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参画組織
審査希望分野

事業概要
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学校法人名

上智学院

上智大学
東京都千代田区
「人間の安全保障」実現に取り組む国際的研究拠点大学としてのブランド形成
5年
11220人
支援期間
収容定員
経済学部、国際教養学部、総合人間科学部、総合グローバル学部、グローバル教育セ
ンター、国際協力人材育成センター
タイプB

人文・社会系

○

理工・情報系

生物・医歯系

貧困、環境、医療、難民、平和構築に関する問題は、国境を越え相互に関連しなが
ら、人間の生存・生活・尊厳に深刻な脅威を与えている。本事業では、これらのリス
ク要因に対処し、「人間の安全保障」確保に向けた政策・制度の設計を、社会科学の
視点から行う国際的研究拠点を形成する。それにより、グローバルかつ公益性の高い
今日的課題の解決に向け、「他者のために他者とともに」研究推進する上智大学ブラ
ンドを確立していく。
イメージ図
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２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的
上智大学の様々な学部・研究科で行われている貧困、環境、医療、難民、平和構築などに関する研究活動
を、「人間の安全保障」に関する研究として集約する。そのうえで、当該研究における国際的な研究拠点を
つくり、研究成果を積極的に発信していくことで、「人間の安全保障」の実現に取り組む研究の拠点大学と
しての上智大学ブランドを作りあげるのが本事業の目的である。研究の集約にあたっては「上智大学人間の
安全保障研究所」（仮称）を設立し、ブランド確立にあたっては、研究面だけでなく、教育やキャリア形成
支援などとも連携して全学的な取り組みを行う。
上智大学では、これまで、貧困、環境、医療、難民、平和構築など地球規模の課題に対し、個々の研究者
がそれぞれの問題意識に基づいて積極的に取り組んできた。本事業では、これらの研究を「人間の安全保
障」という概念の下に統一的に捉え直し、個々の研究では実現できなかった統合的な知の構築を図り、「人
間の安全保障」研究に関する国際的な研究拠点を形成する。そして、その研究成果を国際的な学術論文、政
策ブリーフ、一般向けシンポジウムなどを通じて積極的に発信するとともに、教育やキャリア形成支援にも
活かし、現場で活躍できる人材育成につなげていく。これによって、「人間の安全保障」の実現に取り組む
大学という上智大学ブランドを創り出す。
上智大学のブランドとして、「国際的な大学」「グローバルな大学」というイメージは既に形成されてい
るが、その上でさらにブランディングを確立するためには、「何に取り組む」国際的な大学なのかという明
確な方向性が必要である。「人間の安全保障」の概念は、上智大学の建学の理念や将来ビジョンとの親和性
が高く、今後、進むべき方向性とも合致している。
【大学の将来ビジョン】
上智大学では建学の理念を「叡智(ソフィア)が世界をつなぐ（Sophia ‑ Bringing the World
Together)」という言葉にまとめ、さらにその建学の理念を実践するための将来ビジョンを『上智学院グラ
ンド・レイアウト2.0』として明文化し、公表している。その中で、建学の理念と教育精神を実現するため
の具体的な行動指針として、 (1)「他者のために他者とともに生きる人間」の育成、(2)学問研究や社会貢
献を通じて「人間の尊厳」を脅かす課題を解決すること、などを挙げている。
「人間の安全保障」を確保する取り組みは、紛れもなく「人間の尊厳」を脅かす課題を解決するものであ
り、研究を中心に据えつつ、教育・キャリア形成支援を通して人間の安全保障の実現に取り組む本事業は、
「他者のために他者とともに生きる人間」を育成しようという上智大学の将来ビジョンを実践するための具
体的な取り組みになっている。
（２）期待される研究成果
本事業では、貧困、環境、医療、難民、平和構築の５つを、国際社会が抱える「人間の安全保障」上の重
要な課題として位置づける。そのうえで、これらの課題解決に有効な政策・制度の設計を社会科学の研究手
法を用いて行う国際的な拠点大学となることで、学問的な研究を通して人間の安全保障実現に貢献する。
「叡智(ソフィア)が世界をつなぐ」を建学の理念に掲げる大学として、学術研究をもって人間の安全保障実
現に寄与するというのが上智大学らしい人間の安全保障へのアプローチであり、全学的な優先課題として取
り組むべきものである。
研究の対象とする主なフィールドは、アフリカや東南アジア・南アジアの開発途上国で、貧困、環境、医
療、難民、平和構築の５課題について以下のような研究テーマを設定している。
【貧困】：貧困層のリスク対応力（レジリエンス）を高めうる介入方法についての検証と、貧困削減に資す
る制度や貧困削減に至るメカニズムの特定
「人間の安全保障」上の大きな課題として、人々を貧困の脅威から守ることが挙げられる。世界の貧困人
口比率は、ここ数十年の間に大幅に減少しているものの、未だに貧困の撲滅は達成されていない。アフリカ
や東南アジア・南アジアなどに集中する多くの貧困層は、各種の公的・民間サービスからも取り残されてお
り、突発的な災害や経済・金融危機などに対して極めて脆弱な生活を余儀なくされている。そこで、ランダ
ム化比較試験(RCTs)などを用いた社会実験を通じて、貧困層のリスク対応力（レジリエンス）を高めうる介
入方法について検証し、貧困削減に資する制度や貧困削減に至るメカニズムを特定する。
【環境】：水質・土壌・大気汚染に関する既存の環境規制の効果の定量的評価と強化策の提案
途上国における水質・土壌・大気汚染の深刻化は、現在の成年世代の健康に影響するだけではなく、乳幼
児や若年世代の健康や学習能力へも悪影響を及ぼし、将来を担う人的資本の形成をも阻害している。その結
果、経済発展の過程で生じた環境問題が、最終的には途上国の経済発展速度を遅らせることとなる。このこ
とを解決するために、アフリカや東南アジア・南アジアにおける、これまでの水質・土壌・大気汚染に関す
る環境規制の効果の定量的評価を行う。そのうえで、これらの地域における環境規制の強化策を見出す。
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【医療】：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成に向けた公的医療保険制度改革の検証と、ガ
バナンス強化への政策提言
所得、居住地に関係なく、人々が必要な医療サービスにアクセスできるようになるユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ（UHC）の達成は、グローバルヘルスの重要課題の一つである。近年、アフリカや東南アジ
ア・南アジアの中・低所得国では、UHCの達成に向けて、国民健康保険の導入など、公的医療保険制度の改
革を実施している。これらの制度改革は、既存のヘルスシステムの抜本的な変化を伴い、多くの国が、実施
の過程で、政治経済的な側面を含むいくつもの課題に直面している。このため、現在アフリカや東南アジ
ア・南アジアで実施中の公的医療保険制度改革の効果を、ケース・スタディーの手法を用い、医療サービス
の質と効率性、サービスへの公正なアクセスの観点から検証する。また、実施の過程で生じた課題を、組織
と制度を焦点に分析し、改革の実施に必要なガバナンスの仕組みと強化について政策提言をまとめる。
【難民】：最適な難民受入れの実現に向けた福祉指標の開発と、受入れ負担を衡平化する国家間補償スキー
ムの設計
紛争や貧困などの国内脅威から逃れるべく約6,500万人もの難民や国内避難民が現在生じている。膨大な
数の避難民の受入れ問題は、国家を超えた国際社会の単位でしか解決できないが、国際社会による解決を実
現するには、受入れ国家間で負担が衡平になるように受入れ難民の割当てを策定する必要がある。そこで、
人の移動を考慮した国際社会全体の福祉水準を測る福祉指標を開発し、その指標に基づいて最適となる受入
れ難民の国家間割当てを明らかにする。また、人の流入を考慮した国家単位の福祉水準を測る福祉指標も同
時に開発し、難民受入れによる各国の福祉水準の増減を測り、国家間の負担が衡平となる国家間補償スキー
ムを設計する。福祉指標を開発する際には、上智大学がNGOと協力して行った難民キャンプの調査研究の実
績を活用し、この調査研究を発展させながら、適切な指標を開発する。
【平和構築】：国家の統治機構を再生し、持続的な平和をどう達成するかの提言
難民に対する支援を充実させると同時に、そもそも難民が発生する原因である内戦や国家破綻を克服する
ためには、国家の統治機構を再生させ、持続的な平和を樹立する「平和構築」を実現することが不可欠であ
る。
上智大学では、「人間の安全保障と平和構築」と銘打った連続セミナーを平成28年４月から継続して行っ
ており、学生と市民、専門家が共に検討し解決策を模索するプロジェクトを実施している。また、南スーダ
ンや東ティモールなど平和構築の現場で、教員が国連PKO局・政務局とのネットワークを活かしてフィール
ド調査を行い、具体的な政策提言を行っている。平成28年にはその内容を「世界国連学会」のウェブサイ
ト、ニューヨーク国連本部PKO局・政務局・平和構築支援オフィス合同の講演会、NHK等のメデイアで発表し
た。こうした現場での調査と、具体的な解決に向けた提言を世界に向けて行う事業を続け、上智大学が平和
構築を通じて人間の安全保障の実現を目指していることをアピールする。
貧困・環境・医療・難民、平和構築の各分野について行う研究やその成果は上記のとおりである。各分野
の研究者は、これまでもアフリカや東南アジア・南アジア等でのフィールド調査を行い、その研究成果が国
際ジャーナルに掲載されるなどして既に実績をあげている。したがって、それぞれの分野の研究の更なる発
展については疑いの余地がない。
また、本事業での研究面における新たな取り組みは、これまで独立して研究を進めてきた５分野の研究者
達が、人間の安全保障実現のために連携して研究を進めることにある。この取り組みに際し「上智大学人間
の安全保障研究所」（仮称）を設立し、学内の研究者によって新たな研究グループを構築することになる
が、既に学内セミナーや学内ワークショップでの議論を通じて、問題意識や研究手法などについて相互の信
頼関係は確立されている。このため、新たに取り組む連携研究ではあるものの、互いの信頼関係の上に研究
を推進することができるため、十分に高い実現可能性が見込まれる。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
本学は、キリスト教ヒューマニズムに基づく隣人性と国際性を根幹に据えた大学であり、創立100周年を
迎えた平成25年（2013年）に、それを「叡智（ソフィア）が世界をつなぐ」という言葉にまとめた。この言
葉にこめられた理念のもと、激動する世界環境の中で本学は、「多様性を受容し地球規模で発想し、問題解
決に向けて自ら行動できる グローバル市民 を育成・輩出する大学」としてのブランドを形成していく。
本事業はそのブランディングの一環として位置づけられる。
①

大学本部が中心となって、建学の精神を踏まえて大学の将来ビジョンを設定していること。

上智大学は建学の精神を踏まえ、次の100年の発展を支える基盤を強化するため、今後10年を見据えた将
来構想として『上智学院グランド・レイアウト2.0』を策定、明文化した。その中で、建学の理念と教育精
神を実現するための具体的な行動指針として
(1)高度な学問研究を学生に教授するとともに、全人教育により高い倫理性と自律性を有し「他者のため
に他者とともに生きる人間」を育成する。
(2)学問研究及び社会貢献を通じて、「人間の尊厳」を脅かす課題−貧困、環境、教育、倫理−の解決に
貢献する。
(3)すべての構成員が建学の理念を規範として判断し行動する。
の3点を定めている。
・本事業で打ち出す独自色の内容の将来ビジョンの実現に向けた位置づけ
本事業では、上智大学が「人間の安全保障」の実現に取り組む国際的な研究拠点大学になることを目的と
するが、この事業の独自色は、他者が直面している問題を解決するために、国際的な研究ネットワークを構
築して国内外の人々とともに取り組むという点にある。
今日、特にアフリカや東南アジア・南アジアの開発途上地域では、貧困、環境破壊、疾病・感染症、紛争
などが脅威となって、人間の生存・生活・尊厳が脅かされる状況が生じている。そして現在も、開発途上
国・先進国を問わず世界中の研究者達が、経済学、教育学、社会学、国際政治学など様々な分野の知見を生
かして、この問題を解決すべく取り組んでいる。そこで、上智大学が国際的、学際的に行われている研究を
集約するコネクトハブとなることで、研究、特に社会科学的な研究を通してこれらの地域での「人間の安全
保障」の実現を加速しようというのが本事業のミッションとなる。
先に上智大学の建学の理念と教育精神を実現するための行動指針として、(1) 「他者のために他者ととも
に生きる人間」の育成、(2)「人間の尊厳」を脅かす課題−貧困、環境、教育、倫理−の解決に貢献、(3)
建学の理念を規範として判断し行動、の３点を挙げた。本事業で取り組む研究を通して、アフリカや東南ア
ジア・南アジアの開発途上地域の人々の「人間の尊厳」を回復し、「人間の安全保障」を実現しようと「他
者のために他者とともに」取り組むことは、上智大学の行動指針に沿った将来ビジョン実現のための取り組
みそのものだと言える。
・将来ビジョン及び独自色の内容の学内周知
上智大学の将来ビジョンは『上智学院グランド・レイアウト2.0』として明文化され公表されており、学
生・教員・職員の誰もが手に取れる状況になっている。さらに学生に対しては、入学式、講演会、シンポジ
ウムやその他の機会を通じて、理事長や学長から「叡智(ソフィア)が世界をつなぐ（Sophia ‑ Bringing
the World Together）」、「他者のために他者とともに生きる人間（Men and Women for Others, with
Others）」が上智大学の将来ビジョンであることが繰り返し語られている。また、様々な学内のポスター、
大学のウェブサイトなどの視覚を通しても上智大学の将来ビジョンは学生に周知されている。教員や職員に
対しては、学生の場合に加えて、年頭祝賀会及び創立記念日における理事長挨拶や学長挨拶を通して、さら
には名刺に「叡智が世界をつなぐ」の文字を印字するなどして、大学の将来ビジョンが周知されている。
また、本事業の独自色は、他者が直面している問題を解決するために、国際的な研究ネットワークを構築
して他者とともに取り組むという点である。この独自色は、上智大学の将来ビジョンを表す「他者のために
他者とともに生きる人間」「叡智(ソフィア)が世界をつなぐ」そのものであり、将来ビジョンの周知を通じ
て学内の学生・教員・職員に広く共有されている。
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② 学生募集や卒業生の進路への影響、研究成果の寄与などの本事業で想定する効果を踏まえ、本事業の対
象（ステークホルダー）を検討した内容。
本事業のステークホルダーは、研究、教育、キャリア形成の３方面に存在している。
研究面のステークホルダー： 研究面のステークホルダーは国内外の研究機関及び大学である。本事業を通
し、上智大学が貧困、環境、医療、難民、紛争の問題の解決といった「人間の安全保障」の実現に取り組む
国際的な研究拠点大学としてのブランドを確立することにより、国内外の研究機関や大学の研究者との共同
研究がより活発になり、本学の教員の研究者としての国際競争力が高まると考えられる。
教育面のステークホルダー： 教育面のステークホルダーは、受験生と在学生及び保護者である。上智大学
の「人間の安全保障の実現に取り組む大学」というイメージが確立し社会に浸透すると、受験生とその保護
者は「上智に入学すると人間の安全保障実現に役立つ教育を受けることができる」という期待を持つ。その
結果、人間の安全保障に関心が高く、国際機関において活躍したい、または研究者となって活躍したいと考
える受験生が集まってくると考えられる。
一方、入学した学生のすべてが国際機関への就職に興味を持っているわけではない。しかし、教養科目な
どを通じて在学生に対し人間の安全保障実現の重要性を伝えることで、企業においても人間の尊厳に配慮し
た活動を推進する人材を育ててゆく。上記のような受験生と在学生及び保護者をステークホルダーとした本
事業を通し、上智大学は国際機関や企業において人間社会の未来を牽引していくような国際的なリーダーの
育成を目指す。
キャリア形成面のステークホルダー： キャリア形成面では、人材供給側のステークホルダーは在学生であ
り、人材需要側のステークホルダーは国際連合及びその専門機関を含む国際機関やNGO、企業である。ス
テークホルダーに対して実際に人材を供給するためには、既述の通り、在学生に人間の安全保障実現の重要
性を理解してもらい、在学期間中はその能力養成に集中するよう導く必要がある。そのためには、本分野に
おいて学術界をリードする研究がなされ、その成果が教育に反映されていることを在学生に周知する必要が
ある。一方で、人材需要側である国際機関や企業には、本事業を通して上智大学を「人間の安全保障を実践
する人材を輩出する大学」としての認知度を高めていく。

③

事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ

「人間の安全保障」実現に取り組む大学という上智大学のイメージを社会に広く浸透させるためには、す
ぐれた研究成果を基盤としながらも、その研究成果を学生の教育、キャリア形成支援にもつなげることで大
学のイメージを作る必要がある。研究・教育・キャリア形成の各面において浸透させたい上智大学のイメー
ジは以下である。
研究面：国際的な研究拠点となり「人間の安全保障」実現のための研究を牽引する大学
優れた研究こそが、多くの人々の関心を集め大学のイメージを作るための基礎になる。世界各国から関連
する分野の研究者が上智大学に集い、研究成果を積極的に発信してゆくことで、人間の安全保障に関する研
究を牽引する大学というイメージを作り出すことが第一である。
教育面：「人間の安全保障」に関心の高い学生が集まり、新たな研究者を輩出する大学
本事業の取り組みを通じ、これまで以上に人間の安全保障に関心のある学生が大学に集い、共に学び、そ
して世界中に活躍の場を見出してゆくことで、さらに有為の人材を集めることができる。また、将来的に、
人間の安全保障を研究する次世代の研究者を養成し世界へ輩出していくことで、研究拠点大学としてのイ
メージを強化することができる。
キャリア形成面：国連などで国際公務員として働き「人間の安全保障」を実践する人材を輩出する大学
アフリカや東南アジア・南アジアの現地で、あるいは政策立案の現場で活躍する上智大学の卒業生を輩出
することで、「人間の安全保障」実現に取り組む大学というイメージを社会に広く浸透させることができ
る。
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④ アンケート調査や意見聴取、既存データの分析などによる現状の自大学のイメージ及び認知度に関わる
把握・分析内容
日経BPコンサルティング調べ「大学ブランド・イメージ調査2016−2017」＜首都圏編＞（対象：ビジネス
パーソン）の結果、大学ブランド力ランキングでは本学は東大、慶応大、早稲田大に次ぎ４位で前回と同様
の順位であった。
また、リクルート進学総研が実施した「関東エリア高校生の 志願したい大学 」ランキング（平成28年
７月14日発表）では、本学は11位（前回10位）であった。項目別ランキングで「国際的なセンスが身につ
く」で本学は１位だったものの、「教育方針・カリキュラムが魅力的である」「学校が発展していく可能性
がある」の２項目については、それぞれ８位となっている。
平成29年３月に発表された「THE世界大学ランキング日本版」の総合順位では本学は18位という結果と
なった。本調査は教育リソース、教育満足度、教育成果、国際性の４つの指標から判断するもので、本学は
国際性では４位だが、教育リソースでは97位となっており、総合順位に影響を与えている。教育リソース
は、学生一人あたりの資金・教員数、大学合格者の学力、教員一人あたりの論文数・競争的資金獲得数等で
判断される。
上記３つのリサーチを総合して判断すると、本学は「国際性」を軸とした良いブランド・イメージをある
程度形成できてはいるものの、学術研究においてはより高度化・グローバル化した視点から取り組む必要が
あると自覚する。一方で、多岐に渡る分野で様々な研究が進められているにもかかわらず、それが上手く発
信できていないという側面も否めない。本事業においては、研究を深めることと発信力を高めることの両輪
をバランス良く回すことにより、本学のブランド力向上を図りたい。

⑤

④の分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討内容

本事業については、構想段階から積極的に各メディアにプレスリリースの形で情報発信を行う。メディア
掲載を通じ、受験生・在校生及び保護者、地域住民、企業、研究機関、学術界等の各ステークホルダーへの
情報リーチを図る。当然のことながら、本学公式ウェブサイト、SNS、広報誌等にも構想、進捗状況、成果
等を積極的に掲載する。
また、現地調査等の結果が一定程度明らかになった段階で、公開シンポジウムの実施を計画する。そのシ
ンポジウムの存在を広く流布するためにプレスリリースを配信し、メディア記者のシンポジウムへの参加及
び取材動員を図るとともに、公式ウェブサイト、SNS、広報誌等の告知ツールもフルに活用する。また、研
究活動を学内外に紹介するため平成18年より毎年開催しているソフィア・オープン・リサーチ・ウィークを
活用することや、シンポジウムの対象を研究者、学生、一般社会等さまざまなステークホルダーに向けて広
く設定すること等の工夫を行う。シンポジウムの内容は事後に公式ウェブサイト等で広く公開することとす
る。
学術界への情報発信については、論文発表、研究発表を通じて行う他、上智大学出版から「人間の安全保
障シリーズ」（仮称）として書籍化することを計画している。
また、全学を挙げての取組みとするためには、学内向け情宣も必須である。ポスター展示、イントラネッ
ト、学長による発信等を通じて情報共有を行い、全学的に機運を高め、それを維持向上させていく。本事業
に関する展示コーナーを設けること等による「みえる化」も検討する。
既に行っている「人間の安全保障と平和構築」の連続セミナーには、毎回150人を超える地域住民やビジ
ネスマン、学生、国連職員や外交官が参加している。議論の主な内容をウェブサイトに掲示し、広く地域住
民や企業にも届くように努力している。また国連フォーラムという７千人が登録する、国連等に関心のある
人によるメーリングリストにも常にセミナーの情報伝達や事後報告を共有し、この問題に関心のある人に幅
広く上智大学の取り組みを知ってもらうようにしているが、今後もそうした努力を続けていく。
これまでも、上智大学の教員がメデイアを通じて、その研究成果や調査の内容を広く一般の社会に伝えて
きた。今後は、人間の安全保障というブランディングを通じて、より一層メデイアに対する広報戦略も強め
ていく。

⑥

①〜⑤の具体的行程

①〜⑤まで具体的な内容を記載してきたので重複になるが、ここでは、研究面、教育面、キャリア形成面に
おける、本事業の具体的行程を整理する。
研究面
・「上智大学人間の安全保障研究所」（仮称）を設立し、これまで個々の研究者が取り組んできた
「人間の安全保障」に関する研究を集約する。
・これにより、「人間の安全保障」の実現に取り組む国際的な研究拠点大学としてのブランドを確立す
る。
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・国内外の共同研究がより活発になり、本学教員の研究者としての国際競争力が高まる。この過程は
国際共同研究の状況や研究成果によって進捗を把握することができる。
・学術界への情報発信については、論文発表、研究発表ばかりでなく、上智大学出版から「人間の安全
保障シリーズ（仮称）」として書籍化する。
教育面
・各種学内のポスター、大学のウェブサイトなどの視覚情報、及び本事業をフィーチャーした高大連携
授業実施することなどを通して、上智大学の「人間の安全保障の実現に取り組む大学」という
イメージを、在校生及び受験生にも浸透させる。
・上記イメージを社会に浸透させることにより、受験生は、人間の安全保障実現に役立つ教育を受ける
ことができる大学として本学をとらえるようになる。この過程はオープンキャンパスにおけるアンケー
ト調査と入学後のアンケート調査によって達成度を評価することができる。
・教養科目及び専門科目を通じて在学生に対し人間の安全保障実現の重要性を伝え、人間の尊厳に
配慮した活動を推進する人材を育てる。この過程は授業アンケートや通常の定期試験、卒業後の進路
調査などにより進捗状況を把握することができる。
・上記の教育を受けた卒業生の中から次世代の研究者や国連などを含む国際機関や企業において人間
社会の未来を牽引していくような国際的なリーダーが輩出されることを目指す。この過程は進路決定
調査などの学内調査によって評価することができる。
キャリア形成面
・在校生については、教育面で述べた通り人間の安全保障実現の重要性を理解させ、在学期間中は
その能力養成に集中するよう導く。
・人材需要側のステークホルダーである国際機関や企業には、本事業を通して上智大学を「人間の
安全保障を実践する人材を輩出する大学」としての認知度を高める。この過程は一般の大学ラン
キングなどを用いて評価することができる。
・在校生の教育、社会からの評価確立により、国連などで国際公務員として働き「人間の安全保障」
を実践する人材を輩出する大学となることを目指す。

⑦

⑥の工程ごとの成果指標と達成目標

研究活動の円滑な遂行と着実な成果創出とともにブランディング戦略を展開していくこととし、以下をそ
の成果指標とする。数値等は適切に把握・分析のうえ、後述のPDCAサイクルにおいて検証対象とし、達成目
標は適宜見直しを図っていく。
・学術研究発表数（原著論文、国際学会発表など）
・研究会、国際シンポジウムの開催数
・プレスリリース発信数
・ウェブサイト上の当該ページへのアクセス数（ビジター数）
・本事業をフィーチャーした高大連携授業実施数
・大学イメージ調査（本事業実施前と実施後の数値比較）
・学内調査（本事業の認知度に関し、教職員・学生に対してリサーチする）
・ソフィア・オープン・リサーチ・ウィークにおける来場者アンケート調査

⑧ 達成目標の進捗状況を把握する方法
達成目標の進捗状況については、研究組織及び関連する事務局が適時に把握し、各組織内で適切に共有す
るとともに、必要に応じて学長等に報告する。本事業の進捗状況を把握するための組織としては、「Ⅳ 事
業実施体制」に記載するように、「研究ブランディング事業運営委員会」、「研究評価委員会」、「広報委
員会」がある。これらの組織の連携を通じて、達成目標の進捗を把握し、自己点検・評価及び研究活動等の
PDCAサイクルも検証の対象とする。進捗状況に応じて、達成目標を適宜見直し、設定を変更することで事業
のより円滑な遂行が見込まれる場合は、柔軟な変更を行い、それを関係者間で共有することとする。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
＜学内の事業実施体制及び自己点検・評価体制、外部評価体制、学外との連携体制＞
学長のリーダーシップの下、研究ブランディング事業運営委員会がすでに設置されており、現在、平成28
年度採択となった研究事業の運営や評価について同運営委員会で取り扱っているが、平成29年度申請分が採
択された場合も、同運営委員会が所管することにしている。
今回の事業の推進にあたっては、新たに「上智大学人間の安全保障研究所」（仮称）を立ち上げ、ここを
研究・交流・連携の拠点とする。人間の安全保障を研究する経済学部、国際教養学部、総合人間科学部、総
合グローバル学部、グローバル教育センター等に所属する教員がここに参画し、学内横断的な研究体制を確
立する。
学内の事務組織とは、本事業を円滑に推進するため、全事務部局がバックアップする体制となっている。
さらに、教育やキャリア形成支援への波及について「国際協力人材育成センター」と連携し、研究活動で得
られた成果を本学学生に還元していく。
また、後述のとおり、海外協定校（平成29年６月１日現在で59か国・地域 301大学）、国内外の研究機関
等とも研究連携を深めることとする。また、高大連携の観点から、高校での模擬授業等を通して、人間の安
全保障を担う次代の人材となり得る高校生にも、本事業の意義を伝えていく。

＜PDCAサイクルの整備＞
研究活動、ブランディング戦略、本事業全体について、以下のとおりとし、３者をそれぞれに連携させる
体制とする。
(1)研究活動のPDCAサイクル
研究組織において、研究計画及び研究費執行計画を入念に立案し、それを確実に実施する。研究の進捗状
況や予期せぬ事情等により研究計画に変更が生じる場合は、当初の研究目的に照らして正当な変更であるこ
とを前提に柔軟な対応を行い、研究活動が円滑に行われるよう努める。そして、上智大学研究評価委員会規
程に基づき、研究活動の評価を行い、その評価結果を以降の研究活動に適切に反映させる。
(2)ブランディング戦略のPDCAサイクル
学長や関係部局が研究組織の研究活動を適切に把握し、総務局広報グループが中心となって、本事業にか
かる広報活動を立案・実施する。その効果等の検証については、広報委員会が行い、結果を以降の広報活動
及びブランディング戦略に適切に反映させる。
(3)本事業全体のPDCAサイクル
上記(1)及び(2)を相互に連携させながら、想定した研究成果の創出と本学のブランド力向上を確実に目指
していく。私立大学研究ブランディング事業運営委員会規程に基づき、研究活動、ブランディング戦略、事
業全体の検証を行うこととし、その結果を学長に報告する。
(1)〜(3)の各PDCAサイクル及びその連携により明らかとなった成果や課題等については、学長に集約さ
れ、関係会議体等において学内に周知徹底されるとともに、学長のリーダーシップの下、より良い事業展開
に向けた施策を検討・実施する。
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＜学外との有機的な連携＞
国際的な連携研究の拠点となることは、本事業の重要な柱の１つである。本学の研究者は既に連携研究、
共同研究といった形で下図にある国内及び海外の大学・研究機関との研究実績を持っている。本事業では、
「上智大学人間の安全保障研究所」（仮称）を新たな拠点として、研究者交流、研究連携をこれまで以上に
進めることで、学外研究機関との有機的な連携を図っていく。
また、学外との連携については、研究面での連携のみならず、教育、キャリア形成支援の各方面でも既に
学外との連携体制が確立している。
教育面では、59か国・地域 301大学との連携協定、交換留学協定を結んでおり、様々な国の学生が上智大
学で本事業関連の講義を受講することになる。また、平成32年度から始まる英語のみで学位を取ることの出
来るプログラム（SEMEP）でも、本事業の関連科目を開講し、学生の相互交流を通じてブランディングに役
立てていく。
キャリア形成支援の面では、既に学内に国際協力人材育成センターが設立され、下図にある国際機関と教
育連携を結び国際協力人材の育成に取り組んでいる。本事業を通してさらに国際機関との連携を強めてい
く。
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５．年次計画（３ページ以内）
平成29年度
目
標

５分野の研究を統括する組織の構築：アフリカや東南アジア・南アジアをフィールドに、貧
困、環境、医療、難民、平和構築について社会科学的な研究を行う大学内の研究者・研究組織
を統括し、国際連携の拠点となる組織を構築する。さらに、事業構想の広報活動を行いブラン
ド形成につなげる。

実
施
計
画

＜実施計画＞
〔研究活動〕 研究拠点となる上智大学人間の安全保障研究所（仮称）を新設、学内の関連す
る研究資源の集約、体制の整備を図る。
〔ブランディング活動〕事業構想についてのプレスリリースを配信するとともに、事業専用
ウェブサイトを構築しSNSで告知を行い、また広報誌にも掲載し本事業への注目度を高める。
＜目標達成度の測定方法＞
研究所運営組織の整備状況（組織図、人員数、学内研究・教育協力体制など）を示す証拠、国
内外の研究ネットワークの初期整備状況をしめす証拠、研究の進捗状況、プレスリリースの結
果によるメディアへの掲載状況
平成30年度

目
標

実
施
計
画

アフリカや東南アジア・南アジアでのフィールド調査の準備及びフィールド調査を実施し、各
分野で実証分析を行うための基礎データを収集する。また、国内・国外の研究者を上智大学に
招き研究交流を促進することで、国際的な研究拠点の基盤を形成する。さらに、研究成果・進
捗の広報活動を行いブランディングにつなげる。
＜実施計画＞
〔研究活動〕
研究連携拠点形成のため、国内外の研究者を招き、当該研究分野のフロンティアについて議
論する（最終年度まで継続）。また５分野の実施計画は以下である。
【貧困】貧困層の気候変動や経済リスクに対する脆弱性に関する基礎情報を収集する。具体的
には、環境や医療分野との連携も視野にいれつつ、アフリカや東南アジア・南アジアの国々で
家計調査を実施する。
【環境】貧困層が暴露されている環境汚染（特に工業生産と先進国から輸入している電気電子
機器廃棄物による大気、水質、土壌の重金属汚染）の現状についての情報を収集する。また、
現地に赴き公表されているミクロデータの利用可能性について情報収集を行う。
【医療】アフリカや東南アジア・南アジアの中・低所得国で実施されている公的医療保険制度
改革について、文献レビューを行い、改革の内容とガバナンスの仕組みを類型化する。文献レ
ビューの結果をもとに、ケース・スタディーを行う国の選定や実施計画書・データ収集ツール
の作成などフィールド調査の準備を行い、文献レビューの結果をもとに論文を作成する。
【難民】国際社会（難民受入国）からの経済支援によって発生を未然に回避することが困難で
ある政治難民及び避難民について、受入国間での最適な受入割当てを導出可能な国際社会全体
での福祉指標を設計する。指標の設計は公理的分析によって行い、設計された指標から導出さ
れる最適な難民受入割当てによって、難民の第三国定住を選択肢とした難民問題の解決策を明
らかにする。また難民キャンプにおける教育支援などの実態も調査し、最低限の生存基盤を作
る方法も明らかにしていく。
【平和構築】南スーダンやコンゴ民主共和国、ソマリアなどのアフリカ諸国における平和構築
の現状をフィールド調査し、特に現地における正統性を持った政府や統治機構を作る上での課
題を検証する。調査においては、カーレ国連フィールド支援局長、ゼリホン国連政務局次長、
ウエーン国連PKO局次長、山下国連平和構築支援オフィス次長（上智大学卒業生）など、これ
まで上智大学の教員が培ってきた国連機関とのネットワークをフルに活かして現地の国連ミッ
ションの協力を得ながら調査を実施する。
〔ブランディング活動〕
研究所主催で、研究成果を発表するセミナーやシンポジウムを継続的に開催し、広く地域住
民や専門家に研究成果を発信する。（最終年度まで継続）
シンポジウム告知のためのプレスリリース配信、ウェブサイト掲載、SNSによる拡散、広報
誌への掲載を行う。
大学全体で取り組んでいる、国際公務員養成講座、アフリカ・ウィーク、国連ウィーク、
キャリア・セミナー、ジョブ・フェアー、ランチタイム・トーク：国連職員と話そう、などの
プログラムに、人間の安全保障に関連する内容を取り入れる。（最終年度まで継続）
＜目標達成度の測定方法＞
国際的研究ネットワーク（大学もしくは研究所）の人的交流数（会議・研究会の数、訪問者
数など）、研究の進捗状況。プレスリリースの結果によるメディアへの掲載状況、シンポジウ
ム来場者数。国際公務員養成講座、キャリア・セミナー、ジョブ・フェアー、ランチタイム・
トークの開催数と参加者数。
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平成31年度

目
標

フィールド調査及びランダム化比較実験を実施し、各分野で実証分析を行うための基礎データ
を収集し分析を開始する。また、国内・国外の研究者を上智大学に招き研究交流を促進するこ
とで、国際的な研究拠点を形成する。さらに、研究成果・進捗の広報活動を行いブランディン
グにつなげる。

実
施
計
画

＜実施計画＞
〔研究活動〕
【貧困】前年度集められた家計調査データに基づき、リスクに対する脆弱性を克服する可能性
の高いランダム化比較試験(RCTs)をいくつかデザインし、共同研究機関と実施する。
【環境】環境汚染への暴露量が高い貧困層と低い貧困層において家計調査を行い、子供の健康
状態と教育パフォーマンスに関するデータベースを構築する。前年度に現地で環境政策評価に
利用可能なデータが入手できていれば、その統計的分析を行う。
【医療】ケース・スタディーの対象国で、フィールド調査（定量、定性データの収集）を実施
する。データ収集に次いで、データ処理、分析を行う。四半期ごとに、対象国の関係機関に、
フィールド調査・データ分析の進捗について報告する。
【難民】前年度に設計した福祉指標について、論文を執筆し、国際学会や各大学でのセミナー
で報告を行い、国際ジャーナルへの投稿を行う。
【平和構築】東ティモールやスリランカ、アチェやミンダナオなど、東南アジアや南アジアに
おける平和構築について現地調査を行い、持続的な平和を構築する上での困難や課題、それを
克服するための具体的な支援策などを検討し、まとまった報告書を発表する。この研究や発表
を通じ、アフリカでの平和構築と、アジアにおける平和構築の課題の違いや、解決に向けたア
プローチの違いや共通点なども明らかにする。
〔ブランディング活動〕
国内外の研究者を招いてシンポジウムを開催。プレスリリース配信、ウェブサイト掲載、
SNS拡散、広報誌への掲載を行う。
平成32年度から始まる海外留学生向けプログラム（SEMEP）に本事業の内容を取り込み、広
報素材とする。海外メディアへの発信も検討する。
＜目標達成度の測定方法＞
国際的研究ネットワーク（大学もしくは研究所）の人的交流数（会議・研究会の数、訪問者
数など）、研究の進捗状況、SEMEPに向けた講義の開講数と受講者数。国際公務員養成講座、
キャリア・セミナー、ジョブ・フェアー、ランチタイム・トークの開催数と参加者数。
研究報告書の数やその発表回数。セミナーやシンポジウムでの報告や回数。そうしたセミ
ナーやシンポジウムにおいて行うアンケート結果。調査報告に関するメデイアを通じての報告
など。
平成32年度

目
標

実

前年までのフィールド調査や実験の結果を用いて実証分析をすすめる。また、追加データを収
集するため再度の調査を実施する。得られた研究成果は、セミナーやワークショップを開催し
外部へ発信する。この間、国内・国外の研究者を上智大学に招き研究交流を促進することで、
国際的な研究拠点を形成する。さらに、研究成果・進捗の広報活動を行いブランディングにつ
なげる。
＜実施計画＞
〔研究活動〕
【貧困】被調査者の厚生水準が、RCTの実施によってどのように変化したか特定し、貧困削減
に至るメカニズムを解明するための追加調査を実施する。
【環境】前年に構築したデータベースを用いた統計的分析を行い、環境汚染が貧困層の子供の
健康状態と教育パフォーマンスに与える影響を推定し、環境汚染への暴露が引き起こす経済的
影響を定量的に評価する。この際に、追加的なデータが必要である場合には、現地に赴き追加
調査を行う。
【医療】国（ケース・スタディー）ごとに、公的医療保険制度改革の効果と実施プロセスの課
題に関する分析結果まとめ、制度改革の実施に必要なガバナンス強化について政策ブリーフを
作成する。ケースタディーの結果を、国別の論文にまとめる。対象国ごとに、関係機関との
ミーティングやワークッショプを開催し、ケース・スタディーの結果を報告する。
【難民】国際社会（難民受入国）からの経済支援によって発生を未然に回避することも可能と
なる災害難民及び経済難民について、前年度に論文にまとめた福祉指標を応用した、モデル分
析を行う。具体的には、潜在的な難民発生国への難民受入国からの援助を取り込んだ経済モデ
ルにより、受入国が選択する援助と難民受入れ数の関係性を明らかにし、福祉指標によって最
適性を評価する。

11

上智大学

施
計
画

【平和構築】平成30年度（主にアフリカ）と平成31年度（主に東南アジア・南アジア）の調査
結果をまとめ、英語と日本語の双方でウェブサイトやセミナー、シンポジウムなどを通じて発
信する。協力関係の構築を進めているケニアのPKOセンターや、国連のPKO局・政務局・平和構
築支援オフィス・フィールド支援局などと共同のシンポジウムなどを行うことで、研究の成果
を国連の政策や方法にも活かしてもらう。
〔ブランディング活動〕
国内外の研究者を招いてシンポジウムを開催。プレスリリース配信、ウェブサイト掲載、
SNS拡散、広報誌への掲載を行う。
国際公務員養成講座やキャリア・セミナー、ジョブ・フェアー、ランチタイム・トークなど
は、継続して行う。
海外留学生向けプログラム（SEMEP）の本格稼働に本事業の内容を取り込み、広報発信す
る。（海外メディアへの発信も検討）
＜目標達成度の測定方法＞
国際的研究ネットワーク（大学もしくは研究所）の人的交流数（会議・研究会の数、訪問者
数など）、研究の進捗状況、SEMEP学位の単位となる講義の開講数と受講者数
国際公務員養成講座、キャリア・セミナー、ジョブ・フェアー、ランチタイム・トークの開
催数と参加者数。
国際シンポジウムや、共同セミナーの開催数や、世界国連学会での扱い等によるその内容に
ついての波及効果。メデイアを通じての研究成果の発信など。
平成33年度

目
標

実
施
計
画

本事業の研究成果を国内外の学会、シンポジウムを通して外部に発信する。さらに、本事業終
了後も研究拠点としての活動を継続するための外部資金を獲得する。
＜実施計画＞
〔研究活動〕
【貧困】前年度までに集められたデータに基づき、論文を執筆し、学会や各大学のセミナーで
報告の後、国際ジャーナルへの投稿を行う。
【環境】前年度に集められたデータに基づき、論文を執筆し、学会や各大学のセミナーで報告
の後、国際ジャーナルへの投稿を行う。
【医療】ケース・スタディー間の比較分析を行い、その結果をもとに、論文を作成すると共
に、政策提言をまとめ、政策ブリーフを作成する。各種出版物を、ケース・スタディー対象国
の関係機関に配布する。学会や、国際フォーラムで、研究結果を発表する。
【難民】前年度に行ったモデル分析について、論文を執筆し、国際学会や各大学でのセミナー
で報告を行い、国際ジャーナルへの投稿を行う。
【平和構築】３年間の現地調査や、外国の専門家とのシンポジウムなどを通じて得た成果を、
英語と日本語の双方の形でまとめる。また本の出版に伴い、シンポジウムやセミナーを、上智
大学の連携校やケニアのPKOセンター、国連本部などと行い、上智大学のこの問題への貢献を
広くアピールする。
〔ブランディング活動〕
本事業の最終的な集大成を発表するためのシンポジウムを開催。プレスリリース告知を行い
メディアの取材動員を行う。同時にウェブサイト、広報誌でも告知を行いSNSでの拡散も行
う。シンポジウムで発表された内容に関しては、報告記事にまとめこれもプレスリリース配信
を行う。ウェブサイト、広報誌への掲載も行う。最終報告に関しては海外メディアにも配信を
行い、グローバルな上智ブランドの発信も行う。
上智大学出版から、「人間の安全保障シリーズ」（仮称）を刊行する。
＜目標達成度の測定方法＞
国際的研究ネットワーク（大学もしくは研究所）の人的交流数（会議・研究会の数、訪問者
数など）、研究の進捗状況、SEMEP学位の単位となる講義の開講数と受講者数。
国際公務員養成講座、キャリア・セミナー、ジョブ・フェアー、ランチタイム・トークの開
催数と参加者数。
日本語と英語の双方の著作や報告書や、それに対する評価や批評。国際的なシンポジウムや
セミナーでの反響やアンケート調査の結果。メデイアを通じての研究成果の還元等。
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）
①

既選定事業の進捗状況
既選定事業「持続可能な地域社会の発展を目指した「河川域」をモデルとした学融合型国際共同研究」
は、アジア諸国の学融合型河川流域研究ネットワークの形成や、新しい戦略的な流域ガバナンスの枠組みと
微生物群集構造を考慮した河川流域環境管理ガイドラインの提案等により、対象地域における国連の「持続
可能な開発目標（SDGs）」へのロードマップの構築を目指す。
これまでの取り組みは研究インフラの整備が中心であり、以下の３点が事業成果としてあげられる。第一
に日本、中国、タイを中心とした国際的学融合型河川研究プラットフォームの構築を推進した。その結果、
国内外の連携体制ができ海外調査をスムーズに開始することができた。次に、河川管理ガイドライン提案に
向けて微生物群衆構造を基礎とする環境研究データベース構築の土台を作成した。また、環境修復植物の培
養に向けた研究体制が整備された。最後に河川・湿地の賢明な利用によるSDGs実現に向けた政策提言のため
の環境研究拠点形成を目指して、学内研究協働体制、情報共有、学融合研究推進のための体制を整備した。
以上の研究進捗状況については随時社会に発信できるよう同事業のウェブサイトを作成した。
②

既選定事業と今回の申請事業の内容の関連
本学の建学の理念と教育精神実現のための指針である「人間の尊厳」を脅かす課題−貧困、環境、教育、
倫理−の解決に貢献する取り組みとして両事業は密接な関連がある。
しかし、人間の尊厳を脅かす課題の解決は決して一面的なアプローチでなされるものではなく、むしろ多
面的なアプローチをこそ必要としている。
既選定事業は河川域をモデルに環境科学を中心とした学融合型研究を通してそれらの課題を解決しようと
いう試みである。一方、本申請事業は社会科学的アプローチを集約した人間の安全保障のための研究を通し
て課題を解決しようという試みであり、両事業の具体的内容に重複はない。両事業はそれぞれの側面から本
学の建学の理念の実現に向け推進され、「多様性を受容し地球規模で発想し、問題解決に向けて自ら行動で
きる グローバル市民 を育成・輩出する大学」としての本学のブランドを形成する。
③

大学の将来ビジョンに照らして、複数の独自色を打ち出す必要性の有無
上記②で既述のとおり、本学はその将来ビジョンを実現するために、多面的なアプローチで研究活動を展
開していくことを企図している。本学は自らを「小さな総合大学」と称しており、四谷キャンパスに大学の
ほぼ全ての機能が集約され、幅広い分野の研究活動が行われている。このような環境において、全構成員が
将来ビジョンを共有したうえで、それぞれの特性を活かして複数のアプローチによってそれを実現するこ
と、複数の独自色について個々を際立たせるとともに融合を図ることは、必要であることは言うまでもなく
非常に有益なことであると考えている。
④

複数事業を全学的に実施・支援する体制の整備状況
学長のリーダーシップの下、平成29年４月に新設された学術研究担当副学長が学術研究全般にかかる責任
を担うよう体制が構築され、大学として組織的に研究力を向上させるよう教学体制が強化されている。ま
た、研究活動を推進・支援するための全学的な組織も設置されており、研究にかかる事務体制は従来から整
備されている。このように、研究事業を実施・支援するための全学的な体制は、近年の取り組みによります
ます強化されており、既選定事業と本申請事業の２事業を実施・支援するための十分な体制が整備されてい
て、両事業での十分な成果が期待できる。本事業については、研究活動とブランディング戦略を有機的に関
連づけながら実施していくことが重要であるが、この点について、本学は教職協働で全学的に取り組んでい
く総合力を備えている。
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