
平成28年８月25日

独立行政法人日本学術振興会

課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業
（実社会対応プログラム）成果公開シンポジウム

～「学術への要請と社会的貢献」の視点からの先導的な共同研究～

○講演①

「少子化対策の政策検証をどう行ったか」

　～「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」の実施を振り返って～

○講演②

「短期賃貸借保護制度撤廃が競売市場に与えた影響の実証分析」

　～法改正前後の比較～

○パネルディスカッション

研究者と実務者との協働と今後の展開について



1 挨拶  
　主催者挨拶   １
　来賓挨拶   ２

2 講演①   ３

　「少子化対策の政策検証をどう行ったか」
　～「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」の実施を振り返って～
⃝阿部　正浩（中央大学教授）

3 講演②   17

　「短期賃貸借保護制度撤廃が競売市場に与えた影響の実証分析」
　～法改正前後の比較～
⃝福井　秀夫（政策研究大学院大学教授）

5 付録 
　・「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」の概要 51
　・ 「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」 

課題・研究テーマ一覧（平成25年度～平成27年度採択） 52
　・ リスク社会の克服と知的社会の成熟に向けた人文学及び社会科学の 

振興について（報告）（平成24年７月25日　科学技術・学術審議会 
学術分科会）概要 55

　・ 課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業 
（実社会対応プログラム）成果公開シンポジウム　ポスター 57

4 パネルディスカッション   39

　研究者と実務者との協働と今後の展開について
⃝モデレーター：池尾　和人（慶應義塾大学教授）
⃝パネリスト　：阿部　正浩（中央大学教授）
　　　　　　　　中井　雅之（厚生労働省政策統括官付参事官）
　　　　　　　　福井　秀夫（政策研究大学院大学教授）
　　　　　　　　吉田　修平（吉田修平法律事務所弁護士）
　　　　　　　　瀧澤美奈子（科学ジャーナリスト）

目　　次



挨拶

1



　日本学術振興会が実施しております「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」は、

社会に内包される問題に向き合うことを緊急な課題として捉え、「学術の要請と社会的貢献」、「グ

ローバル化と国際学術空間」、「諸学の密接な連携と総合性」の３つの視点から、先導的な共同研究

を推進することで、人文学・社会科学の振興を目指す事業でございます。

　平成25年度よりスタートした本事業は、３つの視点に対応して、実社会対応、グローバル展開、

領域開拓の３つのプログラムが置かれており、このたび、平成25年度に採択された実社会対応プロ

グラムの各研究テーマの研究期間が平成27年度末に終了したことから、その成果を広く社会へ発信

すべく、シンポジウムを開催させていただいたものです。

　実社会対応プログラムは、社会的な貢献を目指して、実務に携わっておられる方々と共同研究が

展開されております。

　今回のシンポジウムでは、このプログラムにより実際に共同研究をされてこられた中央大学の阿

部先生、政策研究大学院大学の福井先生からご講演をいただき、またパネルディスカッションでは、

共同研究を通して得られた実務者の方々との共同研究を進める上でのノウハウや、研究成果への好

影響の事例など、ご紹介いただきました。

　本誌を通じ、この事業へのご理解をさらに深めていただければ、誠に幸いに存じます。

独立行政法人日本学術振興会　理事長　安西祐一郎

主催者挨拶
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　皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました文部科学省研究振興局の小松でございます。

　文部科学省研究振興局においては、人文学・社会科学から自然科学まで、全ての分野を担当して

いますが、自然科学の振興に偏り、人文学・社会科学にかけているエフォートが余り多くないよう

に感じています。例えば、最近の大きな課題として、次期スーパーコンピュータの開発、認知症対

策、人工知能などがあげられますが、どちらかというと技術開発が中心となっています。

　例えば、人工知能の研究であれば、技術内容が先行しており、その後追いで、倫理面の問題や法

規制の問題をどうするのかといった懸案がでてきて、ようやく人文学・社会科学の知見が求められ

るという流れがあるように思います。しかし、本来は、人工知能といった革新的な技術が出てくる

時に、20年後、30年後に望まれる社会や、そこに向けた新しい技術の在り方を描くのが人文学・社

会科学の役割ではないかと考えています。

　そのような意味でも、本日発表していただく「実社会対応プログラム」は、研究者と、その研究

成果と実務を橋渡しされる方が協働して研究を進めるという手法を用いるもので、非常に効果があ

るのではないかと思っています。

　研究者と、純粋に言えば研究者ではないけれども、その分野に密接に関わっている人とが連携す

る、あるいは、人文学・社会科学の研究者と自然科学の研究者が連携するということは、今まさに

分野融合や総合化が求められている中で重要なことだと思いますし、このようなプログラムをきっ

かけにして、人文学・社会科学の研究者のネットワークが広がっていくことを期待しています。

文部科学省　研究振興局長　小松　弥生

来賓挨拶
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　中央大学の阿部でございます。
　本日は、課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業で行ったプロジェクト「少子化対
策の政策検証をどう行ったか」について、お話をさせていただきます。
　本来であれば、研究内容をお話しするのかなということをご期待されている方もいらっしゃるか
もしれませんが、オーダーされているのは、実際、この研究のプロジェクトをどのように推進して
きたのかといったことでございますので、もしかしたら、一部、どのような研究を行ったかという
ことはお話ししますけれども、実際にどういうふうにこの研究プロジェクトを動かしてきたかと
いったことを、まずお話させていただきたいと思います。
　そもそも、この少子化対策というのは、今でも政府が取り組んでいる一億総活躍プログラムとい
うところでも大きな政策として取り上げられているわけですけれども、このプロジェクトを始める
今から３年前には、少子化対策そのものは大事なことだということではありましたけれども、少子
化対策がこのように前面に経済政策として取り上げられることはまだまだなかったかと思います。
そんな中で、今後の日本社会にとって、この少子化対策というのが非常に大事だということを政策
検証したらどうかという話がありまして、このプロジェクトを進めてきたわけです。
　【図１】は、昭和22年から現在までの出生数及び合計特殊出生率の推移です。棒グラフが出生数で、
折れ線グラフが合計特殊出生率になっています。平成26年は、１年間で約100万人出生したわけで

中央大学教授　阿部　正浩

※平成25年度実社会対応プログラム採択
　　研究テーマ「少子化対策に関わる政策の検証と実践的課題の提言」
　　（課題「人口動態を踏まえた日本の国と社会のかたち」）

　本プロジェクトにおける少子化対策の検証は、政府、企業、地方政府の少子化対策を見る３
つのグループとマクロ経済を分析するグループの合計４つのグループによって遂行された。マ
クロ経済を分析するグループによって、少子化対策がマクロ経済にどのような影響を及ぼして
いるかを検証したことは、本プロジェクトの特色のひとつであるといえる。具体的には、新たな
マクロモデルを開発し、シミュレーションがおこなわれた。また、各グループでは、学者や研究
者だけではなく、行政の担当者や一般企業の方などの実務者と協働して研究がおこなわれた。
　検証の結果、少子化の主な原因は出生率の低下であり、これまでおこなわれてきた各分野に
おける個別の少子化対策には一定の効果があることが認められた。
　しかし、依然、出生率の低下は続いており、今後は、政策資源投入の配分コーディネーショ
ンや適切な政策評価の改善が課題であると結論づけられた。

講 演 要 旨

「少子化対策の政策検証をどう行ったか」
～「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」の実施を振り返って～
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すが、戦後直後は270万人程度、第２次ベビーブームで一番多かったときは210万人ぐらい。相当出
生数が減った昭和41年の丙午（130万）のときよりも現在、出生数は少なくなっています。【図１】
のとおり、出生数、合計特殊出生率ともに、ずっと傾向的に低下・減少してきているといる。この
合計特殊出生率がなぜ低下してきているのか、また出生数、出生率をどうやって回復させていくか、
そのためにどういう政策を行ったらよいのかを、実務者と一緒に研究したものであります。
　プロジェクトは、これまでの少子化対策を、次の４つの観点から包括的に検証していくことを研
究目的にしておりました。少子化対策を積極的に行うことで問題解消するのか。つまり、出生率の
回復につながるのか。これまでの少子化対策が有効だったのか。少子化対策へ配分されてきた政策
資源が十分かつ適当な量であったか。これまで見過ごされてきた対策はないか。これまでの少子化
対策を振り返り、その政策評価を行いながら見ていきました。【図２】
　少子化対策は、大きく３つに分かれると考えています。第一に、少子化対策は、子育て支援や、
それに関連する家族政策が行われていますが、それら家族政策や、子育て支援はどのような効果が
あったかを見ていくこと。第二に、働き方も出生率に影響する可能性がありますので、この働き方
改革を少子化対策の一部と見て、その働き方改革が出生率の回復にどう影響しているかを見ていく
こと。第三に、子育て支援と家族政策は、内閣府や厚生労働省が中心ですが、実務は地方自治体で
行われることが多いので、各地域でどのような少子化対策が行われ、どういう効果をあげているか
も見ていくこと。【図２】の（イ）（ロ）（ハ）と３つありますが、研究目的を達成するため、３つ
のグループに分け、それぞれ少子化対策の効果を見ていったということです。
　さらに、子育て支援、家族政策、働き方改革、あるいは、地域での少子化対策の効果の評価にと
どまらず、少子化対策がマクロ経済にどのような影響があるか、財政や、労働力率、経済成長率に、
どのような影響があるかを総合的に見たことが、我々のプロジェクトの１つの特色と自負しており
ます。マクロ経済への影響を考える上で、具体的に新たにマクロモデルを開発して、シミュレーショ
ンを行いました。

【図１】
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　１つ苦労話をさせていただくとすれば、このマクロ経済へのインパクト、影響を調べるため、マ
クロモデルを新規に開発することをしましたが、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、マ
クロモデルはある意味枯れた技術で、新たに研究をしていこうという若い人たちがほとんどいない。
実際、このマクロモデルをつくったのは私と同い年かそれ以上の人たちばかりで、若い人たちの参
加がなかなか得られなかった。
　マクロモデルの開発は、政策評価する上で必要なツールですが、それを新たに開発するインセン
ティブが研究者側に、なかなかないこともあって、このマクロ経済をやろうと最初に研究計画に書
いたのはよかったものの、実際研究を遂行する段になって、幾つかの問題が起こってきたのは事実
でありました。
　２年半のプロジェクトによって、研究成果として幾つかわかってきたことがあります。それは、
また後で繰り返しますが、少子化対策それ自体は、少子化の抑制に一定の効果があるということは
認められました。しかしながら、【図１】のグラフのとおり、出生率はずっと低下を続けている。
一定の成果はあるが、なぜ少子化は止まらないのか。少子化対策全体としては、出生率には実はあ
まり影響していなかったということです。
　なぜ少子化対策の効果があるにせよ、出生率に影響しなかったのか。原因として幾つかあって、
政策資源投入の配分に問題があるのではないか。つまり、家族分野への政策支出は、依然として対
国内総生産比１％程度。先進国の中でかなり低い。これを仮に２％にすれば、出生率は回復すると
マクロモデルで推計されています。今現在１％のものを２％に増やすことが、実は少子化対策を有
効にする一つの政策資源の配分上の問題としてあることを結論として我々は提言したところであり
ます。
　もう一つは、政策資源の投入のコーディネーションに問題があるのではないか。特に、地方自治
体にこの問題の多くがあるのではないか。簡単に言うと、少子化対策を積極的に行った自治体では、

【図２】

－5－

講
演
①

講演①「少子化対策の政策検証をどう行ったか」阿部正浩

講
演
①



出生率は上がります。それ自体は良いのですが、出生率が上がるのは少子化対策を積極的に行って
いる自治体の周辺の自治体から、新たに若い人たちが転入してくるということ。つまり、本来であれ
ば、周辺の自治体で出生していたであろうカップルが転出することで周辺の自治体の出生率が落ち、
その代わり転入した自治体の出生率が上がっている。結局は、ゼロサムなので、政策資源をどう投
入していくか。１つの自治体に投入しただけでは、その自治体の出生率は上がっても、周辺の自治
体の出生率は上がらない、むしろ下がる。政策資源をどう投入していくか、きちんとしたコーディネー
ションがないと、日本全体での出生率の上昇にはあまり影響しないのでと議論しております。
　一億総活躍プランでは、出生率を1.8にすると明確に政策として書かれました。実は、政府とし
て目標出生率を立てたのはこれがはじめてのことです。
　今迄は、目標がないにもかかわらず、PDCAサイクルを回さなきゃいけない。つまり、どこまで
やったら100点かわからないまま、少子化対策に資源を投じられてきた。　今回、1.8という出生率
が政策目標として明示されたことで、1.8に届かないとすれば何が問題なのか、これからは少子化
対策の評価が非常にやりやすくなる。
　そもそも、地方政府では、エビデンスに基づいて評価をすることが全く行われずに、少子化対策
をやっている、保育所立てた、保育園に通ってくる人たちが増えた、例えば、そのような評価が行
われていますが、そもそも出生率にどう影響したのか、保育園を、園児の数を増やしたことで、ど
れぐらい出生率に影響があったのかというところまで評価がなされていない問題があったというこ
とが明らかになった。これが、簡単に言えば、我々の研究成果ということになります。
　このプロジェクト実施のため、【図３】のとおり、家族政策など政府の少子化対策を評価するグルー
プ、働き方改革や企業の少子化対策を見るグループ、地方政府の少子化対策を見るグループ、マク
ロ経済分析するグループと、４つのグループに分かれて、研究プロジェクトを遂行してきました。
　今回、課題設定による先導的人文学・社会科学推進事業の、特にこの実社会対応プログラムは、

【図３】
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研究者だけでなく、実務者と協働しながら共同研究を遂行するところに特徴があります。私たちの
プロジェクトでは、厚生労働省や内閣府の少子化対策立案者。後ほどパネルディスカッションに登
壇される中井さんは、当時、厚生労働省の職業家庭両立課長として、本当に実際の政策を担当する
実務家として、協働して研究を遂行してまいりました。
　このほか、実務者との協働としては、新聞記者など、実社会で活躍されている方を招いて研究会
を行ったほか、医師や生物学者の方を招いて、この研究のシンポジウムを開くようなことも行いな
がら、人文学・社会科学だけではなく、少子化に関連する医学、生物学といった自然科学の研究者
とも対話をしながらプログラムを動かしてきました。
　もう少し具体的に、研究内容について、お話しさせていただきます。
　我々のプロジェクトは、そもそもなぜ少子化が起こっているのかというところから始めました。
少子化の背景として、結婚しないことと、結婚しても子どもを産まない・産めないことの大きく２
つに分かれます。日本では結婚と出産は、ほぼセットになっています。それは、出生数に占める「嫡
出でない子」（婚外子）の割合が、1980年で0.8％程度、2010年でも２％程度であることからも明ら
かです。【図４】
　結婚と出産がセットになった上で、なぜ出生率が下がっているのかを考えると、【図４】のグラ
フにもあるように、合計特殊出生率の変化を要因分解すると、薄い灰色部分は、有配偶出生率が下
がったことによる影響、濃い灰色の部分は、有配偶率が落ちたことによって出生率が下がったとい
うことを表わしています。近年になればなるほど、この濃い灰色部分が合計特殊出生率のマイナス
に大きな影響を与えていることがわかります。有配偶出生率は、合計特殊出生率にプラスに影響し
ている。つまり、何を言っているかというと、結婚すると子どもを産んでいらっしゃる方たちがい
て、その人たちが出生率の低下を食い止めている。しかし、そもそも有配偶になる人たちの割合が
どんどん減っている。つまり、少子化は未婚化の問題だということです。

【図４】
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　それでは、なぜ未婚化が起こっているのかを、次の問題として取り上げました。その中で、未婚
化は、女性が「就業」を選択した結果であることがわかりました。結婚と出産が、今、二者択一の
問題になっている。働くことと結婚、あるいは、働くことと出産することが二者択一の問題になっ
ている。どっちかを取ったら、どっちかをやめなければならないと状況になっている。【図５】の
グラフを見ていただくと、1990年の未婚―非未婚。非未婚とは、有配偶の方と離死別の方を含んで
非未婚と呼んでいます。1990年は、未婚の労働力人口25％に対し。非未婚の非労働力人口は32％。
これが2010年には未婚の労働力人口が34％に上がり、非未婚の非労働力人口は22％に減少している。
結婚して働いている方も増えていますが、それ以上に、未婚で働く人たちが増えていることがわか
ると思います。
　昔は、家事手伝いという言葉がありました。未婚の就業していない方々を指したものですが、今
はそれも減って、未婚で働く人たちが増えている。そのことが、労働力人口も増やしていると同時
に、未婚の人たちを増やしている可能性があるということです。就業が未婚化にどう作用するか対
に考えないと、未婚化の問題はなかなか解決しないのではないか。未婚化の問題を解決しない限り、
出生率の回復はあり得ないということになります。
　未婚化が、本当に働き方と関係するかについては、【図５】のグラフをご覧ください。これは、
両立可能性。つまり、保育所の待機児童数や、育児休業利用など、2000年から2005年にかけてどう
変化してきたかを横軸に、縦軸に婚姻率の低下の変化を見ています。これによると、両立可能性が
低いところで婚姻率の低下が大きくなっている。つまり、仕事と家庭の両立可能性が低い地域で婚
姻率が下がり、両立可能性の高い地域で婚姻率の低下幅が小さかった。決して婚姻率が高くなって
いるわけでなく、低下幅が小さかったことで、こういう結果になっている。従って、両立可能性が
進んでも、婚姻率は低下しているという意味で、両立可能性以外の要因が未婚化を促している可能
性があるのですが、両立可能性が低いことで、さらにその変化を増幅している可能性があるという

【図５】
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ことがわかります。
　特に、丸の大きさは人口のボリュームを表わしていますので、大都市部でこの両立可能性が低く、
婚姻低下率が大きかった。人口ボリュームが大きいところで、未婚者の絶対数が増えているという
ことです。未婚化の話は、都市の問題も含めて考えていくことが本来必要だろうと思います。
　【図５】に、未婚化を選択する理由として、結婚よりも未婚の方が期待効用が高いからと書いて
あります。簡単に言えば、働き続けていた方が生涯所得は高くなるということです。もし結婚か仕
事の二者択一だとすると、結婚により仕事をやめると生涯所得を失う。男女の賃金格差が小さいほ
ど、女性にとって、辞めるコストが高くなる。それが未婚化を上昇させてきた大きな理由になって
いる。男女間の賃金格差がなくなることは良いことですが、それによって、未婚化が進んでいる可
能性は高い。それを立て直すには、二者択一にしなければいい。だから、両立可能性が高くなれば、
二者択一問題は小さくなるでしょう。
　既婚者の子どもを産んだときの満足度は、どうなっているのでしょうか。そこに問題ないのか。
子どもを産んだときの満足度、子どもの数が親の生活満足度にどう影響しているかを見ていきま
しょう【図６】。先ほど、出生率の低下は未婚化と、既婚者の出生率の低下に分けられるのではな
いか申し上げました。ここでは、既婚者の出生行動と満足度。これは、世界全体の出生率から調査
されているものがありまして、これを使って調べてみました。子育て費用の男女間の違いを分析。
つまり、男親と女親で生活満足度に与える影響はどう違ってくるか。さらに、伝統的な家族制度の
国、具体的に言えば、男は外で働き、女は家の中で家事をするというタイプの国と、そうでない非
伝統的な家族制度の国に分けて、満足度の違いというのを調べてみた。
　わかったことは、伝統的な家族制度の国。日本もこれにあたりますが、結婚して子育てする費用
が、女性にとって非常に高くついている。それはなぜかというと、子ども数が女親の満足度に与え
る影響は非常に少ない。だから、子どもを持つ満足度は下がっている。特に女性で。男性はフラッ

【図６】
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トです。ところが、非伝統的な家族制度の国では、女性の子育て費用は低く、満足度が高い。先ほ
どの未婚化のところで、両立可能性が高ければ、未婚化にあまり影響されないだろうという話をし
ました。しかし、既婚者についても両立可能性が、女性の子育て費用を低くし、より子どもを持つ
方向へと影響を与えている可能性が高いことがわかりました。今の日本は、伝統的な家族制度の国
ですので、子ども数が満足度にはマイナス、子どもを持てば持つほど生活満足度は下がることがわ
かりました。この連鎖を絶ち切らないと出生率は上がっていかない。
　その鍵として、１つは、仕事と家庭の両立可能性にあるのではないか。そこで、【図７】のとおり、
企業の両立支援が有効だったかを見てみました。そうすると、我々は「子育てをする企業」と呼び
ましたが、そうした企業では、子どもを産んだ後も就業を継続している女性が多い。子供を出産し
た後も就業を継続する女性が多い企業の比率は、2006年は47.6％だったものが、2014年は72.9％へ
と上昇している。つまり、未婚の女性も沢山いますが、出産した後も子育てしながら就業を継続し
ている女性も大きく増えている。
　出産後も女性が就業を継続するのは、企業が行った両立支援の効果がかなり影響していた。ただ
これは、企業が新しく制度を導入した影響ではなく、制度を上手に運用する企業が増えた。両立支
援制度を使う企業が増えた。あるいは、従業員が使えるような制度にしてきた。そうしたことが、
この就業を継続する女性を増やしてきたということです。
　出産・育児に関わる支援制度は、かなり充実してきている。このことからも、企業の両立支援は
有効といえる。ただ問題は、多くの企業でうまくできているかは、まだまだわからない。今回使っ
たデータではこのような結果が得られましたすが、全体としてどうかは、まだまだわからないとこ
ろもあります。

【図７】
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　次は、地方政府の話です。【図８】のとおり、都道府県別の合計特殊出生率を日本地図上に書くと、
1990年には、1.7以上の赤いところ、あるいは、1.6～1.7の薄いピンクのところがかなり散見されて
いました。ところが、2010年になりますと、赤いのは九州の一部ぐらいで、ほぼ大部分は1.4以下
や1.4未満にまで出生率は下がっています。つまり、出生率の低下は、全国的に見られる。しかし、
この間も地方政府はずっと少子化対策をやってきている。そこで、地方政府、自治体の少子化対策

【図８】

【図９】
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は効果があったかについて、ヒアリング調査を実施しました。調査対象は、【図９】にある機関です。
　ヒアリング調査をしたところ、出生率が比較的高い自治体の一つの特徴として、企業が立地又は、
そのベッドタウンなど、地域経済に活力があり、雇用状況が良好であることがありました。子育て
対策というより、もともと活力がある地域だった。さらに、もう一つは、比較的手ごろな価格の住
宅供給が多い場所。若い人たちが住みやすく、経済的にもそこそこ豊かな地域で出生率が高かった。
そうした自治体に子育て支援はどう影響したのかヒアリングしても、「いや、一所懸命、色々なこ
とをやってます」と言います。では、それはどう効果があったかを聞いても、「それはわからない」
となる。効果の検証がなされている自治体は、実はなかったんですね。
　これを踏まえ、【図10】のとおり、市区町村の少子化対策の効果をはかるため、2005年当時に結婚・
出産・子育て支援を幅広く実施してきたか、アンケート調査を実施しました。その結果が現在、ど
う影響しているかを見ると、昔から一所懸命やってきた市区町村では、TFR（合計特殊出生率）
の変化率が有意にプラスだった。つまり、結婚・出産・子育て支援を以前からやってきた市区町村
では、TFRの変化率にプラスの影響を与えていた。ただし、この効果は人口５万人以上の市区町
村に限られ、５万人未満の市区町村では、こういった効果は見られなかった。
　もう一つは、保育園を作った、出産のお祝い金を出した、あるいは、見合いパーティーとか、個々
の政策のみで有意な効果はあまりみられなかったということ。つまり、個別政策よりも政策パッケー
ジで少子化対策や、幅広い若者・子育て世代に対する支援が大事だということです。
　更にもう一つわかったことは、転出者率が有意に減少し、総人口変化率が有意にプラスである。
つまり、転入者が増えているということです。特に若い転入者が増えていた。地方創生の効果とは、
企業誘致が、特に人口規模が大きい自治体において増加傾向にあって、企業誘致によって創出され
た雇用者数が大きいほどTFRの変化率が有意にプラスで、同じように、転出者率を有意に抑制す
る効果もあったということです。

【図10】
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　つまり、この２つを見ると、少子化対策と企業誘致の出生率に与える効果、あるいは、人口の増
加に与える効果に類似点があったということです。ただ、企業誘致により総人口が増加したわけで
はないので、総人口の増加には、結婚・出産・子育て支援の効果の方が大きかったということにな
ります。これは、先ほど申し上げたように、Ａという市町村が少子化対策を一所懸命やった。その
ことで、Ａの周辺市町村のＢ、ＣからＡへ転入したということ。転入したＡで人口や出生率は上昇
しても、Ｂ、Ｃでは人口も出生率もマイナスになるといったことが起こっていたということです。
　マクロモデルは、簡単に言うと、人口推計モデルをつくって、ここと労働市場のマクロモデルと
のやりとりをしてやりました。ファイナルテストと言っていますが、これは出生率に関して、実際
モデルを動かす前に、内挿テストと言いますが、1980年から2014年のデータを使ってこのモデルを
推定しています。推定している期間の間で実際にシミュレートしたTFRと、実際の青いTFRの動
きは、どのくらい近似しているか、誤差が少ないかを見たものが【図11】です。すると、あまり誤
差は大きくない。特に、今回、我々のモデルでは通常、この青い線が下がって、2005年で反転して
上昇するのですが、この反転するところを追いかけるのが難しい。しかし今回、我々がつくったモ
デルでは、この反転をうまく追従でき、比較的いいマクロモデルができたと考えています。
　【図12】では、ベースラインの経済成長率が、少し高めとのご指摘もあるかもしれませんが、内
閣府の「中長期の経済財政に関する試算」のベースラインケースを使って、児童家庭給付費を1.2％
から２％に上げたケースを見てみました。これは経済成長もかなりよい状態の前提ですが、出生率
は2.1まで回復することがわかります。また、シミュレーション２の経済再生ケースの場合（児童
家庭給付費は1.2％のまま）で、1.95になります。シミュレーション１のベースラインケース（児童
家庭給付費は1.2％のまま）で、1.77になります。
　これは経済成長そのもの。2005年に内閣府が出された「中長期の経済財政に関する試算」が、そ
もそも高いので、このような結果になっている可能性はありますが、一番重要なのは、児童家庭給

【図11】
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付費を1.2％から２％にしたときのギャップ。出生率を上げるうえで、児童家庭給付費を上げるこ
とが大事ということであります。
　これまで、ご説明してきた幾つかの研究成果をもとに、【図13】のように、政策的なインプリケー
ションとして、個々の少子化対策は一定の効果があるものの、出生率は下がったままなのは、政策
資源投入の配分や、コーディネーション、そもそも政策評価が不十分であったことが問題としてあ

【図12】

【図13】
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るのではないか。逆に言えば、このようなことが、うまく展開されれは、出生率は回復していくの
ではないかと提言しております。
　研究者が真摯に研究をやっても、一般の皆様が研究論文を読むことは、殆どないと思います。し
かし、今回は実社会に対して提言していくことが望まれていましたので、この３月末に本として纏
めました。２年半の研究期間で本までつくることは大変でしたが、そもそもこのようなことをしな
い限り、実際、少子化対策がどのように行われ、効果があるかないかを世間の人々に知らしめると
いうことはなかなか難しいとも思っていました。
 論文を１カ所に集めて、わかりやすくなったかわかりませんが、ぜひ、お手に取ってごらんいた
だければ思います【図14】。
　ご清聴いただき、ありがとうございました。

【図14】
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講演②
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　私の採択いただいたテーマは、短期賃貸借保護制度の競売市場への影響というテーマです。実社
会対応プログラムの趣旨は、研究者と実務家との協働ですが、この後のパネルディスカッションに
登壇される弁護士の吉田修平先生のほか、金融機関の担保金融に関わる実務家の方々など、競売制
度を直接、運用する多くのユーザーの方々との10年以上にわたる共同研究の成果として、報告させ
ていただきます。

　競売にも様々ありますが、ここでの論点は、担保金融に関する競売です。お金を借りるとき、住
宅ローンが典型ですが、担保なしで借りることは普通ございません。購入した家に抵当権という、
もし不払いになったら、裁判所が関与して当該マンションや土地家屋を強制的に売払われ、代金が
返済に充てられても異存はありません、という前提で、金融機関から借金するわけです。万が一返
せなかったら、強制執行を受けて競売され、第三者の手に渡り、その第三者から購入価額として裁
判所に納付された代金から、債権者、この場合で言えば住宅支援機構や都市銀行などが弁済を受け
る。このメカニズムがあって初めて金融が成り立ちます。ところが、本研究の主題である短期賃貸
借という特殊な権利に対する法的保護をめぐって、健全な住宅金融や担保金融を阻む重大な問題が
あった。このことから、この問題に着目しました。

政策研究大学院大学教授　福井　秀夫

※平成25年度実社会対応プログラム採択
　　研究テーマ�「短期賃貸借保護制度撤廃による不動産競売市場・�

規制改革の効果分析」
　　（課題「規制改革の評価分析」）

　2004年、民法の改正により短期賃貸借保護制度撤廃され、住宅金融、担保金融の健全化が
図られた。この法改正は、法学者だけでなく、経済学者や金融機関、弁護士、競売の実務担当
者などの知見も踏まえて政策提案がおこなわれ、そのほとんどが立法に結実したという稀有な
例である。本研究では、その法改正にどのような効果があったのか、改正前後のマンションの
競売物件の落札価額を比較することなどにより検証している。
　現在、研究途中ではあるものの、改正前の理論研究をある程度実証できていることから、こ
の法改正は立法意図を達成している評価できると考えられる。
　今後の研究では、効果検証をさらに進め、より正確な評価をおこなうとともに、米国との制
度比較なども加えて、研究を拡大させていく予定である。このような様々な領域、分野が協働
した学際的な研究が分野を問わず普遍化していくことを期待したい。

講 演 要 旨

「短期賃貸借保護制度撤廃が競売市場に与えた影響の実証分析」
～法改正前後の比較～
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　【図１】の背景にありますように、90年代にバブル経済が崩壊して以降、非常に長期にわたる不
況がありました。この時期、特に顕在化したのが競売問題と言えます。競売市場では、落札価額が
どんどん下落するだけでなく不落も多発しました。物件の購入者がいない、債権回収ができない。
すると、担保金融が成り立たないという、負のスパイラルが起きていた。この原因として、短期賃
貸借保護制度と最低売却価額制度があったのです。
　短賃保護制度は、旧民法395条として、1898年の民法の制定当初からありました。これは、抵当
権に対抗できない借家権でも、３年以内であればその期間内は抵当権に対抗できるというもので、
通常の民法の対抗原則の例外です。マンションも戸建ても、通常、購入者はローンを組んで購入す
る。ローンの際金融機関により抵当権が設定されます。場合によってはこの物件を借家に出すこと
で、借家人が入ることもありますが、通常は抵当権が建築時点で設定されるので、まず先にあり、
その後、借家権が設定される。民法の原則は、先に抵当権がついていたのなら、抵当権が実行され
たときに借家権は抵当権に対抗できず、権利が消滅するのが本来の原則ですが、これをわざわざ一
定期間内についてひっくり返したのが395条です。
　これはなぜか。制定時の立法者の説明によれば、不動産の有効利用の促進だと言われています。
すなわち、抵当権が万一、デフォルトが起きて実行されてしまったときに、借家権が直ちに吹き飛
んでしまうと、不安定が怖くて借りる人が出てこなくなるのではないか。すると、不動産の金融の
制度はともかくとして、不動産利用が抑制されるのではないか、だから一定期間の利用の安定を図
るべきだ、という、いわば百年以上も前の発想としては斬新に見える土地の有効利用という立法意
図が、この条文の背景にあったわけです。
　この立法趣旨自体は合理的でありまして、抵当権が実行されたとしても、利用権を一定期間残す
ことで、健全な土地利用を促進しようという誠にもっともな趣旨だったわけですが、実際には、制
定直後から、この制度のユーザーの多くは反社会勢力や暴力団であったということが、指摘され始

【図１】
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めています。制度存続期間を通じて、この制度の最大の受益者はこうした反社会集団であったとす
ら言われています。どんな占有にも合法的な装いを与え、意図とは逆にむしろ非有効利用を存続さ
せ、反社会集団の資金源を増大させたという実態があったのです。
　宮部みゆきさんの直木賞小説に『理由』という作品があります。この作品は、まさに短賃小説で
ありまして、愚直な中年男性が格安だと思って競売物件を買い受けるのですが、この短賃保護制度
を悪用して、反社会集団がその物件に入り込んでいて、借家人たる偽装家族は実は雇われた占有屋
だったわけですが、たまたまこの占有屋全員が殺人事件で死亡し、主人公は犯人と疑われて人生を
棒に振るという、法的にも精密な小説です。この小説に書かれたとおりか、あるいは、もっとひど
いことすら起きていたと言われています。
　もう一つ、最低売却価額制度という仕組みがあります。今でもこれは形だけ残っていますが、売
却するときに、一定の価額以上でなければ落札を有効としないというルールが民事執行法にありま
す。なぜならば、あまりに不測の安値で落札させてしまうと、債権者が保護されなくなるではない
か。債権回収が十分できなくなる。場合により債務者の保護にも欠けることになる。だから一定価
額以上でなければ競売を成立させないとして、不動産鑑定評価などで最低売却水準を定め、それ以
下での入札は無効とする扱いをしてきたわけです。現実には、反社会集団は、この制度をうまく活
用して、入札予定者を威嚇するなどによってわざと落とさせないようにすることが容易にできた。
この短賃保護と、最低売却価額があいまって、容易に執行妨害が実現できたのです。
　抵当権制度は、先ほど申し上げましたように、債権者が債務者にお金を貸し付け、不動産に抵当
権を設定し、万が一の時は抵当権の付いた不動産を競売で売却して、その売却代金から弁済を受け
るというものです。しかし、短賃制度はこの動きを大きく阻害してきたのが実態です【図２】。
　短賃保護の悪用のパターンには、２つあります。一つは、売却された後に短賃保護を悪用して買
受人から不法な利益を収受する。宮部さんの小説が、このパターン１【図３】です。うっかり安い

【図２】
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と思って買ったら、とんでもない目に遭ったのが主人公です。債務不履行を起こした債務者は、普
通は抵当不動産を失って終わりのはずですが、むしろ不当な利益を得て債務者が得をするのです。
　実際にデフォルトが起こると、債権者はこの抵当不動産を売却しようとするわけですが、これを
嗅ぎ付けた反社会集団は、債務者に対して、「この不動産を失って無一文になるぐらいなら、もう
け話に一枚かませてあげましょう」と、誘いをかける。占有屋という、反社会集団に雇われた偽装
借家人を反社会集団が雇い入れます。その人たちに債務者との賃貸借契約を結ばせて、抵当権が設
定された不動産に、正当な借家人のふりをして住まわせる手口が一般的でした。『理由』の主人公
のように誰か買受人が現れると、買受人は、借家人に対して、「私は落札者だから、正当な権限を持っ
ているので、出ていってください」と、本来は正当に明け渡しを求める権限があります。ただし、
「短期賃貸借保護があるので、元の設定期日から３年間以内の契約期限内は居させてあげます。た
だし、法的な期限が終了した後は、借家権は消滅し、借家人は占有権限を失うので退去してくださ
い」として、きれいな所有権が買受人に移るのが建前だったわけです。
　ところが実際には、反社会集団は、占有屋が演じる正当な賃借権があるとして法的に保護されて
いることをフルに活用して居座らせます。借家人が言を左右にして、３年間の期限が切れた後も不
法利益を得るまでは出ていかないことが頻発しました。占有屋は、『理由』でも車いすのおばあさん、
こどもなどがかわいそうな家族を演じているわけですけれども、弱者を演じて、買受人に対して、
あなたは法的には正当かもしれないけれども、自分たちはほかに住む家がないのだ、巨額の立退料
がないと出て行けない、あるいは、債務者に何百カ月もの敷金を入れているので、それを返しても
らわなければ出ていきませんなどといって居座る。もちろん最後は買受人は明け渡しを求める裁判
を起こさざるを得なくなる。ところが確定勝訴判決を得ても問題は解決しません。それでも退去し
ないことすら生じます。次は強制執行の申し立てをせざるをえなくなりますが、それでやっと出て
いってもらえるかどうか。実際には、３年の入居期限どころか、その後さらに４年、５年とかかる

【図３】
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ようなケースが頻発したわけです。『理由』の中でも、買受人が業を煮やして、きっと占有屋たち
を殺したのではないかと疑われますが、それがもっともな推論になるところが法的病理の反映でし
た。小説の中の世界だけではなくて、しょっちゅう起きていた事象の一類型だったのです。
　もう一つが、パターン２【図４】です。パターン１では、買受人が出てきてからのゆすりでした
が、パターン２は、そもそも買受人が現れないようにするために、短賃保護と最低売却価額制度を
利用するものです。この場合、占有屋を雇うところまでは同じですが、この雇われた占有屋が、見
るからに暴力団風であったり、いかがわしい格好をして家の周りをうろついたりして、「どうもこ
こにはやばい人が住んでいて、関わると面倒そうだ」という外観をあえてつくり出すわけです。買
受希望者が現地を見に行ったら、怪しげな風体の反社会集団風の人がうろついている。こんな家を
買ったら何されるかわからないということで、ひるんで買受希望を取り下げてしまう。すると抵当
不動産をいつまでも売却できない。債権者が音をあげかけた頃に、背景の反社会集団が「占有屋を
どかせてほしければ、競売でなく、債務者が任意かつ格安で自分たちに売り渡すのを認めて、抵当
権抹消に同意しないか」という誘いをかけるわけですね。債権者にしてみれば、妨害排除費用のこ
とを思えば、債権額を大きく下回る格安の売却代金からの弁済でも仕方がないと損を承知で反社会
集団の当事者か、あるいは関連企業などに売り渡すのを認めざるを得なくなる。売り渡しを受けた
反社会集団は、今度は真っさらの不動産にして、仲介業者等を通じて市場価格で転売して、差額を
儲ける。その利益から、執行妨害に協力した債務者や占有屋への謝礼も支払ってさらに余りある利
得が得られる。こちらのパターンが、どちらかというと多かったと言われています。
　どちらにせよ、この短賃保護と最低売却価額は、確実に反社会集団の暗躍を許してきたのです。
競売制度が、債権回収を助けるどころか、債権回収を困難にし、債権者の犠牲の下で反社会集団の
私腹を肥やすのを支援してきたにほかなりません。世界では、マフィア、暴力団の主な収入源は、
麻薬、賭博、売春だと言われていますが、日本では、これらのどれよりも、短賃保護を活用した執

【図４】
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行妨害収入が多かったと言われています。もちろん、公式統計はないですが、実体を知る多くの方
がおっしゃっています。
　なぜこんなことが可能だったか。抵当権の実行は、抵当権が設定された物件がデフォルトになっ
て借金を返せないところで差押えをします。しかし差押えには事前に気配があります。それを察知
して、直前に占有屋などを雇い入れて借家権の設定をすることは事実上容易でした。
　さらにからくりがありました。裁判を起こさなくても退去してもらえる引渡命令という民事執行
法上の簡易な執行手続きがありますが、これは代金を納付し所有権が移ってから半年以内しか使え
ない。差押の直前に借家権を設定すると、通常借家権は２～３年として設定しますので、いわば妨
害的借家権が設定されてしまうと、引渡命令が使える６カ月の期間をほぼ確実に過ぎてしまうわけ
です。すると、この３年以内の期限が切れて、正当な権限を買受人が取得した後でも、改めて裁判
を起こして所有権を確認、所有権に基づく妨害排除請求するなど、いわば一からの裁判手続きに訴
えなければ、自分の権利を実現できなくなります。これがもし引渡命令で済めば、劇的に排除費用
が安くなるわけです。短賃保護は、直前の借家権、いわば偽装借家権の駆け込み設定を許すことで、
妨害排除費用を天文学的に高めて、それにつけ込んだ悪人たちが簡単に入って来ることのできるお
膳立てを法が用意していたということが、問題の背景のポイントになります【図５】。
　ノーベル経済学賞を受賞したアメリカのロナルド・コースが1960年に発表した論文に記述した
「コースの定理」があります。「権利の外縁が明確で、権利の移転交渉に関する取引費用がゼロで
あれば、当事者のどちらに権利を配分しても資源配分は変わらない。」というものです。競売で言
うと、仮に抵当権、借家権などの権利が明白で、その移転交渉の費用がゼロだったなら、売却の阻
害や土地の有効利用阻害は生じなかった、ということになりますが、実際にはその前提を覆す法制
度が資源配分を歪めていたといえます。
　コースの定理には、政策に対する重要なインプリケーションが三つあります。第一は、曖昧な権

【図５】
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利は取引費用を増大させ、資源配分をゆがめること。第二は、民事執行法や民法などの手続法、実
体法を取引費用が最小化するように整備しておくべきこと。第三は、最初に誰に権利を与えるかが
重要ということ。競売のケースで言えば、債権者ないし抵当権者に最初に権利を与えるか、借家人
ないし占有屋に権利を与えるか、という選択です。395条は、抵当権者や債権者でなく、占有屋に
初期権利を与えているのですが、これが誤りだったのです。本来初期権利は、自分に権利が最初に
与えられなかったとき、それでも権利を獲得しようとする場合に必要となる取引費用が、より高く
なる人に与えなければならないのです。現実には、この示唆とまったく逆の法制度になっていまし
た【図６】。
　共同研究者共通の認識として、短賃保護は、コースの定理に反して膨大な社会的費用を生んでい
るため撤廃すべきではないかという結論に達しました。抵当権者が借家人の悪質性を知ることは困
難だけれども、借家人自身は当然ながら自らの属性を熟知していた。大きい情報の非対称があった
わけです。実際多くの執行妨害目的の者が、保護される借家権を持っていたので、占有排除の取引
費用が膨大だった。抵当権者に、もし初期権利配分をしていれば、すなわち、抵当権実行時に借家
権を即時に消滅させる権利があったならば、執行妨害に対抗するための膨大な費用は発生しようが
ありませんでした。抵当権者も、投資用物件などであれば、適切に賃料を収受できる物件の方が落
札価格も上がるので、悪質な借家人でなければ居て欲しいというのが普通の心理です。そうであれ
ば、買受人なり抵当権者の側から見て、当然、そういう借家権は保護されますから、土地の有効利
用にも、分配の公正にも欠けるところがない。しかし、容易に制度を悪用しうる人にわざわざ初期
権利の配分をしていたのが395条です。元々の立法意図は土地の有効利用でしたが、むしろ非有効
利用ないし、やくざ保護法として機能してしまいました。
　さらに、建物の明け渡しの猶予期間について、３カ月程度は猶予期間を与えても良いではないか。
これなら引渡命令が使えるので、本訴提起という膨大な裁判コストを強いられることがなくなる、

【図６】
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という提案もいたしました。
　更に、最低売却価額は、むしろ不落を人為的に実現するために悪用されることが多いので、撤廃
した方がよい。この３点が私たち共同研究者による立法論のポイントでした。
　実際の立法経緯として、この問題に関心を持つ金融機関、実務家、弁護士、コンサルタント、民
法や経済学の研究者など、約30名ほどで研究会をつくり、今申し上げたことを骨子として、理論的
に分析し緻密な根拠の下に、短賃保護や最低売却制度を廃止すべきことを提言しました。法務省が
動かないなら国会議員による議員立法をやろうという動きになり、その立法作業について、私ども
が事実上のシンクタンク機能を果たして支援した経緯もありました。法務省は、当初あくまでも反
対でしたが、最終的には議員立法の流れが固まりつつあるのを見て、私たちの提言をそのまま内閣
提出法案で踏襲することに合意しましたので、猶予期間は３カ月でなく６カ月に少し伸ばし、しか
しそれでも民事執行法の引渡し命令を使うことができるよう手当てをする、という微修正以外は、
政策提言どおりの法改正が実現しました。また、最低売却価額は、ずばり廃止とはならなかったも
のの、鑑定士の評価額の２割引き以上なら競売を成立させて買受けできることになりました。これ
は事実上、最低売却価額規制の空文化であり、２割引きであれば、ほとんど不落は生じませんので、
実質的には廃止とほぼ同じ効果がありました【図７、図８】。
　短賃保護は、このような経緯を経て2004年に撤廃されましたが、本研究については、短賃保護が
どれぐらい執行妨害を助長していたのか、法規制の弊害や、法改正による資源配分の改善効果がど
の程度あったのか、競売の落札価額などを活用して実証できないか、法改正効果を検証することを
問題意識に関係者で精力的に取り組みました。
　この研究テーマでは、かなり手間もかけてデータ分析作業を行っています。東京地裁の本庁管内、
約１都３県の何万件もあるデータセットの中からマンションを対象に、法改正前は、2001年と2003
年の計2,400件、改正後は、2005年、７年、10年の計3,100件の競売データを裁判所情報から多くを

【図７】
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手作業で抽出しています。その上で、競売物件について、立地や階数や規模、環境などの落札価額
に影響を与えうる諸要因をコントロールし、短賃が付いているかいないか、ワンルームか、ファミ
リー向けかなどの属性をコントロールしたうえで、どのような要因によりどのような価額差が出て
いるか、実証分析を行っています【図９、図10】。
　実証分析のフレーム【図11】にあるように、短賃、いわば保護された借家権が付いているものと、
保護のない借家権が付いているものを比較して、占有排除費用が発生する分だけ、必ず落札価額が
下落しているはずであろう、これが仮説の１です。
　しかし、所有者が占有している物件、すなわち、借家人でなく、住宅ローンを借りた当人が住ん
でいる場合も、やはり一定の占有排除費用は発生するはずだ。したがって、誰も占有者がいない物
件と比べると、賃借権でなくても落札価額は下落するであろう、これが仮設の２です。
　ただし、保護なしの借家権に比べると、保護がされた短賃の下落影響は低いはずだが、どの程度
低いか、借家権同士で比べるのはなかなか難しい。要するに、法改正前は保護なし借家権は存在し
ませんでしたので、完全所有権ないし所有権占有と比べて短賃はどれぐらい安くなっていたか探る
しかないということで、代替的な手法ですが、所有者占有の場合と比べようとしました。完全所有
権で占有なしというものは、ほとんど実例がございません。所有権占有と短賃の保護が付いたもの
であれば、ある程度サンプル数が取れるので、この差を見ることで、短賃がどれぐらい悪影響を及
ぼしていたのかを見てみようとしたのです。
　また、この前提として、占有排除費用による下落分は、所有権占有ではそれほどないだろうから、
ある程度完全所有権と所有権占有の価額は同視できるだろうという想定がありました。
　【図12】は、ワンルームについて、2004年の改正前の短賃設定による落札価額の下落影響を見た
ものです。短賃占有物件については、予想と違って、上昇する要素と下落する要素がありました。
投資用物件としての収益があり上昇する側面と、短賃が付いているために雇われた占有屋などがご

【図８】
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ねるかもしれず下落する側面の両方があって、このプラスとマイナスを相殺した効果がどうなるか
を見たわけです。その結果、５％水準で、11.3％所有権占有よりも価額が高いという結論が出ました。
所有権占有の方が明け渡しが行われやすく、短賃が付いたものはそうでもないかもしれないと考え
ていたところ、逆の結果が出たのです。

【図10】

【図９】
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　これは何故か。１つ目に、ワンルームは、ファミリー向けと比べ、物件価格が安いので、短賃保
護を悪用した妨害が比較的少なかったということが予想されます【図13】。すなわち、ファミリー
向け物件は何千万、ワンルームは千～二千数百万という価格帯ですので、１回当たりの執行妨害の
コストに比べ、得られる利益はワンルームよりもファミリー向け物件の方が断然、大きい。すると、

【図12】

【図11】
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ワンルームには比較的、執行妨害集団が寄りつきにくかったことを反映している可能性がある。ま
た、所有権占有の排除費用も、それほど大きくはないと見越していましたが、実は高額だったこと
がうかがえるということでもあります。すなわち、債務不履行で無資力となった所有者がいる場合、
いくら裁判所が明け渡しの強制執行をしようとしても、必死に抵抗されることがあり、必ずしも占
有屋を排除するよりも常に容易だという仮説は成り立たなかった。これが２つ目の要因かと思われ
ます。
　さらに、ワンルームは投資用物件が多いので、賃料がきちんと得られてさえいれば優良な物件と
いえる可能性もあり、悪質な占有者がファミリーに比べると比較的少なかった可能性も大きい。す
ると、占有排除が必須でなかったために、賃貸経営の期待収益の方が、所有権占有よりも高値だっ
たという解釈が可能ではないか。これが３つ目の要因です。
　ファミリー向け物件について、【図14、15】のとおり、2004年の改正前の短賃設定による落札価
額の下落影響を見たところ、こちらは、当初仮説どおりの結果となりました。所有権占有と比べて、
５％水準で、15.4％下落している結論になっています。ファミリー向け物件は、ワンルームよりも
高額なので、ワンルームと比べ執行妨害が多かったのではないか、というのが私たちの推測です。
ファミリー向け物件は、ワンルームと異なり、プロの占有屋の占有排除費用が、いわば素人たる所
有者占有よりも大きかった可能性がある。そもそも70～80平米を超えるファミリー向け物件は、投
資用物件として経営する方はあまりいません。反社会集団は、むしろこうした大規模な物件に、短
賃設定物件としてより多く入り込んでいたのではないかということがうかがえます。
　【図16】は、2004年の法改正後、2010年までのデータを使って、同様な分析をしています。ワンルー
ムでは、短賃設定物件では、ほかの条件を一定として、所有者占有物件と比較して落札価額が15％
高いという結論になっています。
　これは、先ほどの改正前のワンルームとほぼ同様の結論ですが、占有排除費用が高くても、投資

【図13】
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収益と相殺すると、結果的に所有者占有よりも高くなっているというのが１つの解釈です。
　法改正前と比べ、どのような特徴があるかですが、2004年の改正後、データとしては、2005年、
７年、10年の３カ年のデータを使っておりますので、どちらかというと存続期間の長い借家権が中
心になっています。存続期間が長いということは、妨害目的の借家人は比較的少なく、普通の借家

【図15】

【図14】
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人が多かったのではないかと推測できます。
　また、投資用物件だと、先ほどと同様、占有排除よりも期待収益が大きいということがいえます。
落札価額の上昇影響がより大きくなったことについては、存続期間の長さからある程度合理的に説
明できるのではないかと解釈しております。
　したがって、法改正前後で借家人属性がどう変化したかの要因を丁寧にコントロールできれば、
所有権占有と比べ、短賃物件はもっと価額が下がっているという、クリアな結論に至る可能性は大
きいと思われますが、少なくともこの結果でもかなり合理的な説明がついているのではないかと考
えています【図17】。
　ファミリー向けについては、所有者占有と比べ、制度改正後の落札価額は7.2％上昇していまし
た【図18、19】。制度改正前、ファミリー向けは下落していたものが上昇に転じている。これは、ファ
ミリー向けもワンルームと同様、法改正後は、賃借権の存続期間が長くなっている。直前の賃借権
設定がなされにくくなったため、執行妨害集団によるものが減っていることを反映していると思わ
れます。さらに同じ短賃であっても、妨害集団の関与は減ったと推測できます。結果的に、無資力
者が一般的な所有者占有物件の排除費用の方が相対的に高額化したと言えると思います。
また、制度改正前後で比較しますと、改正前は、契約期間が長期のもの、競売直前に設定されたも
の、双方があったのですが、改正後は、契約期間が全体的に長くなった。ワンルームだけでなく、
ファミリー向けに関しても、所有権占有物件よりも短賃設定物件でも買受人の評価が高くなった。
これは、契約期間の平均が長くなったことが影響しているのではないかと推測しています。
　もう一つ、法改正後に設定された抵当権に対抗できない賃借権については６ヶ月の明渡猶予の制
度ができたわけですが、これは保護なし借家権に近いのではないか。明渡猶予が付いている物件の
明け渡し費用は本来、安いはずだから、短賃などと比べても、所有者占有よりはるかに高く落札さ
れるのではないかという仮説の下に分析しました。分析結果としては、落札価額について、明渡猶

【図16】
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予物件は、保護がないにもかかわらず、所有者占有物件と比べて有意な価額差が出なかったという、
ちょっと残念な結論になっています【図20】。
　実務家へのヒアリングによりますと、妨害目的の借家人は、実は明渡猶予物件であっても存在し
ていたとうかがっています【図21、図22】。この背景には、法改正以降、明渡猶予物件は、保護が

【図18】

【図17】
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ないということで、裁判所による事前の３点セットと呼ばれる現地調査が甘くなったという事情も
あるようです。したがって、不法占有まで含めて明渡猶予賃借人と認定している可能性が大きい。
厳格な証明は容易ではありませんが、これが事実だとすれば、妨害目的の借家人は、厳しく審査さ
れる短賃物件より、改正直後の裁判所の運用の混乱に乗じて、紛れ込んだ可能性が考えられます。

【図20】

【図19】
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　すなわち、裁判所は、明渡猶予物件について、契約書や賃料授受の証拠がなくても、賃借権を認
定しやすい。すると、特に法改正直後、その占有排除費用は短賃と比較してもかえって高額化して
いた可能性があるのです。
　明渡猶予賃借権は、本来、占有排除費用が小さいはずですから、保護なし賃借権と同様に落札価

【図21】

【図22】
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額を上昇させるはずですが、その傾向が見られないのは、データが裁判所の改正法の運用が安定し
ない2010年までに制約されていたためと考えています。現在、2010年以降のデータを収集し直して
いるところで、2015年ぐらいまでのデータを採れば、本来の傾向が見られ、分類も正確にできるの
ではないか。あるいは、借家人の居住年数などをもっと厳格にコントロールした場合には、明渡猶
予と比べて短賃がいかに落札価額を下げていたかについても判明しうるのではないかと考えていま
す。
　以上の実証分析の結果は、完全に証明できたわけではありませんが、制度改正の評価として、短
賃保護の効果について、少なくとも私たちの理論仮説と矛盾する結果は一つも出ていません。民法
395条を廃止したことにより、落札価額を正常価格に大きく近づける効果を持ったものと評価でき
ます。
　所有者占有物件と比べ、どれぐらい落札価額が下落しているかについても、合理的なバリエーショ
ンが存在すると考えています。
　明渡猶予賃借権は、制度改正後しかないため、法改正直後は認定の厳格性が確保されていなかっ
た可能性がある。運用が安定してきている最近のデータを分析すれば、もう少しクリアなデータが
出てくるのではないかと考えており、より精密な分析を進めていく予定です。
　近年のデータを追加し、さらに仲介市場での普通の完全所有権の物件との比較についても、取り
組んでいるところです【図23】。
　昨年９月、アメリカにおける競売制度の最近の運用実態について調査を実施し、わかってきたこ
とがあります【図24】。日本では裁判所による直営の競売、いわゆる司法競売しかありませんが、
アメリカでは、司法競売のほか、債権者が民間競売会社に競売を依頼する非司法競売、ないし民間
競売と言われる制度があり、司法制度、競売制度が州ごとに異なるのが米国法ですが、この制度を
入れている州がアメリカの中でも圧倒的多数です。民間競売州の方が、一般的に高く落札され、か

【図23】
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つ早く売れる傾向があると言われています。今回の実証研究を発展させて、誰が競売の当事者にな
るかという要素も入れた研究ができないか、現在検討中です。
　米国競売制度について、十数年前にアメリカへ調査に行った際は、債務者や賃借人の保護制度は
ありませんでしたが、サブプライムローンなどもあって、最近、債権者や賃借人保護を競売制度の
中に組み込む州が出てきています。これはむしろ日本の短賃保護撤廃とは一見したところ逆方向で
すが、アメリカの制度の中でこれらがどういう影響を持ってくるのか。アメリカのデータ収集は必
ずしも容易でなく直ちには実証分析が難しいですが、少なくとも法制度の特徴を踏まえた、理論的、
定性的な分析は、日本法との比較により、ある程度できると思われますので、解析を進めていると
ころです。
　この研究テーマが、先導的人文学・社会科学研究推進事業に採択されたおかげをもちまして、膨
大な競売物件のデータ処理がクリアにできました。研究者と実務家の協働により、理論的仮説や法
改正の成果を、主観的なバイアスをかけることなく、丁寧に検証できたのではないかと考えていま
す。これも日本学術振興会、事業に関わる先生方のお力添えの賜物であり、大きな実りがあったと
考えています。
　立法前の理論研究による仮説と立法後の実態が、実証分析を経てある程度一致していることがわ
かった点が、ここまでの中間的な成果です。法解釈、判例や法運用実績を素材として、制度を理論
的実証的に検証すること、特に法の意図そのものが合理的なのか、さらに意図に即した効果を本当
に発揮しているのかなどを検証することは、法領域を問わず、非常に重要なことだとますます痛感
しました【図25】。
　私のバックグラウンドは法律ですが、法解釈は、どうしても現在ある法を与件にしてしまいます。
別の形で法が設定されたときに人々の行動がどう変わるか、その結果法の社会的影響がどのように
変化するのか、考察する方法論を欠いているわけです。法学部や法科大学院では、基本的に法解釈

【図24】
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学に特化してしか教えず、司法試験でも法と経済学の知見などは問われない。仮に別の前提の法の
仕組みを採ったとき、どういう世界が出現するのかは、経済学など社会科学の助けを借りなければ
わからない。我々の研究チームには優れた経済学者も参加していただきましたので、厳格な検証を
行うことができ、今回の成果に結実しました。
　また、空理空論にならないよう、競売の実務担当者や銀行、金融機関、弁護士、司法書士などの
実務者からきわめて貴重な情報をいただきました。理論仮説や実態の把握を、飛躍的に現実を反映
するものに改良できたのもこのようなご協力のおかげです。
　しかも結果的に、政策提案のほとんどがそのまま立法に結実しましたが、やはり吉田先生ともご
一緒に研究、法改正を提案した定期借家制度同様、まれな例だと思います。
　先ほど紹介した宮部さんの小説のようなことはもう起こらない。素材としてリアリティがなくな
り同テーマのおもしろい小説は書けなくなった。やくざも競売分野では、激減したどころか、ほぼ
壊滅した。不動産競売市場から反社会集団が得る利益は殆どなくなったと言われています。
　このように理論的に想定された効果が本当に発揮されているのか、あるいは、およそ法律の制定
改廃に伴う法の意図や目的がそのとおり発揮されたかどうか、法と経済学や実証分析で検証してい
くことは、民事法のみならず、行政法、刑事法などを通じて非常に意味があることのはずです。本
来そのような営みがないと、法の評価はできず、正しい法改正もできないはずなのです。法の効果
分析をもっと普遍化していければと念じています。
　今後の競売制度の研究課題として、先ほど申し上げましたように、米国との比較をもっと徹底的
に行いたいと考えています。最低売却価額の隘路ももう少し厳格に証明できないかというのも課題
です。取引費用低減策として、米国のような、民間競売を導入すれば、取引費用がもっと安くなり、
落札価額も上昇するんじゃないか。強制執行制度全般も、担保制度自体も、一層の合理化の余地が
あるのではないか。これらを含めて更に研究を普遍的に発展させていきたいと考えております【図

【図25】
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26】。
　【図27】は、過去のものも含めた短賃関係の文献リストです。

【図26】

【図27】
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パネルディスカッション

4



【司会】
　パネルディスカッションは、「研究者と実務者との協働と今後の展開について」と題しまして、
研究者と実務者との協働について、パネリストまたフロアの皆様で意見交換させていただくことと
しております。
　それでは、よろしくお願いいたします。

【池尾】
　モデレーターをつとめます慶應義塾大学の池尾と申します。
　本事業の実社会対応プログラムは、研究者と実務者との共同研究を進めるところに特色があり、
このパネルディスカッションでは、研究者と実務者との協働に焦点を合わせつつ、社会的要請に対

して積極的に応答していけるような人文学・社会科学を促進するためには
どうしたらよいか、研究実施のプロセスに焦点を合わせながら議論したい
と思います。
　それでは、まず、パネリストのうち、実務家として、それぞれの研究プ
ロジェクトに参画された中井様と吉田様に、自己紹介を兼ねて、実務家と
してこのプロジェクトに参加するきっかけや、どのような役割を果たされ
たか、などお話しいただければと思います。

【中井】
　厚生労働省の中井と申します。
　私は若い頃に、労働経済分野の職務に携わったことがあり、阿部先生と
はその頃から、お付き合いさせていただいておりました。
　今回の研究プロジェクトがスタートした際、雇用均等・児童家庭局の職
業家庭両立課長として、育児・介護休業法や、次世代育成支援対策推進法
という法律を所管して、仕事と子育て等の家庭生活の両立を支援するとい
う研究プロジェクトに関連した分野の政策を担当していたところ、お声が
けをいただいて、参加いたしました。

～パネルディスカッション～
研究者と実務者との協働と今後の展開について

モデレーター　　池尾　和人（慶應義塾大学教授）　　　　　　

パネリスト　　　阿部　正浩（中央大学教授）　　　　　　　　

福井　秀夫（政策研究大学院大学教授）　　　

中井　雅之（厚生労働省政策統括官付参事官）

吉田　修平（吉田修平法律事務所弁護士）　　

瀧澤美奈子（科学ジャーナリスト）　　　　　
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　研究プロジェクトには、研究会の初期の段階で、過去の政府の政策について一通り資料を作成し、
プロジェクトのメンバーにご説明したり、一昨年６月の人口学会でのパネルディスカッションや、
昨年７月の少子化対策の評価と提言というシンポジウムに、パネリストとしてお招きいただき、節
目節目に、政策の経緯を説明して、それを前提として評価する流れをつくることに一定の貢献がで
きたのではないかと考えております。実はこれまで、経済論文の中で精緻な分析が行われている一
方で、既に実施されている政策を政策的インプリケーションとして提言されているのを何度も目に
したことがありました。ああ、この研究者の方は、おそらく実施されている政策をご存じないんだ
なと。政策評価にあたっては、まず何が行われているかの把握が基本ですが、意外とそれができて
いないと思っています。

【吉田】
　弁護士の吉田でございます。不動産を最も得意分野としております。
　福井先生とは、平成12年にできた定期借家制度の、立法のお手伝いをさ
せていただいたことがきっかけでした。その後、私は、翌年の終身借家制度、
先ほどの講演のありました短期賃貸借保護の廃止という担保執行法の改正
の問題、中間省略登記の復活、経営承継円滑化法の立法、サービス付き高
齢者向け住宅、いわゆるサ高住の参考契約をつくること、マンション建て
替えのこと、最近では、マンションの標準管理規約の改正等について、お手伝いして参りましたが、
多くのものについては、福井先生とご一緒に研究させていただいております。
　実務家の果たす役割として、理論面は研究者の先生方に譲るとして、現場の「肌感覚」を持って
いるところが大きいのではないかと思います。
　法律の立案者や、政策遂行者に、なかなか見えてこないところに真実があるかもしれない。世の
中には、公になってはいないけれども課題や問題点が隠れている場合がある。そうしたものを「肌
感覚」としてわかっている我々現場の実務家が、それらについて情報等をご提供申し上げて、そこ
を研究者の方たちに理論面を補強していただくような形で世の中に貢献していくということが、私
ども実務家の役割と思っております。

【池尾】
　それでは本事業の事業委員会委員、実社会対応部会委員の立場から、パネリストとして参加いた
だいております瀧澤さんからも一言お願いします。

【瀧澤】
　科学ジャーナリストとして活動しております、瀧澤です。

　私は一回企業に出ましたが、やはり学術の中立性、論理性にすごく惹か
れまして、何か社会の役に立ちながらも、学術のそばで学術のおもしろさ、
あるいは、すばらしさを社会の人々に理解していただくような仕事をして
いきたいとやってきました。今までは自然科学をベースにした活動をして
きましたが、実際の社会で起きている物事は、自然科学だけ独立して起き
ている物事はなく、必ず社会科学的なものの見方が必要になってくること
が多いので、私自身も、このプログラムを通して、こういった取り組みに
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ついて世の中の人にもっと知っていただくことが重要ではないかと考えております。

●「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」の背景について
【池尾】
　それでは、この事業が行われるようになった背景について議論したいと思います。
　今の日本の人文学・社会科学の立ち位置に関して、どのような見方をされているか、阿部先生、
福井先生にご見解をご紹介していただきたいと思います。

【阿部】
　私が専門としている労働経済学の範囲の中でお話をさせていただくと、労働経済学は、経済学の
中でも、どちらかというと理論的研究よりも実証的研究が多いと思っています。
　つまり、実際に現実のデータを使用したり、あるいはヒアリングに行くなどの方法により、実証研究し
ます。私が大学院生のときに、厚生労働省の中で中井さんたちと一緒に、今後、若年労働者問題が出て

くるかもしれないということで研究会を開いて、実際にはデータ分析したりしま
した。そのときから実務家と一緒に活動することが非常に大事だなと思いました。
　ところが、最近は、実証研究のテクニカルなところに力を注ぐ研究者が
増えているように思います。その方が論文にはなりやすい。しかし、今回、
改めて実務家の方との共同研究を通じて、テクニカルなことだけでは済ま
ないような気がしています。若い研究者にも、実際の社会を見る目をもっ
と養うことが大事と伝えたいと思います。

【福井】
　私は、法学部を卒業して、旧建設省の法律官僚を15年ほどやりました。実務、研究の両方を経験
したことは非常に貴重な経験でした。
　大学では行政法、法と経済学を教育、研究しているほか、都市計画で、工学の学位を取りました
ので、法律・経済・都市問題など、両生類のような領域に関わっています。それに加えて、弁護士
や実務家の方との実務研究交流も多いので、自分としては、バックグラウンドとしても、人脈とし
ても、非常に多彩な方から多くの刺激を受けて、学ぶことができ幸運だったと考えています。
　法に関して意外に知られていない大きな問題があります。大学で習った法律学が、解釈学だけで、
方法論が必ずしもなく、正義・公平とかリーガルマインドといった大きなお題目は言うものの、紛
争当事者のどちらがかわいそうと思うかという利益衡量で結論を決めて、それに合うように論理学
的操作で法律の条文のあてはめを行い、その技術を競うという側面が、法律学にはあることです。
特に政策に関する社会科学的自然科学的な知見の成果物は、法制度に結実することが多いわけです
が、法制度を適切につくるための技術、手法、あるいは原理・原則が、実
は日本でほとんど確立していない。法学では現に存在する法は与件であっ
て、その解釈は論じるが、法そのものの改善についてはカバーできていない。
にも拘らず行政庁で立法に当たるのは法学士中心という問題もあります。
法制度設計のための社会科学・自然科学的な基盤と、政策をよくするため
の原理・原則の議論や応用が活発になるような制度的な奨励策ができると
よいと考えています。
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【池尾】
　阿部先生も福井先生も共通してご指摘になりましたが、人文学・社会科学全体の中でも経済学は、
元々、政策との関わり・関心を強く持ってきた。その経済学の分野でも、近年は、査読付きの国際
雑誌にいかに論文を載せるかによって全て評価が決まってしまうようなジャーナルアカデミズムの
ようなものが強まってきていて、実証分析はやっても、論文を書くための実証分析であって、本当
に現実に対して関心があるのかよくわからない。現状の人文学・社会科学が十分に社会の要請に応
えているか断言しきれないところがあるので、この事業のように、ちょっとお節介を焼いてもらっ
て、それを糧にして頑張っていただくことも大事かなと思います。

●実務家との共同研究から得たノウハウ・その普及について
【池尾】
　それでは、本事業を通じて、実務家との共同研究を実施した結果、得られた教訓・ノウハウなど
があれば、具体的な事例を含めてご紹介いただき、得られた教訓・ノウハウが広く他の研究者との
間でも共有、普及させていくために、どうしたらいか議論していきたいと思います。

【中井】
　私は、厚生労働省という組織の一員として、政策を客観的に見ることで、それを次の政策にどの
ように生かすかを考える必要があります。実務家として研究に参画する際、研究で得られた結論・
結果と、自分の立ち位置をどのように整理するのか、またそもそも自分が担当していた政策をどう
客観的に評価をして生かすのかという、悩ましさはありました。
　先ほど福井先生から、お話しがありましたとおり、役所がもう少し、理論的に検証すること、あ
るいは、理論的なバックボーンをうまく組み立てることをやらなければいけない。しかし、余裕が
ない現状の中で、どう補完的に研究と政策をつなげていくのかが、今後の大きな課題と感じました。

【阿部】
　研究に参画してくれるメンバーのうち、実務家の場合、所属組織から承諾を得るまで少し時間的

－42－



余裕を見ないといけないところがあると思います。また、所属組織から最後の段階で、この研究は
ダメと言われたらどうしようというのはありましたので、そのあたりは気を遣ったというのは正直
なところです。

【池尾】
　研究組織のマネジメントの観点から見たとき、研究者だけから構成される研究組織と、実務家を
含めた研究組織では、何か違いはありましたか。

【阿部】
　研究者はある程度時間の自由がありますが、実務者の方は職務との兼合いがありますので、研究
会を開催するのでも、時間のやりくりが大変だったと感じています。また、機関によってはファイ
アーウオールなどネット接続の制限があり、前近代的かもしれませんが電話で連絡せざるを得ない
など、コストがかかったと感じています。

【池尾】
　福井先生のグループはどうでしたか。

【吉田】
　冒頭、申し上げましたように、実務家は、現場の「肌感覚」として様々なことを認識しておりま
すが、その中でもとくにおかしなことは放置しておけないというのが、私の感覚であったわけです。
　ただ、「おかしい」と言っているだけではダメで、福井先生はじめ、経済学者の先生方、学際的
に知見の豊富な方たちと共同研究を通して、理論的にバックアップをしていただけました。何がど
う問題なのかについて、私も初めて教えていただいたことも多くありました。コースの定理等で、
よく見えなかった問題を見えるようにしていただける。現実を理論面からバックアップしてもらう
ことによって、現場でおかしいと思っている実務家の声が、政策に反映されていくようになる。こ
れは本当にすばらしいことだと思います。
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　この指とまれの勉強会という形で、実務家と研究者が共同研究する機会が沢山できれば、それは
緩い形でのシンクタンクの役割を果たしていくのではないか。世の中の不当な現実に対して、これ
はおかしいんじゃないかという声が、より上がるのではないか。しかも、そうした声が学際的にバッ
クアップされているとなると、よりお国の政策立案の中に取り込まれることにもなって、いろいろ
な意味で世の中の役に立つのではないかと考えております。

【福井】
　研究者の関心と実務家の関心にはズレがあることも多くありますので、うまく共通するところで
力が発揮できると、非常に実践的な成果が出ると感じています。
　また、説得のロジックやレトリックも含め、理屈と事実とデータに基づいて、専門家でなくとも、
そのロジックや背景、問題点がわかるように明快に説明できると、成功しやすいというのが経験則
でした。
　短賃保護にしても、借家法にしても、多数の国会議員に説明しましたけれども、本当に困ってい
る人がいるのなら、「ではやるか」となるのは、民主主義の代弁者としての良識ある議員の普通の
行動です。すると、最初は渋っていた行政も、そろそろと付いてきたり、抵抗していた学会も、で
は仕方ないかと動いていったりします。エネルギーは要りますが、様々なプロセスでこのような傾
向が見られたと思います。
　法制度は一種の公共財ですので、それぞれの属する立場を離れ、国民益となるかどうか、公共的
な観点で議論できる場が非常に大事です。この場の提供という点も、学振のこの事業の大きなメリッ
トだと思います。官庁の方が参加しても、先ほど中井さんが言われたように、できるだけ所管の領
域のバイアスがかからないような形で参加できる共同研究が更に増えていくことに非常に意味があ
ると思います。

【池尾】
　このような成果やノウハウを他の研究者へと普及・共有していくために、よいアイデアは、何か
ありませんか。
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　また、学術振興会のこのプログラムについて、注文など改善の余地があれば、お願いします。

【福井】
　実務家と研究者が協働する大変よいプロジェクトなので、テーマを問わず、様々な切り口から、
予算的な支援もお願いしたいと思います。
　ただ実務家の方に、勤務時間外に時間を割いていただくのは、大変なことですので、付き合って
いただいたことに対する幾ばくかの代償が出せるような予算があればよいと思います。

●パネラーとフロアーとの対話
【池尾】
　ここで、フロアーの方々からも、ご意見、ご質問などがあれば、ご発言をお願いします。

【フロアー１】
　実務家と研究者が協力することも重要ですが、研究者の側から実務家に研究費を提供されていた
ことは大きいと思いました。また、両報告とも、法と経済がリンクしたもので、一口に法と経済と
言っても、色々な応用形態があるのだと改めてわかりました。
　研究者は純粋に研究をやっていくと、ウェブ・オブ・サイエンスのような世界に追い込まれてい
くとの話がありましたが、一方、今日の話で出たコースという人はノーベル賞を貰っている。そう
した発展もあるわけで、両方の展開があるといいのだろうなと思います。
　また、重要な法律には、多くの学者が参加する審議会がありますが、そうしたものを動かすのは
重たかっただろうなと感じられました。
　確かに、法律学には独自のイデオロギー的なものがある。そうしたものを、法と経済のような、
ソーシャルサイエンス的にどんどん攻めていくのは、大変よいストーリーだと思って伺っておりま
した。感想でいいでしょうか。
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【フロアー２】
　３点質問させていただきます。１点目は、この事業のプロジェクトとしては終了し予算が切れた
後も、このプロジェクトでできた研究者と実務家のペア、タッグは続きそうですか。２点目は、も
し続かないのであれば、それは今後どうしたらよいか。３点目は、その解決策として研究者、実務
家の流動性を高めることが考えられるが、社会科学はまだしも、内容的に実務寄りでない人文科学
系の領域の流動性を高めるにはどうしたらよいか。お願いします。

【阿部】
　このプロジェクトは終了しましたが、直ちに付き合いがなくなるものではありませんし、共同研
究でまだ続いているところも実はあります。
　例えば、今回のプロジェクトで検証した結果を、もう少し学術的な方向から、ジャーナルに投稿
しようと活動している研究者もいます。

【池尾】
　２番目の答えになるのは、１つのプロジェクトを基礎にして、基盤なり、人的なネットワークの
形成が行われれば、予算というフローが切れた後も、そのストックをもとに、研究を進めていく可
能性はあるということですね。
　また、３番目の質問について、例えば、アメリカでは、官僚をやっていた人が民間に行ったり、
大学で勤めていた人が役所に行くように、流動性が高く、「回転ドア」と言われたりしています。
日本の場合、大学に限定される問題ではありませんが、例えば大学の研究者が大学を一時的にやめ
て役所に勤めるのが難しい面があります。そのあたりについて、何かご意見ございますか。

【福井】
　法律や経済、工学のように、比較的応用的な社会科学・自然科学の分野は、もっと流動性を高め
る余地が日本社会にあると感じています。
　日本では、裁判官なら最初から裁判官になって定年まで勤めることが一般的です。司法試験勉強
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と判決書きの経験者が標準形になるわけですね。弁護士もほとんどの方は裁判官や行政、企業を経
験せずに弁護士のままです。経済学や工学の研究者が政策形成に直接関わることも少ない。このよ
うなことは、必ずしも日本の法形成、立法学の発達によい影響をもたらしていないように思います。
「裁判官」と「弁護士」では、「理論」と「実務」の車の両輪のようなところがあります。法制度
分野でも相互に流動性があった方がよいというのが１つ。
　もう一つは、米国のように、キャリアの公務員以外に、政権のポリシーに合致した政策立案スタッ
フを連れ歩くようなことがあってもいいように思います。法律、経済や一定の実践的な工学・農学・
医学分野といった応用的な領域の学術研究者、特に私は経済学者やエコノミストに期待したいので
すが、理論と実証に基づく政策の検証をできる力を持った人が、自分の検証した結果を生かして政
策の改善に取り組むような人材活用のルートが各省庁にも、また立法府にもできないか。そのよう
な人事交流が拡大できないかと思います。

【フロアー３】
　今日、紹介された２つのプロジェクトは、社会科学の話でしたが、人文学のプロジェクトも採択
されていると思いますので、どんな取り組みがなされたか、紹介いただけないでしょうか。

【池尾】
　事業委員会で設定した「課題」に沿って公募し採択された研究テーマについて、１つは、観光に
関しての分析、そのほか、共生社会実現を目指す地域社会に関するテーマが採択されています。

【フロアー３】
　応用に近い分野だと取り組みやすく、イメージがしやすいお話しがあったと思いますが、この事
業に採択された人文学の分野の研究テーマがどのような成果を上げられたか紹介いただけないで
しょうか。

【池尾】
　学振のホームページに、評価を含めて一覧が出ておりますので、それをご覧いただくのが最も適
切かと思います。
　今回の実社会対応プログラムは、本来３年の研究期間のところ、２年半の限られた期間でしたの
で、応用に近いところのテーマでないと、成果がなかなか出にくかったことはあると思います。た
だし、研究内容が優れていれば、研究期間を延長することもあり得ます。
　また、実社会対応プログラム以外に、領域開拓プログラム、グローバル展開プログラムがありま
すが、こちらでは実社会対応プログラムで要求されている実務家との協働の要件はありません。そ
の意味での自由度は広がります。
　実社会対応プログラムで全てをカバーすることはできませんし、この実社会対応プログラムでカ
バーされるのは、やはり、実務に近い世界のテーマということになると思います。

●まとめ
【池尾】
　それでは、時間も限られてきましたので、フロアの方からのご発言は以上とさせていただき、最

－47－

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

～パネルディスカッション～研究者と実務者との協働と今後の展開について

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン



後に瀧澤さんから、感想、総括をお願いできませんか。

【瀧澤】
　このパネルディスカッションに参加された４名の方々は、「社会的使命」ということに長く取り
組まれてきた方だと思います。
　ただ、これからこのプログラムに手を挙げたいと思っておられる先生方の中には、このようなこ
との体験をお持ちでない方もいらっしゃるかもしれませんので、どのようなモチベーションがあれ
ば、こうした研究が進むと思われるか、お伺いできないでしょうか。

【中井】
　我々のような実務家・政策担当者と研究者の方々のコミュニケーションだと思います。
　それぞれの立場から問題意識を持って仕事をしている中で、お互いどのようなことを考えている
か、知り合う機会がとても重要で、そうした中から、社会的に重要な研究をやってみようという話
になることが多々あったと思います。ただし、そのような機会自体が、だんだん減ってきているよ
うに思います。それは、予算の問題であったり、様々な事情から体制が縮小されたりする中で、そ
うした部分も、削ぎ落とされ、問題意識を持つ機会が、研究者の方々にもご提供できていないので
はないかという気はしていますので、これをどのように考えていくかが重要ではないかと思ってお
ります。

【福井】
　ある程度キャリアを重ねられた研究者こそ、研究成果を生かして政策的な場とも関わるとともに、
それをまた研究にもフィードバックして、政策や実務に近いテーマでアメリカのジャーナルなどに高
度な論文を書く。このようなモデルを示していただけたら、好循環を生むのではないかと思います。
　もう一つは、今回の研究プロジェクトに参加いただいた吉田先生のような実務も研究も卓越した
方はまれですが、実務家の方は、そもそも自分の本務が忙しい。優秀な方でもなかなか一種の余技
である研究や政策提案には時間や労力を割きにくい。もったいないことです。そうした方に対して
は、先ほども申し上げたとおり、知的労働に対して謝礼等で報いる、あるいは研究職や政策スタッ
フとして処遇するポストを増やすなど、実務家から、健全な情報や知見を健全な形で、正面からい
ただくような回路を、公共財として政府が提供できるとよいと思います。

【池尾】
　私は、学術は社会に貢献しなければいけないと思っていますが、ただ、その貢献すべき社会とは、
現在の社会だけでなく、５年後、10年後、あるいは100年後の社会であるかもしれない。
　それゆえ、多様な研究、100年後の社会に役立つだろうと勝手に思ってやっている研究があって
もいいと思います。しかし、やはり今の社会に役立つ、今の社会の課題に応える研究も、日本の人
文学・社会科学は、もっとやっていく必要がある。
　学術の多様性を保持しつつ、現在の課題に応えていく上で、本事業が、そして、この実社会対応
プログラムが、少しでも役に立っていることが、本日のディスカッション等を通じて確認できたの
ではないかと思います。そのことをまとめとして、パネルディスカッションを閉じさせていただき
ます。
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　どうもありがとうございました。
〈了〉
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課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業
課題・研究テーマ一覧（平成25年度～平成27年度採択）

実社会対応プログラム（Ｈ25年度採択研究テーマ）

課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名

課
題
設
定
型
研
究
テ
ー
マ

人口動態を踏まえた日本の
国と社会のかたち

少子化対策に関わる政策の検証と実践的課題の提
言 阿部　正浩 中央大学・経済学部・

教授

非常時における適切な対応
を可能とする社会システム
の在り方

非常時における適切な対応を可能とする社会シス
テムの在り方に関する社会科学的研究 齊藤　　誠 一橋大学・大学院経済

学研究科・教授

課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名

公
募
型
研
究
テ
ー
マ

観光の人文学・社会科学的
深化による地域力の創出

国境観光：地域を創るボーダースタディーズ 岩下　明裕 北海道大学・スラブ研
究センター・教授

民間所蔵文化財の資源化・流通による学術観光創
成の実証的研究 安藤　美奈 東京芸術大学・美術学

部・講師

地域に現存する学術資料を活用した地域学術観光
創出に関する研究 堀井　　洋

合同会社AMANE・調
査研究ユニット・代表
社員

規制改革の評価分析

雇用確保に向けられた労働法及び倒産法における
規制改革の現状と課題 池田　　悠 北海道大学・大学院法

学研究科・准教授

規制改革圧力下における混合診療拡大の方向性 加藤　智章 北海道大学・大学院法
学研究科・教授

短期賃貸借保護制度撤廃による不動産競売市場・
規制改革の効果分析 福井　秀夫 政策研究大学院大学・

政策研究科・教授

教育政策の社会的・経済的
効果に関する評価

初等中等教育での教育投資や学力が若年期の学習
意欲・就業・所得に与える影響の実証研究 赤林　英夫 慶應義塾大学・経済学

部・教授

共生社会実現をめざす地域
社会及び専門家の内発的活
動を強化するための学術的
実践

認知行動療法のICT化とサポートネットワーク構
築によるバリアフリーなメンタルケア 下山　晴彦 東京大学・大学院教育

学研究科・教授

病院を中心とする街づくり　まちなか集積医療の
提言 伊藤由希子 東京学芸大学・教育学

部・准教授

ケアと支え合いの文化を地域コミュニティの内部
から育てる臨床哲学の試み 浜渦　辰二 大阪大学・大学院文学

研究科・教授

高齢者施設等の地域への社会的・福祉的防災復興
資源としての役割に関する研究 大塚　毅彦 明石工業高等専門学

校・建築学科・教授

実社会対応プログラム（Ｈ27年度採択研究テーマ）

課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名
課
題
設
定
型
研
究
テ
ー
マ

制度、文化、公共心と経済
社会の相互連関

制度が文化を通じて人々の社会規範や公共心に与
える影響：実験室実験とフィールド実験 佐々木　勝 大阪大学・大学院経済

学研究科・教授

疫病の文化形態とその現代
的意義の分析―社会システ
ム構築の歴史的考察を踏ま
えて―

医学史の現代的意義―感染症対策の歴史化と医学
史研究の社会との対話の構築 鈴木　晃仁 慶應義塾大学・経済学

部・教授
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課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名

公
募
型
研
究
テ
ー
マ

制度、文化、公共心と経済
社会の相互連関

私益と共益が錯綜する公共的意思決定のプロセス
デザインに関する研究 大沼　　進 北海道大学・大学院文

学研究科・准教授

効果的・持続的な災害伝承を目的にした拠点構築
手法のモデル化と実践的研究 佐藤　翔輔 東北大学・災害科学国

際研究所・助教

子ども・若者の貧困対策諸施策の効果と社会的影
響に関する評価研究 阿部　　彩 首都大学東京・大学院

人文科学研究科・教授

日本の昆布文化と道内生産地の経済社会の相互連
関に関する研究 齋藤　貴之 星城大学・リハビリ

テーション学部・講師

共感形成の社会基盤とソーシャル・ビジネスを活
用した新産業創造の研究 八木　　匡 同志社大学・経済学部・

教授

人口減少地域社会における
安心しうるケア・システム
の構築と生活基盤の整備

地域特性が生きる医療介護総合計画の評価基準の
確立――小児在宅医療を起点にして 加藤　智章 北海道大学・大学院法

学研究科・教授

地域社会における生活基盤の持続可能性指標の開
発 大西　立顕

東京大学・大学院情報
理工学系研究科・准教
授

データベース解析に基づくケア・システムの地域
特性の把握と福祉まちづくりデザイン 佐無田　光 金沢大学・経済学経営

学系・教授

多世代協働による生活支援モデルの開発と社会実
装に向けた研究 藤原　佳典

地方独立行政法人東京
都健康長寿医療セン
ター・東京都健康長寿
医療センター研究所・
研究部長

グローバル展開プログラム（Ｈ25年度採択研究テーマ）

課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名
課
題
設
定
型
研
究
テ
ー
マ

グローバル人文学 アジア歴史空間情報システムによるグローバル・
ヒストリーの新研究 水島　　司 東京大学・大学院人文

社会系研究科・教授

日本の国際広報と国際発信
に関する実証研究

政治と外交の対外情報発信に関する国際共同研
究：日本と他国の比較、実験と内容分析によるア
プローチ

多湖　　淳 神戸大学・大学院法学
研究科・准教授

課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名

公
募
型
研
究
テ
ー
マ

科学についてのコミュニ
ケーション及び意思決定の
国際的な整合的発展

エネルギー、化学物質、水管理政策における市民
参加型の意思決定手法に関する国際比較 大久保規子 大阪大学・大学院法学

研究科・教授

家族制度と男女共同参画に
関する国際比較

国際比較可能データによる男女共同参画と家族の
役割変化の多元的動学分析 樋口　美雄 慶應義塾大学・商学部・

教授

日本企業のコーポレート・
ガバナンスに関するグロー
バルな発信

日本の企業統治の比較実証分析：所有構造・戦略
選択・パフォーマンス 宮島　英昭

早稲田大学・商学学術
院・教授
早稲田大学・高等研究
所・所長
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領域開拓プログラム（Ｈ26年度採択研究テーマ）

課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名

課
題
設
定
型
研
究
テ
ー
マ

行動・認知・神経科学の方
法を用いた、人文学・社会
科学の新たな展開

「社会価値」に関する規範的・倫理的判断のメカ
ニズムとその認知・神経科学的基盤の解明 亀田　達也 東京大学・大学院人文

社会系研究科・教授

メディアの発達によるソー
シャル・キャピタルの変質

リスク社会におけるメディアの発達と公共性の構
造転換～ネットワーク・モデルの比較行動学に基
づく理論・実証・シミュレーション分析

遠藤　　薫 学習院大学・法学部・
教授

課題 研究テーマ名 研究代表者 所属研究機関・部局・職名

公
募
型
研
究
テ
ー
マ

規範理論と経験分析の対話

規範理論としての法語用論の開拓―ヘイト・ス
ピーチの無効化をめぐって― 尾崎　一郎 北海道大学・大学院法

学研究科・教授

地域に資する再生可能エネルギー事業開発をめぐ
る持続性学の構築 西城戸　誠 法政大学・人間環境学

部・教授

情報メディア発展のもとで
の新しい地域研究

新たな華語情報環境のもとでの中国研究が示唆す
る次世代型地域研究 鈴木　　賢 北海道大学・大学院法

学研究科・教授

エネルギー政策・言説の日独地域比較 タック川崎レスリー 筑波大学・人文社会系・
准教授

地域社会の災害レジリエンス強化に向けて―SNS
とクラウドGISを用いた共時空間型地域研究 古澤　拓郎

京都大学・大学院アジ
ア・アフリカ地域研究
研究科・准教授

学術研究の変容とミスコン
ダクトについての人文学・
社会科学的研究

責任ある研究・イノベーションのための組織と社
会 吉澤　　剛 大阪大学・大学院医学

系研究科・准教授

行動・認知・神経科学の方
法を用いた、人文学・社会
科学の新たな展開

生きる力の認知神経科学的分析とその教育応用研
究の創成 杉浦　元亮 東北大学・加齢医学研

究所・准教授

高齢者の生活行動データベースの構築および可視
化による振り返り学習の実践 溝上智惠子 筑波大学・図書館情報

メディア系・教授

歴史科学諸分野の連携・総合による文化進化学の
構築 井原　泰雄 東京大学・大学院理学

系研究科・講師

社会心理学・神経科学・内分泌学の連携による文
化差の遺伝的基盤の解明 石井　敬子 神戸大学・大学院人文

学研究科・准教授
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独立行政法人日本学術振興会
研究事業部研究事業課

電　話：03-3263-1106
メール：h-s@jsps.go.jp


