と共
 に、体系化され得ない視点や想像力を育み、コミュニケーション能力が向上するよう、ケースメソッド
 方式を取り入れています。

3 政策実務との連携を図り、実務家の経験をフィードバックする場を設けています。実務経験を持つ教
 員が政策実務と密接に連関した科目を教えるとともに、政策決定の中枢にいる方や企業の経営を担う
 方を招いたセミナーを適宜開催しています。

4 知識の習得と同時に、コミュニケーション能力を向上させるようなカリキュラムを準備しています。口
 頭でのプレゼンテーション、政策ペーパーの公表等を重視しています。

5 リサーチペーパーや研究論文の提出を推奨しています。

官公庁（海外）

コンサルティング

官公庁（国内）

金融（国内）

金融（海外）

地方公務員（国内）

情報通信

シンクタンク
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9

7

7
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インドネシア保険省、ネパール財務省  他

Mckinsey & Company、アクセンチュア（株）  等

外務省、金融庁、警察庁、厚生労働省、国土交通省  等

日本銀行、国際協力銀行、三井住友銀行  等

中国銀行、フィリピン中央銀行  等

東京都庁、茨城県庁、熊本県庁、埼玉県庁  等

日本 IBM、NTTコミュニケーションズ、Google  等

三菱総研、日本総研、Our Hong Kong Foundation  等

入学願書審査、外国語審査（TOEFL）、専門科目試験、口述試験の総合評価で行います。
また、一般の入学試験とは別に、職業人選抜を実施しています。「国際プログラム」コース
の入学者は、書類審査、口述試験などにより選考します。

概要

カリキュラム編成の特徴

修了生の主な進路
（2018年度）

The Professional Degree Program (Public Policy) produces public policy professionals with superior skills 
in communication and consensus-building who are able to take an international perspective in identifying 
the challenges facing modern society and formulating the policies and systems needed to overcome them. 
It equips them to meet the needs of the modern world in such roles as administrators at national agencies 
or local government, staff at international organizations or NGOs, economists at think tanks, or policy 
analysts. The two-year program awards graduates with the Master of Public Policy, Professional Program. 
The number of enrolments for each year is l imited to 135. In addition to an extensive range of skil ls in 
public policy formulation, students enroll in one of the Legal Policy Program, Public Management Program, 
International Public Policy Program, Economic Policy Program or Master of Public Policy, International 
Program (MPP/IP) to acquire specialist skills in a chosen field.

Students enrolled in MPP/IP will study under one of the two policy streams, namely Economic Policy 
Finance and Development (EPFD) or Public Management and International Relations (PMIR), and will be 
able to complete the program by taking the courses entirely conducted in English. 

•About Admission*

Our curriculum has five distinctive features.

First, our curriculum covers the following three areas: legal matters relating to the design and operation of 
social systems, political considerations concerning the dynamics of running those systems, and economic 
issues in the formulation and evaluation of proposed policies.

Second, students engage in case studies on specific policies as part of the core curriculum. This gives 
students opportunities to apply the knowledge they have learned, create original and innovative solutions, 
and improve their communication skills.

Third, our curriculum provides students with the chance to obtain feedback from professional policymakers.
Instructors with extensive real-world experience teach courses that are closely related to real-life policy 
situations. We hold seminars that feature professional policymakers as lecturers.

Fourth, our curr iculum is designed to enable students to improve their communicat ion ski l ls whi le 
mastering core knowledge. For this purpose, we emphasize oral presentations and policy papers.

Fifth, writing a research paper or thesis would be recommended.

Civil Service (Foreign countries)

Consulting 

Civil Service (Japan̶government official)

Financial Industry (Japan)

Financial Industry (Foreign countries)

Civil Service 
(Japan̶local government official)

Information and Communication

Think Tank 

14

13

11

9

9

7

7

6

Ministry of Health (Indonesia), Ministry of Finance (Nepal)

Mckinsey & Cinoabtm, Accenture  etc.

Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance  etc.

BOJ，JBIC，SMBC  etc.

Bank of China, Central Bank of hillipines  etc.

Tokyo Metropolitan, Ibaragi Prefecture, 
Kumamoto Prefecture  etc.

IBM, NTT Communications, Google  etc.

MRI, JRI, Our Hong Kong Foundation  etc.

Overview

Curriculum

Career after graduation

Admission to the Professional Degree Program is based on applicants’ written 
application and TOEFL (Test of English as a Foreign Language) score as well as 
the results of their written and oral examination. Special consideration is given to 
admitting midcareer businesspeople. The selection processes for admission to 
MPP/IP include a written application and oral examination

Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo
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行政における法の理論と実務をバランスよく学び、
実践的で高度な法的能力を身につける。

Learn the theory and practice of law in public administra-
tion contexts and acquire high-level practical legal skills

An English-taught Master’s program that is designed to 
cultivate the competencies necessary to actively partici-
pate on an international policy stage

政治学・行政学の観点から、今後ますます必要となる
公共経営の能力を修得する。

公共政策の場で経済分析を活用する知識と力を、
世界に通用する水準で習得する

地球温暖化・安全保障問題等、国際的課題に
政策を打ち出し対応する力をはぐむ

英語による授業を中心に修士号を取得し、
国際舞台で活躍する力を養成する

　法学を中心とした視点から社会経済課題を分析し、その解決に必要な
知識と企画力を学び、具体的な法令を作成し運用するの能力の習得を目
的としています。
　カリキュラムは様々な行政分野に関わる法制度を理解し、法令作成に必
要な立法技術を修得するとともに、具体的なケーススタディを通じて行政
現場におけるバランスのとれた法的判断を下すために練磨することを意
図して構成されています。

　政治学、行政学の視点から公共政策に関わる課題を分析立案し、組織
及び政策運営に必要な知識と経営管理能力を修得することを目的として
います。
　カリキュラムは、公共管理に関わる様々は理論と制度を理解し、新しい公
共管理体系を組み立て統括し、更に具体的な事例を通じて課題の発見と適
切な手段構築を行うことができる人材の育成を意図して構成されています。

　公共政策を、主として経済学の視点から分析、評価するための知識と力
の習得を目的としています。
　ミクロ経済学及びマクロ経済学の理論的基礎を実際の応用例に則して
教育すること、定量的評価に必要な計量経済学や費用便益分析のツール
を使いこなす能力を養うこと、ケーススタディを通じ、政策形成実務に経
済分析を活用する能力を養うことがカリキュラムの三本柱です。

　外交や開発援助といった国際的な政策課題に対応するために必要な知
識と交渉力および企画力を習得し、さらに必要なコミュニケーション方法
を学ぶことによって、国際公共政策に対応する力を身につけることを目的
としています。
　カリキュラムは、様々な地域に関する政治経済状況を把握し、各地域の
抱える課題を理解すること、国際的なコンテクストを前提に問題の解決を
図るための手法を構想すること、さらには、具体的な国際紛争などの事例
を用いて活動のコンテクストを理解することを意図して構成されています。

　グローバルな視野を持ち、国際舞台で活躍する公共政策プロフェッショ
ナルの養成を目的としています。
　国際的に通用するカリキュラムに日本の独自性を加え、学術交流協定
を持つ世界トップクラスの大学院との互換性を確保するよう工夫されてお
り、ダブル・ディグリー制度の一層の拡大に向け環境を充実させると同時
に、アジアからの視野を重視した個性豊かな科目を揃えます。経済政策・
金融・開発系（Economic Policy, Finance and Development（EPFD））
と公共管理・国際関係系（Publ ic Management and Internat ional 

Relat ions（PMIR））の二つのポリシー・ストリームがあります。

法政策コース

公共管理コース

経済政策コース

国際公共政策コース

国際プログラムコース

This program creates law-making experts equipped with the knowledge and 
planning skills needed to find and analyze solutions for socioeconomic 
issues from a legal perspective.

The curr iculum develops experts who understand the legal systems 
related to public administration, possess law-making skills, and can make 
balanced legal decisions on the administrative front.

This program trains students to analyze public policy issues and formulate 
policies from political and administrative perspective. 

The curr iculum, with its focus on case studies, equips students with 
an understanding of the various theories and systems related to public 
management as well as the skills to construct and implement new public 
management systems.

This program equips students with the core knowledge and planning and 
negotiation skills to address international policy issues, such as foreign 
affairs and development aid. 

The curriculum is made so that students understand regional issues and 
their political and economic context and get skills to construct measures 
to solve issues in light of the world situation. Furthermore, through case 
studies, students deepen their appreciation of context in relation to policy 
implementation.

This program provides students with the knowledge and analytical skills 
necessary to analyze and evaluate public policy alternatives from the 
perspective of economics

The three main features of the curriculum are (1) to teach students basic 
microeconomic and macroeconomic theory through the study of real-
world applications, (2) to equip students with a mastery of econometrics 
and cost-benefit analysis tools to perform quantitative evaluations, and (3) 
to foster in students the ability to conduct economic analysis on specific 
policy issues, through real case studies. 

This program aims to produce public policy professionals who possess a 
global perspective and are capable of performing effectively in international 
policy environments.

We are striving to fuse the uniqueness of Japan to a curriculum that is 
acceptable internationally, and to ensure compatibility with the leading 
global universities with which we have academic exchange agreements. 
We intend to develop an environment that supports the introduction of 
double degree programs and yet, at the same time, we will offer highly 
specialized subjects which emphasize the Asian perspective.

Th is program is composed of two main po l icy s t reams, Economic 
Policy, Finance and Development (EPFD) and Public Management and 
International Relations (PMIR).

Legal Policy Program

Master of Public Policy, International Program (MPP/IP)

Develop public management skills from a political and 
public administration perspective

Public Management Program

Foster the ability to formulate policies on international 
issues such as global warming and security

International Public Policy Program

Acquire the knowledge and skills needed to conduct 
world-class economic analysis in the field of public policy

Economic Policy Program

Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo



The curriculum is made up primarily of applied research courses, practical research courses, and required 
research courses. Most courses are taught entirely in English. Students wil l be able to complete the 
program by taking these courses.　

Applied research courses: While these deal primarily with economics and with law and polit ics, they 
include courses that also touch on scientific subjects from an interdisciplinary perspective.

Practical research courses: Supervised by teaching staff with real-world experience, the aim is to develop 
practical skills.

Required research courses: Undertaken in conjunction with teaching staff from economics and politics, 
the emphasis is on improving skil ls at defining issues creatively and on the design and execution of 
research projects grounded in the real world. This category includes supervision of a doctoral thesis with 
participation by a collaborating supervisor under the direction of a main supervisor.

Doctoral Program (International Public Policy)08 09

博士課程（国際公共政策学専攻）では、高度な研究能力を持ち、研究を基盤として独創的な課題設定を行
い、様々な専門的知見を組み合わせて解決策を構築・評価し、国際的な視点を持ってそれを迅速に実施す
ることができる人材を養成します。

社会的要請が大きく、緊密な国際連携の下での業務遂行が求められる「国際金融・開発」、「国際安全保障」、
「科学技術政策」の3分野を研究対象とします。

国際金融・開発分野

主に専門応用科目、実践科目、必修科目から編成されています。多くの科目は英語で提供され、英語のみ
で修了できる体制となっています。

専門応用科目 主として経済学、法学政治学を基礎としますが、学際的視点も確保するため、理
 系との接点となる科目も提供します。

実践科目 実践能力向上を目指し、実務家教員等が指導します。

必修科目 独創的な課題設定能力向上、現場に即した研究プロジェクトの設計と実施を重視
 し、経済学及び政治学分野の教員が共同で実施します。研究指導教員の責任の
 下、研究指導協力教員も参画する博士論文指導は、この中に組み込まれています。

急速な科学技術の発展の下で経済活動がグローバル化し、社会・政治システ
ムが急激に変動する現在、金融・財政政策と通商・開発政策の策定及び運営
においても、幅広く国際的な視野から問題に取り組むことの必要性が高まって
います。
この「国際金融・開発分野」では、金融・財政政策や通商・開発政策及びそれ
らの前提となる制度的な枠組みの設計や運用に関する経済学あるいは法学政
治学を基盤とする公共政策研究を対象とします。

グローバリゼーションによって、パンデミックからグローバルなテロリズムやサイ
バー攻撃まで、相互に関連する複雑なリスクへの対応が求められるようになりま
した。 気候変動やAIにおける政策立案とリスク評価には、科学と技術の関与
が不可欠です。 国際的かつ学際的な観点から、この「国際安全保障分野」は主
に経済学の応用が可能な法と政治の分野を基盤とした安全保障上の課題を検
証します。

デジタル社会の進展や IoTの普及等により、市場経済の基軸である競争の概
念を変貌させ、各国の技術覇権主義を刺激するだけでなく、民主主義の基盤を
揺るがしかねないとの懸念が指摘されています。また、エネルギー政策、医療
保健政策、宇宙政策、海洋政策、環境政策といった分野においても、科学技術
と公共政策の交錯領域の重要性が高まっています。
本プログラムでは、このような領域を対象として、経済学、政治学、法学をベース
としつつも、理系部局とも連携し、学際的能力と国際的実務的能力を持つ高度
な科学技術政策博士人材を養成します。

概要

研究対象分野

カリキュラム編成の特徴

Doctoral program (International Public Policy) trains students in the advanced research skills necessary 
to develop original questions from their research, construct and assess potential solutions that synthesize 
expert knowledge from various discipl ines, and move these solut ions quickly into practice with an 
international perspective, communicating with diverse stakeholders.

The program focuses on “International Finance and Development”, “International Security” and “Science 
and Technology Policy” as areas where social demands are particularly strong and where there is a need 
for close international partnership.

International Finance and 
Development

International Security

Science & Technology Policy

The program covers several key areas such as monetary policy, 
exchange rate policy, fiscal policy, financial sector regulations and 
supervision, crisis prevention and recovery, economic development, 
inequality, trade and labor issues, and foreign investments. 
The program guides students to comprehend those policy issues 
and under ly ing causes, based pr imar i ly on the discip l ine of 
Economics, with possible applications of Law and Politics.

Global izat ion has h ighl ighted the need to address complex 
interconnected risks, from pandemics, to global terrorism and 
cyber-attacks. Climate change and AI technologies also invite 
greater involvement of science and technology in policy making 
and risk assessment. Taking an international and interdisciplinary 
perspective, this program examines security challenges primarily 
grounded in the discipl ines of Law and Polit ics with possible 
applications of Economics.

There are concerns that the progress of the digital society, the 
spread of the IoT, and other advances are not only changing the 
concept of competition that is the basis of the market economy and 
stimulating technological hegemonism by each country but could 
also be shaking the very foundations of democracy. Moreover, the 
areas where science and technology and public policy intersect are 
becoming increasingly important in such fields as energy policy, 
healthcare policy, space policy, maritime policy, and environmental 
policy.  

This research area fosters the development of high-level science 
and technology policy doctoral students with interdisciplinary 
and practical international capabilities by covering such fields in 
conjunction with departments of natural science while still being 
based on economics, political science, and law.

Overview

Research Areas

Curriculum

国際安全保障分野

科学技術政策分野

Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo
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　高校卒業後は、今までの勉強とは全く違う観点から国際政治を学びたいと思い、スコットランドの大学へ
入学しました。大学時代は「日本のために働きたい」という漠然とした想いを抱えていましたが、国家公務
員になったGraＳPPの先輩からお話を聞いたことをきっかけに、日本やその周辺国の情勢、法・経済分
野についての知識を得たいと考え、GraSPP受験を決意しました。
　教授陣や実務家の先生の授業はとても興味深く、自分が学部時代に学んできた理論を応用するための
豊富な材料を提供していただき、日本の安全保障政策についてより具体的で実践的な思考ができるように
なりました。昨年の夏には日中韓三国協力事務所が主催するワークショップに参加し、地域的な視点を養
うこともできました。
　入学後は多くの素晴らしい学友に恵まれました。私が大学院でやりたかったことの一つに英語国際法模
擬裁判があり、GraSPPだけでなくロースクールの先輩方や同期、他大学生の協力のおかげで、それを成
し遂げることができました。自分が所属する国際公共政策コースは、国益への関心が高い熱心な学生が多
く、自身を高め合う貴重な仲間です。彼らと共に、残りの1年も励んでいきたいです！

　GraSPPでのダブルディグリープログラムは、さまざまな国の多様かつ相互補完的な視点を通して公共
政策を学び探求することができるユニークなプログラムです。現代はひとつの国が単独の視点で政策を決
定することは少なく、共通の、あるいは対立する利害のバランスを取ることが重視されます。そのため、政
策がどのように立案され、適用され、分析されるのかをしっかりと理解することは非常に大切です。
　私がオーストラリア国立大学と東京大学のダブルディグリープログラムに参加を決めたのは、ここならば
研究分野を広げ、知見を深め、多様なキャリアを持つ社会人や学生と共に学ぶことができるに違いないと考
えたからです。まだ1学期が終わっただけですが、尊敬する先生方から学べることを心から楽しんでいます。
将来、ここでの授業の数々を、研究への深い情熱とともに思い出すことでしょう。また大学院での自分自身
の学びを主体的に充実させたいという意欲も高まりました。GraSPPでの日々は私に新しい扉を開いてく
れました。しかし当然ながら、この機会を生かして自分の道を切り開いていけるか、経験を生かして他者を
助け、力を与えることができるか、ここで得たものを糧に現状に挑戦できるかは、すべて自分次第なのです。

　外務省勤務後に復学した自分にとって、博士号取得期間は三つの意味があります。第一に、これまでの
経験を振り返る回顧期間。社会人として学んだ知見を勉学に反映し、国際関係や国際法等の関心分野に
ついての考えを深めたいと思っています。第二に、学生生活を満喫する充電期間。講義等を通じた学びを
充実したものにしつつ、自由時間を活用して見聞を広げたいと思っています。第三に、これからの人生の新
しい章を開くための検討期間。課程修了後を見据え、次の一歩を踏み出したいと思っています。
　こうした希望を叶える場として、自分はGraSPPを選びました。学術面で優れているだけでなく、実務経
験を有する講師陣のお話を伺う機会が多くあります。多様なバックグラウンドの学生との交流からも多くの
ことを学んでいます。海外遠征を含む実地研修は、自分の将来の道を考える大変良い機会になりました。
貴重な環境に身を置けていることに感謝しています。
この恵まれた時間を如何に活用し、今後の人生をより豊かなものにできるかは自分次第であり、一日一日
をこれまで以上に大切にしたいと思っています。

国益に貢献できる
人材になるために

島袋  稜士

自分への挑戦、
現状への挑戦

ST R U G N E L L Sarah

博士課程学生として
GraSPPに学ぶ

塩尻  康太郎

After I graduated from high school, I went to a university in Scotland with the aim of studying international 
politics from a perspective completely different from that of my previous education. As a college student, 
I had had a vague notion that I would like to work for my country. Later, after talking to an alumnus of the 
GraSPP who became a civil servant, I was inspired to learn more about the situation surrounding Japan 
and its neighboring countries and acquire more knowledge in the legal and economic fields. So I decided to 
apply to study at the GraSPP.

The classes by the professors and practitioners are very stimulating, providing me with rich materials to 
apply the theories I learned during my undergraduate years. They have enabled me to think more concretely 
and pragmatically about Japan’s security policy. Last summer, I participated in a workshop organized by 
the Foreign Ministry’s Japan-China-ROK Trilateral Cooperation Secretariat, which also helped me acquire 
a regional perspective.

I have been blessed with many excellent schoolmates in GraSPP. One of my goals in graduate school 
was to participate in the International Law Moot Court Competition conducted in English. I was able to 
achieve this goal through the cooperation not only of my seniors and fellow students at the GraSPP but 
also students of School of Law and other universities. Many of my contemporaries in the International 
Public Policy Program are highly-motivated students who have a strong consciousness of Japan’s national 
interest. They are my cherished peers and partners in mutual upliftment. I hope to make the most of my last 
year in GraSPP with them.

The GraSPP Double Degree is a unique program that gives students the possibility to learn and explore 
public policy through the lenses of different, yet complementary, countries. Nowadays, less policy is made 
in isolation, and is instead, more focussed on balancing intersecting or competing interests. 

Thus, acquiring a sound understanding of how policy is made, applied and analysed can be incredibly 
useful. I decided to pursue the Double Degree Program between the Australian National University and the 
University of Tokyo because I knew that it would allow me to explore new fields of research, develop new 
ways of thinking, and learn alongside students and professionals at various stages of their careers.

Even after one semester, I have thoroughly enjoyed learning from my academic heroes, and I know that I 
will look back on those classes with a deepened enthusiasm for research. As well as increased motivation 
to make my own impact in higher education. During my time at GraSPP, I quickly realised that studying at 
the University of Tokyo opens doors. 

Since I returned to the university to earn a Ph.D. degree after working at the Ministry of Foreign Affairs, 
I regard my time at GraSPP to be signif icant in three ways. First, this is a period to look back on my 
experience. I would like to apply the knowledge I acquired as a working adult in my studies in order to 
deepen my understanding of international relations, international law, and other areas. Second, this is 
a time for me to enjoy student life and recharge my batteries. While I intend to enrich my academic life 
through lectures and so forth, I would also like to make use of my free time to broaden my horizons. Third, 
this is an occasion for me to contemplate in preparation for opening a new chapter in my life. Thinking 
ahead of the completion of the program, I would like to take a further step forward towards the next stage.

I have chosen GraSPP to realize my dreams, not only because of its academic excellence, but also because 
it offers opportunities to learn from faculty members with rich pragmatic experience. I am also learning 
enormously from interacting with fellow students from different backgrounds. GraSPP’s field studies, 
which include overseas trips, present an excellent opportunity for me to think about my future career. I am 
grateful to be provided with such an exceptional educational environment. 

Since it is up to me to take full advantage of this precious time to enrich my life in the future, I will treasure 
each and every day even more from now on.

Studying to Contribute to 
Japan’s National Interest

SHIMABUKURO Ryoji

Challenge Yourself, 
Challenge the Status Quo
 
STRUGNELL Sarah

Returning to GraSPP as 
a Doctoral Student

SHIOJIRI Kotaro

Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo
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実務と最先端の教育研究を結びつけることも、公共政策大学院の重要な使命です。研究ユニットの活動は、大学院のホームページ等で報
告する他、公開シンポジウムやセミナーによって、社会に広く研究成果を発信しています。

While economic globalization, technological innovations such as AI 
and IoT, as well as economic development in emerging economies 
are progressing, Japan is facing serious problem of population 
decline and aging society. In addition, the transportation and 
tourism sector are undergoing a period of major change, with the 
expansion of inbound tourism, and the search for new mobility 
services and mobility styles. TTPU conducts policy research in 
the field of transportation and tourism, and contributes to the 
sustainable growth of Japan and people’s happiness.

In an era of ongoing globalization and growing diversity in people’s 
values, the Human Pol icy Research Unit seeks to undertake 
surveys, research, and education in greater depth and to publish 
information on how to foster, develop and make use of people 
with the skills to identify and seek solutions to the many problems 
facing the world.

SciTePP addresses the nexus between science technology and 
public policy. Special ists from various f ields such as polit ical 
sc ience, law, economics and engineer ing come together to 
examine and structure issues, and to contribute to the discussion 
on policy selection in society.

A joint activity by the OECD and various regions targeting the 
research, development, and promulgation of new practices in 
education (including curriculums, teaching practices, assessment 
practices, and teacher training).

TECUSE is researching policies to transfer and spread global 
warming counte rmeasures techno log ies in As ia and o ther 
developing countries, and to also maintain and boost Japan’s 
industrial competitiveness.

In recent years, health technology assessment for the realization 
of value-based healthcare has brought about many changes in 
government and business. This project plays a role as a platform 
for industry, government, and academia for medical evaluation 
and pol icy-related research. HTA executive program is being 
offered to train professionals who possess expertise and practical 
skills of this field.

ST IG i s an i n te rd i sc ip l i na ry educa t iona l p rog ram to t r a i n 
personnel who wil l be responsible for science and technology 
governance, with the acquired knowledge concerning the policy 
process and evidence-building methods required to formulate 
and implement science and technology innovation policy.

Th i s p ro j ec t w i l l cu l t i va te ba l anced expe r t i se and po l i cy 
mindset for the potential and challenges of renewable energy, 
and wil l foster next-generation leaders who wil l lead Japan ’s 
energy strategy. In addition, through research activities, it wil l 
disseminate useful information on Japan ’s renewable energy 
policy in the future.

経済のグローバル化、AI、IoTなどの技術革新や新興国の経済
発展が進む一方で、我が国は人口減少・高齢化という深刻な問
題に直面しています。また、インバウンド観光の拡大や、新しいモ
ビリティ・サービスやモビリティ・スタイルが模索されるなど、交
通・観光分野は大きな変革期を迎えています。当ユニットでは本
分野による我が国の持続的な成長及び豊かな国民生活に資する
政策研究を行っています。

価値観が多様化しグローバル化が進展する中で、世界に山積す
る諸課題について自ら課題設定し解決することのできる人材の育
成及び活用のあり方について、調査・研究・教育を深め、情報を
発信します。

温暖化対策などの、科学技術と公共政策の交錯領域に位置する
課題について、政治学、法学、経済学、工学などの専門家を集め、
課題の整理、・構造化を行い、社会における政策選択議論に貢献
します。

OECDや各地域と協力して、新しい教育（カリ
キュラム、教授法、評価表、教員研修等）の研究、
開発及び普及を目指します。

温暖化対策技術の、アジアを中心とする途上国
への移転・普及と、日本の産業競争力の維持と
向上を両立させる方策を研究しています。

近年国際的に、価値に基づくヘルスケアの実現のための医療技
術評価が行政やビジネスに多くの変化をもたらしています。この
プロジェクトは、公共政策大学院の学際性を通して、医療評価や
政策に関わる研究の産官学のプラットフォームとしての役割を担
うと同時に、社会人を対象とするエグゼクティブプログラムを通
して、関連する専門知識と実践的能力を兼ね備えた実務のプロ
フェッショナルの養成を行います。

科学技術イノベーション政策の形成や実施に必要なエビデンス構
築手法や政策プロセスに関する知識を修得した科学技術ガバナ
ンスの担い手を育成する、部局横断型教育プログラムです。

再生可能エネルギーの可能性と課題につきバランスのとれた専
門知識と政策マインドを涵養することにより、日本のエネルギー
戦略を担う次世代リーダーを育成します。また、研究活動を通じ
て、今後の我が国の再生可能エネルギー政策に対する有益な情
報を発信します。

交通・観光政策研究ユニット TTPU

Transport and Tourism Policy Research Unit

人材政策研究ユニット
Human Resources Policy Research Unit

科学技術と公共政策研究ユニット SciTePP

Science Technology and Public Policy

ISN-OECD

日本イノベーション教育ネットワーク

TECUSE

 (Technology Transfer under Sustainable Economy)

̶アジアにおけるグリーンイノベーション

医療政策・技術評価研究ユニット
Health Policy & Technology Assessment Research Unit

科学技術イノベーション政策の科学教育・研究ユニット STIG

Science, Technology, and Innovation Governance

再生可能エネルギーと公共政策研究ユニット
Renewable Energy & Public Policy Research Unit

Combine pract ica l work wi th cutt ing-edge educat ion and research is a lso the important miss ion of GraSPP. The research uni ts ’ 
act iv i t ies are reported on the GraSPP websi te, and research outcomes are widely d isseminated to society through symposiums 
and seminars.

Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo
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Trends in the number* of Japanese and foreign students

(excluding exchange students)

Students studying to obtain a degree

(No. of students on left axis)

Ratio of Japanese students(%, right axis)

Ratio of foreign students(%, right axis)

学位取得のために在籍する学生
（人数、左軸）

うち日本人（％、右軸）

うち外国人（％、右軸）
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Trends in Japanese and 
foreign students

Double Degree Program (DD)

Exchange Program

GPPN
(Global Public Policy Network)

CAMPUS Asia Program (CAP)

GraSPP has a student exchange with the Department of War Studies at King’s College London, and the 
Department of Political Science at the University of Copenhagen. In addition, GraSPP faculty members 
conduct research exchange with the Centre for the Study of Existential Risk (CSER) at the University of 
Cambridge.

In the program, students fulfil l the requirements for completing the 
courses of two graduate schools within a specific period of time and 
receive degrees from the two graduate schools.

Students study at partner universit ies overseas for typical ly one 
term and the credits earned there are recognized by the University of 
Tokyo.

In 2012, GraSPP joined GPPN, the prestigious global network of top 
public policy schools, which has been holding international conferences 
and intensive programs for the students of the member schools.

Students of three partner schools - GraSPP, School of International 
Studies, Peking University, and Graduate School of International Studies, 
Seoul National University  - build strong network by participating in a 
three-way, double degree and exchange programs.

Master’s Program

Doctoral Program

Partner schools

School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia UniversityMaster’s Program

Doctoral Program

DD Exchange Consortium

GPPNGPPN

GPPN

GPPN

GPPN

GPPN

GPPN

CAP

CAP

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

GPPN

GPPN

GPPN

GPPN̶

GPPN

CAP

CAP

Partner schools

Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (LKY-SPP)

Sciences-Po. Paris

Hertie School

Fundação Getulio Vargas’s Sao Paulo School of Business Administration (FGV-EAESP)

London School of Economics and Political Science (LSE)

School of Global Policy & Strategy, UC San Diego (UCSD-GPS)

Cluster of Excellence, Heidelberg University

HEC Paris

Institute for the Advanced Study of Sustainability, United Nations University (UNU-IAS, Tokyo)

Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU)

Luskin School of Public Affairs, University of California, Los Angeles (UCLA)
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専門職学位課程 ダブル・ディグリー・
プログラム（DD）

交換留学プログラム

GPPN
（Global Publ ic Pol icy Network）

キャンパスアジア・
プログラム（CAP）

 2つの大学院の修了要件を一定期間内に満たすことによっ
てそれぞれの大学院から学位を授与される制度です。

通常 1学期間協定校に留学し、留学先で取得した単位を東
京大学で認定することができる制度です。

世界トップレベルの公共政策大学院によるネットワークに
2012年より加盟しています。加盟校の学生による国際会議
や集中プログラムが開催されています。

東京大学公共政策大学院、北京大学国際関係学院、ソウル
大学校国際大学院の3大学で、3方向のダブル・ディグリー
＋交換留学による学生交流を行っています。

博士課程

協定校

日本人・
外国人学生の推移　

博士課程では、キングス・カレッジ・ロンドン（KCL）社会科学公共政策研究科戦争学専攻、コペンハーゲ
ン大学社会科学研究科社会科学専攻との学生交流協定による交換留学や研究交流を行っています。この
他、ケンブリッジ大学Centre for the Study of Existential Risks（CSER）との研究交流も行っています。

コロンビア大学国際公共政策大学院（SIPA）

シンガポール国立大学リー・クァンユー公共政策大学院（LKY-SPP）

パリ政治学院（Sciences Po. Par is）

ヘルティ・スクール

ジェトゥリオ・ヴァルガス財団サンパウロ・ビジネススクール（FGV-EAESP）

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）

カリフォルニア大学サンディエゴ校国際政策・戦略研究大学院（UCSD-GPS）

ハイデルベルク大学クラスター・オブ・エクセレンス

HEC経営大学院

国際連合大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS:東京）

オーストラリア国立大学（ANU） クロフォード公共政策大学院

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA） ラスキン公共政策大学院

ソウル大学校国際大学院（SNU-GSIS）

北京大学国際関係学院（PKU-SIS）

キングス・カレッジ・ロンドン社会科学公共政策研究科戦争学専攻（KCL）

コペンハーゲン大学社会科学研究科社会科学専攻（UCPH）

学生数 *・日本人学生・外国人学生の推移（交換留学生を除く）

協定校 DD 交換留学 コンソーシアム

博士課程

修士課程
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