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学位
慶応義塾大学経済学部 昭和63年3月 学士 経済学
エール大学経営大学院修了（MBA取得） 平成4年6月 修士 MBA

京都大学大学院エネルギー科学研究科博士後期課程修了（博士） 平成19年9月
博士 エネルギー科学

職歴
1988．3  慶応大学経済学部卒業
1988．4 三菱総合研究所入所
1992．6 エール大学経営大学院修了（MBA取得）

三菱総研では海外事業部、アジア市場開発室等で、
企業戦略、海外事業戦略構築のコン サルティングに従事

2004．8 ケンブリッジ大学応用経済学部客員研究員（2005.8まで）：企業派遣
2008．4 京都大学国際交流センター教授
2016．4 京都大学国際高等教育院教授
2020.  10    京都大学大学院総合生存学館教授 現在に至る



＜主な研究領域＞

エネルギー政策（主に再生可能えネルギー）
の国際比較

電力事業経営

電力政策、電力事業経営の国際協力









＜日本語の著書、論文例＞

1. 長山浩章（単著）「再生可能エネルギー主力電源化と電力システム改革の政治経済学 : 欧州電力システム改革からの教
訓 」東洋経済新報社 2020年2月

2. 長山浩章（単著）「発送電分離の政治経済学」 東洋経済新報社 2012年6月（日本経済新聞社2012年8月26日書評紹介）

3. （共著）長山浩章（2016）「第1編 政策編 第3章 日本における今後の方向性電力システム改革と発送電」水上貴央監修、
江口智子・佐藤康之編『再生可能エネルギー開発にかかわる関連法規と実務ハンドブック』、pp.99-118、エヌ・ティー・エス

4. （共著）長山浩章（2017）「イギリスの再生可能エネルギー政策」植田和弘・山家公雄編『再生可能エネルギー政策の国際比
較』、pp99-137、京都大学学術出版会

5. 長山浩章「発展途上国電力セクターにおける電力補助金の削減に関する考察」 福島大学商学論集,85,2 ,pp63-80、2016年
10月

6. 長山浩章「電力セクター改革下における発展途上国の電力規制機関の持つべき機能を考慮した電力規制機関の適正規模
の計測」独立行政法人国際協力機構（JICA）、平成17年度客員研究員報告書、平成18年12月

7. 長山浩章「ベトナム及びスリランカにおける環境を考慮した電源政策に係る分析」独立行政法人国際協力機構（JICA）平成19
年度客員研究員報告書、平成20年3月



＜英語の論文例＞

1. Hiroaki Nagayama “Japanese Electricity Industry: Recommendations for 
Restructuring ”The Electricity Journal, Vol 24, Issue 10,pp79-90, 2011

2. Hiroaki Nagayama ”Impacts on Investments, and Transmission/Distribution Loss 
through Power Sector Reforms” Energy Policy 38 pp. 3453-3467, 2010

3. Hiroaki Nagayama ”Electric Power Sector Reform Liberalization Models and Electric 
Power Prices in Developing Countries, An Empirical Analysis Using International Panel 
Data” Energy Economics, 31, pp. 463-472, 2009

4. Hiroaki Nagayama ” Effects of Regulatory Reforms in the Electricity Supply Industry 
on Electricity Prices in Developing Countries ”,Issue6 ,pp3440-3462, Energy Policy, 
Volume 35, 2007
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松村敏弘
松本真由美
圓尾雅則

地球環境産業技術研究機構(RITE) システム研究グループリーダー
東京大学生産技術研究所特任教授
東京大学大学院情報理工学系研究科教授
(公社) 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事・副会長
東京大学大学院経済学研究科教授
東京大学生産技術研究所特任教授
(一社) 日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会企画部代表代行
西村あさひ法律事務所パートナー
東京大学未来ビジョン研究センター教授
京都大学大学院総合生存学館教授
東京大学社会科学研究所教授
東京大学教養学部附属教養教育高度化機構環境エネルギー科学特別部門客員教授
SMBC 日興証券株式会社マネージング・ディレクター

山地憲治 地球環境産業技術研究機構(RITE) 副理事長・研究所長

委員長
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オブザーバー
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省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会
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委員等名簿

(五十音順・敬称略)
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高村ゆかり
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松村敏弘
圓尾雅則
山内弘隆

東京大学生産技術研究所特任教授
(公社) 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事・副会長
中央大学常任理事・法科大学院教授
外苑法律事務所パートナー弁護士
東京大学未来ビジョン研究センター教授
京都大学大学院総合生存学館教授
東京大学社会科学研究所教授
SMBC 日興証券株式会社マネージング・ディレクター
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株式会社エネット代表取締役社長
(一社) 日本卸電力取引所企画業務部長
日本地熱協会理事
(一社) 太陽光発電協会事務局長
電気事業連合会専務理事
電力・ガス取引監視等委員会ネットワーク事業制度企画室長
(一社) 日本経済団体連合会環境エネルギー本部上席主幹
電力広域的運営推進機関理事・事務局長
全国小水力利用推進協議会事務局長
(一社) 日本風力発電協会副代表理事
日本商工会議所産業政策第二部長
(一社) 日本有機資源協会専務理事

山地憲治 地球環境産業技術研究機構(RITE) 副理事長・研究所長

委員長

委員

オブザーバー

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会
再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会

委員等名簿

(五十音順・敬称略)



近年係わったエネルギープロジェクト

＜JICA>
• イラン国：電力マスタープラン

• フィリピン：電力マスタープラン

• ミャンマー：電力マスタープラン

• パキスタン：電力セクター調査、ＤＰＬ交渉（パキスタン政府、世界銀行、ＡＤＢ）

• ラオス：電力セクター調査

• エジプト、フィリピン、ベトナム：省エネルギー政策制度調査

• ガーナ：電力技術者研修制度整備

＜経済産業省＞

• スリランカ：アッパーコトマレ水力発電所を日本のタイド円借款で実行するためのOECDコンサルテーション会

合でのプレゼン

• パナマ：電力マスタープラン

＜世界銀行＞

• プロポーザルレビュー

• 中国クリーンコール技術に係る政策提言

• チュニジア国におけるIPPのPPA契約書レビュー

＜JBIC＞
• 中南米電力セクター改革の調査

＜NEDO＞
• 中国光明工程（太陽光発電発展計画）の調査

• 甘粛、新彊ウィグル、内モンゴルの再生可能エネルギーマスタープラン



＜現在、走っている研究テーマ＞

我が国での再生可能エネルギー政策のありかた

我が国における託送料金のありかた

発展途上国での再生可能エネルギー 大量導入のための政策協力

発展途上国電力公社の事業経営

米国における原子力発電廃炉の商業スキームの我が国への移転

コロナ後のベトナム、カンボジア、ミャンマーの電力セクターへの影響

ラオス電力（ＥＤＬ）の中期経営計画策定のためのキャパシティビルディン
グ


