


お申し込み方法

h t t p : / / p l a t i n u m . m r i . c o . j p / s o c i e t y / a p p l i c a t i o n      

年度会費

本件に関するお問い合わせ先・お申し込み先

株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究会事務局（事務局長：高橋、担当：宇都宮・菅原・原田）
http: //plat inum.mri .co. jp　TEL:03-6705-6009　E-Mai l :p lat inum@mri .co. jp

下記サイトをご覧ください。（サイトからフォーム入力によるお申し込みが可能です）

正会員A  ：民間企業、一般社団法人、一般財団法人 一口5万円（税別）
正会員B  ：地方公共団体や国の機関（賛助会員に該当する機関を除く） 無 料
賛助会員  ：大学、研究機関、公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人 無 料

※ 正会員Aは、一口あたり2名まで参加可能です。

※ 会員の方には、研究会プレゼン資料、プロジェクト提案のご案内等をメール・WEBサイト等でご提供します。

※ 社会実験プロジェクト等参加費は、上記の年度会費とは別にプロジェクト毎にご負担いただくことになります。

※ 各事業分野での競合排除は行いません。研究会から生まれた社会実験プロジェクト等提案の参加者は、都度提案者の意向を
　 踏まえて決定されます。ビジネス、資金の獲得を保証するものではありません。

お申し込み受領後、三菱総研による資格確認があり、1週間をめどに結果通知をいたします。
その後、請求書を発行いたします。（他の支払い方法については、別途、事務局にご相談ください）

愛知県
青森県
青森市（青森県）
厚木市（神奈川県）
奄美市（鹿児島県）
阿見町（茨城県）
荒川区（東京都）
安城市（愛知県）
壱岐市（長崎県）
石岡市（茨城県）
石川県
石垣市（沖縄県）
伊仙町（鹿児島県）
いちき串木野市（鹿児島県）
一関市（岩手県）
茨城県
茨城町（茨城県）
岩手県
うきは市（福岡県）
内灘町（石川県）
宇都宮市（栃木県）
愛媛県
海老名市（神奈川県）
近江八幡市（滋賀県）
大磯町（神奈川県）
大分県
大潟村（秋田県）
大阪府
大島町（東京都）

大田原市（栃木県）
岡山県
岡山市（岡山県）
小田原市（神奈川県）
香川県
掛川市（静岡県）
鹿児島市（鹿児島県）
笠間市（茨城県）
かすみがうら市（茨城県）
上勝町（徳島県）
加美町（宮城県）
鴨川市（千葉県）
軽米町（岩手県）
川崎市（神奈川県）
川西町（山形県）
菊陽町（熊本県）
北九州市（福岡県）
杵築市（大分県）
京丹後市（京都府）
京都市（京都府）
京都府
岐阜県
岐阜市（岐阜県）
草津市（滋賀県）
釧路市（北海道）
熊本県
熊本市（熊本県）
呉市（広島県）
気仙沼市（宮城県）

高知県
高知市（高知県）
小林市（宮崎県）
埼玉県
堺市（大阪府）
佐賀県
佐世保市（長崎県）
佐渡市（新潟県）
山武市（千葉県）
滋賀県
静岡県
静岡市（静岡県）
品川区（東京都）
渋谷区（東京都）
下川町（北海道）
白子町（千葉県）
上越市（新潟県）
瀬戸内市（岡山県）
仙台市（宮城県）
袖ケ浦市（千葉県）
高萩市（茨城県）
滝川市（北海道）
立川市（東京都）
伊達市（福島県）
茅ヶ崎市（神奈川県）
秩父市（埼玉県）
千葉市（千葉県）
つくば市（茨城県）
燕市（新潟県）

都留市（山梨県）
徳島県
鳥取県
富山県
富山市（富山県）
豊田市（愛知県）
豊橋市（愛知県）
那賀町（徳島県）
長崎県
長崎市（長崎県）
流山市（千葉県）
新潟県
新潟市（新潟県）
新居浜市（愛媛県）
西粟倉村（岡山県）
西之表市（鹿児島県）
西宮市（兵庫県）
日南町（鳥取県）
能美市（石川県）
八幡平市（岩手県）
日野市（東京都）
兵庫県
弘前市（青森県）
広島市（広島県）
福井県
福岡県
福島県
福山市（広島県）
藤沢市（神奈川県）

舟形町（山形県）
船橋市（千葉県）
豊後大野市（大分県）
北海道
前橋市（群馬県）
町田市（東京都）
松崎町（静岡県）
松本市（長野県）
松山市（愛媛県）
三重県
三木市（兵庫県）
美里町（埼玉県）
みなかみ町（群馬県）
南伊豆町（静岡県）
南魚沼市（新潟県）
美馬市（徳島県）
宮城県
宮崎県
妙高市（新潟県）
室蘭市（北海道）
山形県
山口市（山口県）
山梨県
横浜市（神奈川県）
四日市市（三重県）
米子市（鳥取県）
和歌山県
和光市（埼玉県）

賛助会員：138組織

自治体会員：153組織

青森公立大学
NPO法人秋田CAPプロジェクト
公立大学法人秋田県立大学
秋田大学
財団法人石川県産業創出支援機構
学校法人茨城キリスト教学園
茨城大学
特定非営利活動法人医療機関支援機構
宇都宮共和大学
特定非営利活動法人海ロマン21
国立大学法人愛媛大学
学校法人新潟総合学院  FSGカレッジリーグ
桜美林大学
桜美林大学加齢・発達研究所
学校法人大妻学院
KAIST（韓国科学技術院)
独立行政法人科学技術振興機構
NPO霞ヶ浦浄化連
神奈川県住宅供給公社
神奈川県立保健福祉大学
金沢大学
川崎市議会
関西学院大学
九州大学
公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター
京都大学
杏林CCRC研究所
熊本大学政策創造研究教育センター
特定非営利活動法人ケアドゥフォーラム
慶應義塾大学
経済産業省
財団法人健康・生きがい開発財団
公益財団法人健康・体力づくり事業財団
国立大学法人高知大学 地域連携推進センター
独立行政法人交通安全環境研究所
神戸大学大学院
国際医療福祉大学大学院
特定非営利活動法人国際社会起業サポートセンター
学校法人国際総合学園
国際大学
国土交通省

特定非営利活動法人才の木
公益法人堺都市政策研究所
公益財団法人笹川スポーツ財団
公益財団法人笹川平和財団
学校法人東教育研究団  事業構想大学院大学
事業創造大学院大学
学校法人自治医科大学　
財団法人自治体国際化協会
学校法人城西大学
国立大学法人信州大学
スウェーデン大使館投資部
国立駿河療養所
公益財団法人Save Earth Foundation
公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団
公立大学法人高崎経済大学
拓殖大学
千葉経済大学
千葉大学
NPO法人中央コリドー情報通信研究所
中央大学
中部大学
筑波大学
公益財団法人つなぐいのち基金
公立大学法人都留文科大学
帝京大学
テンプル大学ジャパンキャンパス
ドイツ日本研究所
東海大学
国立大学法人東京藝術大学
東京大学
東京都市大学
東洋大学
公益財団法人徳島経済研究所
国立大学法人徳島大学
独立行政法人都市再生機構
TOSS中央事務局
社会福祉法人栃木市社会福祉協議会
学校法人獨協学園
鳥取県衛生環境研究所
内閣府経済社会総合研究所
長崎国際大学

長崎総合科学大学
名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター
学校法人新潟総合学園　新潟医療福祉大学
新潟県中魚沼郡津南町議会
新潟県立大学
学校法人新潟総合学院
学校法人新潟総合学園
新潟薬科大学
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会
公益社団法人日本青年会議所
日本文理大学
日本応用老年学会有限責任事業組合
公益社団法人日本工学アカデミー
日本工業大学
公益財団法人日本交通公社
特定非営利活動法人日本語検定委員会
特定非営利活動法人日本シンクタンク・アカデミー
公益社団法人日本トライアスロン連合
NPO法人日本文化教育振興協会
公益財団法人日本離島センター
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
特定非営利活動法人浜松環境フォーラム
特定非営利活動法人バリアフリー協会
弘前大学
独立行政法人物質・材料研究機構
特定非営利活動法人NPO  ブルーアース
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
特定非営利活動法人まちづくり大井
公益社団法人マナーキッズプロジェクト
NPO法人ミラツク
明治大学大学院
文部科学省
公益社団法人やまなし観光推進機構
立教大学立教セカンドステージ大学
学校法人立命館総合企画部
特定非営利活動法人リトルワンズ
NPO法人リブ&リブ
学校法人龍馬学園
和歌山大学
早稲田大学
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企業会員：234組織

有限会社アースコミュニケーションズ
株式会社アーベイン・ケア・クリエイティブ
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
医療法人愛広会
株式会社アイ・ティー・ワン
株式会社アイネス
株式会社青森銀行
株式会社秋田銀行
アクティオ株式会社
株式会社アサツーディ・ケイ
株式会社朝日新聞社
株式会社梓設計
株式会社アスリートプランニング
株式会社阿蘇ファームランド
株式会社穴吹工務店
アフラック
株式会社アルファフォーラム
株式会社安藤・間
E・Jホールディングス株式会社
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社伊藤園
伊藤忠都市開発株式会社
株式会社イトーキ
株式会社いなげや
株式会社井之上パブリックリレーションズ
井本建設株式会社
株式会社いよぎん地域経済研究センター
株式会社イルカ
インフォメーションシステムズ株式会社
エア・ウォーター株式会社
ATCプラットフォーム企画合同会社
エームサービス株式会社
株式会社エスエスケイ
株式会社エス・エム・エス
NECネッツエスアイ株式会社
株式会社NHKグローバルメディアサービス
エヌ・デーソフトウェア株式会社
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社
エムエスティ保険サービス株式会社
株式会社エムオーテック
株式会社LSIメディエンス
近江八幡商工会議所
株式会社大林組
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
花王株式会社
鹿島建設株式会社
鹿島建物総合管理株式会社
株式会社カナデン
株式会社カナモト
和建設株式会社
株式会社関電工
株式会社ギークピクチュアズ
九州NSソリューションズ株式会社
株式会社九電工
株式会社協栄
共同印刷株式会社
株式会社協和日成
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社クイック
株式会社熊谷組
クリナップ株式会社
株式会社ぐるなび総研
京王電鉄株式会社
株式会社健康都市デザイン研究所
広友ホールディングス株式会社
株式会社コスモスイニシア
株式会社コミュニティネット
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社コングレ
株式会社サーラコーポレーション
株式会社彩光
株式会社産業経済新聞社
GEジャパン株式会社
株式会社CF-Station
株式会社ジェイティービー
株式会社四国銀行

静岡鉄道株式会社
株式会社シブヤコーポレーション
清水建設株式会社
株式会社社会福祉総合研究所
一般社団法人Japan Innovation Network
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
株式会社JALUX
医療法人社団珠泉会
松竹株式会社
株式会社常陽銀行
株式会社常陽産業研究所
ジョンソンコントロールズ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
株式会社新生銀行
新日鉄興和不動産株式会社
新日本有限責任監査法人
株式会社スマートコミュニティ
NPO法人スマイルクラブ
住友電気工業株式会社
住友林業緑化株式会社
積水化学工業株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社セレスポ
株式会社ゼンリン
綜合警備保障株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大成建設株式会社
大成有楽不動産株式会社
大日本印刷株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和リース株式会社
高砂熱学工業株式会社
株式会社田季野
タキロンシーアイ株式会社
有限会社匠屋
株式会社竹中工務店
株式会社ダスキン
株式会社地球快適化インスティテュート
TSP太陽株式会社
株式会社デンソー
株式会社電通
株式会社電通国際情報サービス
株式会社東急コミュニティー
東急不動産株式会社
東急不動産ホールディングス株式会社
東京海上ホールディングス株式会社
一般社団法人東京霞ヶ浦プラチナプロジェクト
東京共同会計事務所
東京建物株式会社
株式会社東京ドームスポーツ
東京美装興業株式会社
株式会社東芝
東電設計株式会社
東武トップツアーズ株式会社
戸田建設株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社富本設計
株式会社豊田自動織機
トヨタファイナンス株式会社
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
株式会社ナルド
西日本旅客鉄道株式会社
西松建設株式会社
株式会社日刊工業新聞社
株式会社日経BP社
株式会社日建設計シビル
株式会社日本政策投資銀行
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本ケアコミュニケーションズ
一般社団法人日本健康倶楽部
日本コンベンションサービス株式会社
日本トランスシティ株式会社
一般社団法人日本能率協会
日本ビジネスシステムズ株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ヒルティ株式会社
株式会社ニュース・サービス・センター

株式会社ネットフロンティア
野原産業株式会社
株式会社乃村工藝社
野村不動産ホールディングス株式会社
株式会社ハーフ・センチュリー・モア
株式会社博報堂
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社パスポート
株式会社パソナ
医療法人博光会
パナソニック株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社ビザスク
株式会社日比谷花壇
株式会社百五総合研究所
フィリップモリスジャパン株式会社
株式会社福井銀行
株式会社福岡銀行
株式会社フジクラ
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
富士電機株式会社
富士古河E&C株式会社
ブティックス株式会社
医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
医療法人ふらて会
株式会社ボディチューン・パートナーズ
HOYAサービス株式会社
株式会社本間組
株式会社マイスター60
株式会社ミサワホーム総合研究所
ミズノ株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友トラスト基礎研究所
株式会社三井物産戦略研究所
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社三越伊勢丹
三菱地所株式会社
株式会社三菱地所設計
三菱食品株式会社
三菱総研DCS株式会社
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社Minoriソリューションズ
株式会社みんなのまちづくり
明治安田生命保険相互会社
株式会社MOEホールディングス
株式会社ヤクルト本社
株式会社山形銀行
株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ
株式会社ヤマハミュージックジャパン
ユアサ商事株式会社
株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
医療法人養和会
株式会社依佐美
株式会社読売新聞東京本社
株式会社LIXIL シニアライフカンパニー
リポス株式会社
株式会社ルネサンス
一般財団法人ロングステイ財団
株式会社ワークセブン
若築建設株式会社
株式会社ワコール
株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団
ワタミファーム＆エナジー株式会社
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プラチナ社会研究会 参加会員一覧（計525会員） 
 2017年10月1日現在

プロジェクト名
（略称含む）分 野 概  要

まちづくり 日本版CCRCの実現・普及に向けた知見・課題等の共有、情報発信ならびに日本版CCRCを核とした
新たな社会モデル創出を検討します。 ※ 参加登録が必要です。

森林・木材資源の有効活用として注目されている木質バイオマス熱利用について、勉強会、先進事例
視察を通じて学び、事業化について検討します。

マイナンバーカードの交付開始から1年以上が経過し、今年中にはマイナポータルや情報連携の本格
運用が見込まれています。選挙におけるマイナンバー制度の有効活用として、有権者の利便性向上や
選挙事務の効率化方策を検討します。

女性が健康で、長く働き続けることができる社会を実現することを目的に、女性特有の疾患、職場環
境、心理的ストレスといった、健康に特化した労働生産性について明らかにし、“女性版 健康経営指標”
を作成します。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の厚生労
働大臣認定を受けられるよう、切磋琢磨します。

「丸の内で学び地域で輝く」をテーマに、現役世代をターゲットに、セカンドキャリアに向けた「集う場」
「挑戦する場」としての市民大学を開講します。ヨソモノ街おこし、農業、CSV経営など多様な講座と
講師陣が魅力です。 ※ 有料となります。

FITを活かして中小水力発電導入を推進するため、課題と解決方法を幅広い関係者で協議し、連携体制
強化もめざします。

2020年東京オリンピック・パラリンピック等の世界大会を契機に、全国の地域活性化・社会問題解決に
資するレガシー（未来への遺産）を能動的に生み出すための情報発信やプロジェクト活動を行います。 
※ 参加登録が必要です。

自治体におけるAI活用を、自治体の方々と一緒になって考える場として本研究会を設置いたします。
AI活用の促進には、行政情報の標準化も大きな課題です。そこで、研究会の名称を「行政情報標準化・
AI活用研究会」としました。※ 自治体の方のみ参加可能で、参加登録が必要です。

世界からの注目が集まる2020年前後に向けて、「ちがいをちからに」をコンセプトに世界を驚かすよう
な渋谷のまちづくり等アイデアを若者で検討し、行政・企業も含めたオープンイノベーションで具体化を
目指します。

「女性活躍推進」認定を
目指す会

行政情報標準化・
AI活用研究会

マイナンバーを
活用した選挙事務検討

日本版CCRC推進会議

木質バイオマス
熱利用推進

中小水力発電

レガシー共創協議会

渋谷民100人未来共創

丸の内プラチナ大学

産 業

ライフ
スタイル

複 合

分科会名分 野 概  要

まちづくり 全国の公共施設の維持管理・有効活用において、施設の複合化・多機能化が大きなテーマとなって
おり、その基本的考え方、具体的な方法論、事例をとりあげ、検討・提案を行います。

自治体及び地方シンクタンク、地域金融機関が集まり、地域のインバウンド振興推進のプラット
フォーム（最新情報共有、意見交換など）として活動します。

都市部の大企業に、一定期間地方でリモートワークを推奨する「逆参勤交代構想」は、働き方改革、
地方創生、企業の新規事業、地方大学の活性化という民公産学の四方一両得のチャンスがあります。
本分科会では実現に向けた政策やビジネスアイディアを産官学で討議します。

公共施設マネジメント

インバウンド振興研究

逆参勤交代構想

産 業

プラチナ社会実現に向け「実装（政策化・事業化）」を目指すテーマについて、構想策定から
機運醸成、具現化の仕組み作り等実装の流れを加速する取り組みを実施します。

プロジェクト

プラチナ社会実現に向けた課題や社会モデルをより深く検討するために、
特定のテーマについての情報収集・共有を目的とした分科会を開催します。

分科会

ライフ
スタイル
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課題解決に向けた提案だけでな
く、提案を実現させる『実装活動』
に注力

プロジェクト・分科会の検討成果
を会員に広く深く共有し、参加・
実装を促進

鮮度の高い情報、三菱総研として
注目している情報をタイムリーに
発信

会員相互コミュニケーションを
活性化し、新たな課題やパートナー
の発見を促進

活動方針

活動内容

プラチナ社会の具現化を
加速するため、実装をより重視 情報発信機能の強化

■ 引き続き「分科会」を開催
■ 総会とは別にセミナー
  （新設）を開催

「プロジェクト」の創設

総会での企画説明・活動内容
報告を充実

交流会（新設）の開催

会員相互の交流機会の充実

第8期（2017年度）の活動
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分科会/プロジェクトテーマへの会員の皆様の
参加・協業を促進することを目的として、分科
会/プロジェクトの企画発表、成果報告会の開
催を行います。（年３回実施予定）

総 会

セミナー

交流会

「プラチナ社会」に関わる最新情報の共有、浸
透、実装の促進を目的として、弊社研究員、社
外有識者による旬なテーマに関する情報提供、
登壇者によるパネルディスカッションを実施し
ます。（年３回実施予定）

各回設定テーマに対し、会員による会員向けプ
レゼンテーションを実施し、設定テーマに関す
る情報交換を行い、研究会会員同士の交流、社
会課題の深掘りと解決策の探索、新たなプロ
ジェクト・分科会のテーマ探索を促進します。

プラチナ社会研究会のあゆみ
2010年
 4月 発足会（2010年度第1回研究会総会）
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 先進事例視察報告・総合特区制度について
2011年
 5月 2011年度第1回研究会総会： 「スウェーデンに学ぶ統合的都市開発手法と21世紀の課題を克服するプラチナシティ」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 8月 第3回研究会総会： 「デンマークに学ぶポジティブなデザインとライフスタイル」
 12月 第4回研究会総会： 研究会活動報告、「東日本大震災からの復興の推進」
2012年
 4月 2012年度第1回研究会総会： 「新シニアライフスタイル元年」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 「エネルギー・復興の動向と新たなライフスタイル追求」
2013年
 2月 第4回研究会総会：「少子高齢化・自然災害に対する我が国の新戦略」
 4月 2013年度第1回研究会総会：「全員参加型社会とビジネス機会」
 6月 第2回研究会総会：「スウェーデンの雇用政策と全員参加型社会」
 10月 第3回研究会総会：「再生可能エネルギー/木材需要拡大」
2014年
 1月 第4回研究会総会：「成長戦略と地域発ものづくり革命」
 4月 2014年度第1回研究会総会：「2020年に向けた新たな挑戦」
 6月 第2回研究会総会：「ジャパン・クオリティを活かした国際戦略」
 10月 第3回研究会総会：「少子化対策と地方創生」
2015年
 2月 第4回研究会総会：「2014年度活動報告」
 4月 2015年度第1回研究会総会：「プラチナ第2ステージへ」
 7月 第2回研究会総会：「未来社会の到来に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「デジタルイノベーションのインパクト」
2016年
 2月 第4回研究会総会：「生活者の意識変化と働き方の未来」
 4月 2016年度第1回研究会総会：「資源有効活用による豊かな社会づくりと事業創出」
 8月 第2回研究会総会：「サーキュラー・エコノミーの実現に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「社員の新たな可能性を見出す仕組みづくり」
2017年
 3月 第4回研究会総会：「保有資源を有効に活用した地域づくり」
 6月 2017年度第1回研究会総会：「プラチナ社会実現に向けた新たな取り組み」
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プラチナ社会研究会

高度な専門知識を持つ
大学・研究機関

機関133
国内外の地域が
参加する自治体・官庁

団体158

多彩な先進技術・商品・
サービスを有する民間企業

社234

官 学

産

プラチナ社会研究会について

明治時代の「坂の上の雲」、戦後の「所得倍増」「列島改造」は、欧米列強や先進国へ
のキャッチアップが目標であり、多くの国民が共有できるビジョンでした。当社は、物
質的な豊かさが実現し、価値観も多様化した21世紀に目指す社会モデルとして「プ
ラチナ社会構想」を提唱しています。
わが国は今、人口（少子高齢・人口減少・長寿命）、欲求（多様性・成熟・需要不足）、
環境（資源争奪・CO2抑制）、財政（政府債務・国民負担）という4つの困難に直面し
ています。これらの制約を克服して、人々の幸せや社会の持続を目指すビジョンが
プラチナ社会構想です。

プラチナ社会構想とは

プラチナ社会研究会のご案内
当社は、2010年にプラチナ社会研究会を設立し、現在500以上の産官学の会員の皆様との共創を通じて構想実
現に向けた取組を続けています。プラチナ社会を具現化する個別のビジョンと課題を設定し、具体的な解決策
を導出し、実証を重ねながら制度設計を進め、政策や事業などの形で社会への実装を目指すプロセスを進めて
います。政府の地方創生策となった日本版CCRCは、このプロセスを通じた実現例の一つです。
既にプラチナ社会とビジョンを同じくする取り組みや制度は多数生まれていますが、まだそれぞれ単発的で社
会全体に効果が浸透しているとはいえません。構想を実現するには、個別最適や一部を対象とする取り組みで
はなく、ビジョン全体最適で、多くの地域、企業、人々が参加可能な制度やシステムを社会実装することが課題
です。今後は、社会実装に重点を置いた研究会活動を進めていく予定です。
より多くの皆様に、プラチナ社会構想に賛同頂き、実現に向けてともに取組んでいきたいと考えておりますの
で、研究会へのご入会をご検討頂ければ幸いです。

プラチナ社会センター
センター長

内山 旭

1. 誰もが参画・活躍し、生活の質が高く、心豊かな人生を送れる社会
2. 持続可能な経済と制度を実現する社会
 経済：制約を克服した持続的な経済成長モデル
 社会：長期にわたって国民が安心できる社会保障制度
 環境：資源・エネルギー自立と低環境負荷
3. 世界の課題解決に貢献する社会（課題解決先進国）

プラチナ社会のビジョン

1. プラチナ社会に関連する最新動向の情報収集、有識者
との意見交換

2. 個別テーマの社会モデル実装プロセスへの参加
（政策提言、実証事業、事業化）

3. 会員同士の情報交換・ネットワーク形成
（異分野、異業種、同業他社）

4. 上記を通じた新たな事業機会や政策立案のきっかけ

ご入会のメリット
1. 研究会活動への参加
（各社ノウハウや知見の提供、会員同志の交流）

2. 研究会のプロジェクトや分科会の起案・設置
（運営は事務局がご支援します）

ご入会後の期待
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http://platinum.mri.co.jp

プラチナ社会研究会のご案内
プ ラ チ ナ 社 会 の 実 装 を 目 指 し て



お申し込み方法

h t t p : / / p l a t i n u m . m r i . c o . j p / s o c i e t y / a p p l i c a t i o n      

年度会費

本件に関するお問い合わせ先・お申し込み先

株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究会事務局（事務局長：高橋、担当：宇都宮・菅原・原田）
http: //plat inum.mri .co. jp　TEL:03-6705-6009　E-Mai l :p lat inum@mri .co. jp

下記サイトをご覧ください。（サイトからフォーム入力によるお申し込みが可能です）

正会員A  ：民間企業、一般社団法人、一般財団法人 一口5万円（税別）
正会員B  ：地方公共団体や国の機関（賛助会員に該当する機関を除く） 無 料
賛助会員  ：大学、研究機関、公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人 無 料

※ 正会員Aは、一口あたり2名まで参加可能です。

※ 会員の方には、研究会プレゼン資料、プロジェクト提案のご案内等をメール・WEBサイト等でご提供します。

※ 社会実験プロジェクト等参加費は、上記の年度会費とは別にプロジェクト毎にご負担いただくことになります。

※ 各事業分野での競合排除は行いません。研究会から生まれた社会実験プロジェクト等提案の参加者は、都度提案者の意向を
　 踏まえて決定されます。ビジネス、資金の獲得を保証するものではありません。

お申し込み受領後、三菱総研による資格確認があり、1週間をめどに結果通知をいたします。
その後、請求書を発行いたします。（他の支払い方法については、別途、事務局にご相談ください）

愛知県
青森県
青森市（青森県）
厚木市（神奈川県）
奄美市（鹿児島県）
阿見町（茨城県）
荒川区（東京都）
安城市（愛知県）
壱岐市（長崎県）
石岡市（茨城県）
石川県
石垣市（沖縄県）
伊仙町（鹿児島県）
いちき串木野市（鹿児島県）
一関市（岩手県）
茨城県
茨城町（茨城県）
岩手県
うきは市（福岡県）
内灘町（石川県）
宇都宮市（栃木県）
愛媛県
海老名市（神奈川県）
近江八幡市（滋賀県）
大磯町（神奈川県）
大分県
大潟村（秋田県）
大阪府
大島町（東京都）

大田原市（栃木県）
岡山県
岡山市（岡山県）
小田原市（神奈川県）
香川県
掛川市（静岡県）
鹿児島市（鹿児島県）
笠間市（茨城県）
かすみがうら市（茨城県）
上勝町（徳島県）
加美町（宮城県）
鴨川市（千葉県）
軽米町（岩手県）
川崎市（神奈川県）
川西町（山形県）
菊陽町（熊本県）
北九州市（福岡県）
杵築市（大分県）
京丹後市（京都府）
京都市（京都府）
京都府
岐阜県
岐阜市（岐阜県）
草津市（滋賀県）
釧路市（北海道）
熊本県
熊本市（熊本県）
呉市（広島県）
気仙沼市（宮城県）

高知県
高知市（高知県）
小林市（宮崎県）
埼玉県
堺市（大阪府）
佐賀県
佐世保市（長崎県）
佐渡市（新潟県）
山武市（千葉県）
滋賀県
静岡県
静岡市（静岡県）
品川区（東京都）
渋谷区（東京都）
下川町（北海道）
白子町（千葉県）
上越市（新潟県）
瀬戸内市（岡山県）
仙台市（宮城県）
袖ケ浦市（千葉県）
高萩市（茨城県）
滝川市（北海道）
立川市（東京都）
伊達市（福島県）
茅ヶ崎市（神奈川県）
秩父市（埼玉県）
千葉市（千葉県）
つくば市（茨城県）
燕市（新潟県）

都留市（山梨県）
徳島県
鳥取県
富山県
富山市（富山県）
豊田市（愛知県）
豊橋市（愛知県）
那賀町（徳島県）
長崎県
長崎市（長崎県）
流山市（千葉県）
新潟県
新潟市（新潟県）
新居浜市（愛媛県）
西粟倉村（岡山県）
西之表市（鹿児島県）
西宮市（兵庫県）
日南町（鳥取県）
能美市（石川県）
八幡平市（岩手県）
日野市（東京都）
兵庫県
弘前市（青森県）
広島市（広島県）
福井県
福岡県
福島県
福山市（広島県）
藤沢市（神奈川県）

舟形町（山形県）
船橋市（千葉県）
豊後大野市（大分県）
北海道
前橋市（群馬県）
町田市（東京都）
松崎町（静岡県）
松本市（長野県）
松山市（愛媛県）
三重県
三木市（兵庫県）
美里町（埼玉県）
みなかみ町（群馬県）
南伊豆町（静岡県）
南魚沼市（新潟県）
美馬市（徳島県）
宮城県
宮崎県
妙高市（新潟県）
室蘭市（北海道）
山形県
山口市（山口県）
山梨県
横浜市（神奈川県）
四日市市（三重県）
米子市（鳥取県）
和歌山県
和光市（埼玉県）

賛助会員：138組織

自治体会員：153組織

青森公立大学
NPO法人秋田CAPプロジェクト
公立大学法人秋田県立大学
秋田大学
財団法人石川県産業創出支援機構
学校法人茨城キリスト教学園
茨城大学
特定非営利活動法人医療機関支援機構
宇都宮共和大学
特定非営利活動法人海ロマン21
国立大学法人愛媛大学
学校法人新潟総合学院  FSGカレッジリーグ
桜美林大学
桜美林大学加齢・発達研究所
学校法人大妻学院
KAIST（韓国科学技術院)
独立行政法人科学技術振興機構
NPO霞ヶ浦浄化連
神奈川県住宅供給公社
神奈川県立保健福祉大学
金沢大学
川崎市議会
関西学院大学
九州大学
公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター
京都大学
杏林CCRC研究所
熊本大学政策創造研究教育センター
特定非営利活動法人ケアドゥフォーラム
慶應義塾大学
経済産業省
財団法人健康・生きがい開発財団
公益財団法人健康・体力づくり事業財団
国立大学法人高知大学 地域連携推進センター
独立行政法人交通安全環境研究所
神戸大学大学院
国際医療福祉大学大学院
特定非営利活動法人国際社会起業サポートセンター
学校法人国際総合学園
国際大学
国土交通省

特定非営利活動法人才の木
公益法人堺都市政策研究所
公益財団法人笹川スポーツ財団
公益財団法人笹川平和財団
学校法人東教育研究団  事業構想大学院大学
事業創造大学院大学
学校法人自治医科大学　
財団法人自治体国際化協会
学校法人城西大学
国立大学法人信州大学
スウェーデン大使館投資部
国立駿河療養所
公益財団法人Save Earth Foundation
公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団
公立大学法人高崎経済大学
拓殖大学
千葉経済大学
千葉大学
NPO法人中央コリドー情報通信研究所
中央大学
中部大学
筑波大学
公益財団法人つなぐいのち基金
公立大学法人都留文科大学
帝京大学
テンプル大学ジャパンキャンパス
ドイツ日本研究所
東海大学
国立大学法人東京藝術大学
東京大学
東京都市大学
東洋大学
公益財団法人徳島経済研究所
国立大学法人徳島大学
独立行政法人都市再生機構
TOSS中央事務局
社会福祉法人栃木市社会福祉協議会
学校法人獨協学園
鳥取県衛生環境研究所
内閣府経済社会総合研究所
長崎国際大学

長崎総合科学大学
名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター
学校法人新潟総合学園　新潟医療福祉大学
新潟県中魚沼郡津南町議会
新潟県立大学
学校法人新潟総合学院
学校法人新潟総合学園
新潟薬科大学
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会
公益社団法人日本青年会議所
日本文理大学
日本応用老年学会有限責任事業組合
公益社団法人日本工学アカデミー
日本工業大学
公益財団法人日本交通公社
特定非営利活動法人日本語検定委員会
特定非営利活動法人日本シンクタンク・アカデミー
公益社団法人日本トライアスロン連合
NPO法人日本文化教育振興協会
公益財団法人日本離島センター
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
特定非営利活動法人浜松環境フォーラム
特定非営利活動法人バリアフリー協会
弘前大学
独立行政法人物質・材料研究機構
特定非営利活動法人NPO  ブルーアース
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
特定非営利活動法人まちづくり大井
公益社団法人マナーキッズプロジェクト
NPO法人ミラツク
明治大学大学院
文部科学省
公益社団法人やまなし観光推進機構
立教大学立教セカンドステージ大学
学校法人立命館総合企画部
特定非営利活動法人リトルワンズ
NPO法人リブ&リブ
学校法人龍馬学園
和歌山大学
早稲田大学
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企業会員：235組織

有限会社アースコミュニケーションズ
株式会社アーベイン・ケア・クリエイティブ
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
医療法人愛広会
株式会社アイ・シー・アール
株式会社アイ・ティー・ワン
株式会社アイネス
株式会社青森銀行
株式会社秋田銀行
アクティオ株式会社
株式会社アサツーディ・ケイ
株式会社朝日新聞社
株式会社梓設計
株式会社アスリートプランニング
株式会社阿蘇ファームランド
株式会社穴吹工務店
アフラック
株式会社アルファフォーラム
株式会社安藤・間
E・Jホールディングス株式会社
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社伊藤園
伊藤忠都市開発株式会社
株式会社イトーキ
株式会社いなげや
株式会社井之上パブリックリレーションズ
井本建設株式会社
株式会社いよぎん地域経済研究センター
株式会社イルカ
インフォメーションシステムズ株式会社
エア・ウォーター株式会社
ATCプラットフォーム企画合同会社
エームサービス株式会社
株式会社エスエスケイ
株式会社エス・エム・エス
NECネッツエスアイ株式会社
株式会社NHKグローバルメディアサービス
エヌ・デーソフトウェア株式会社
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社
エムエスティ保険サービス株式会社
株式会社エムオーテック
株式会社LSIメディエンス
近江八幡商工会議所
株式会社大林組
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
花王株式会社
鹿島建設株式会社
鹿島建物総合管理株式会社
株式会社カナデン
株式会社カナモト
和建設株式会社
株式会社関電工
株式会社ギークピクチュアズ
九州NSソリューションズ株式会社
株式会社九電工
株式会社協栄
共同印刷株式会社
株式会社協和日成
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社クイック
株式会社熊谷組
クリナップ株式会社
株式会社ぐるなび総研
京王電鉄株式会社
株式会社健康都市デザイン研究所
広友ホールディングス株式会社
株式会社コスモスイニシア
株式会社コミュニティネット
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社コングレ
株式会社サーラコーポレーション
株式会社彩光
株式会社産業経済新聞社
GEジャパン株式会社
株式会社CF-Station
株式会社ジェイティービー

株式会社四国銀行
静岡鉄道株式会社
株式会社シブヤコーポレーション
清水建設株式会社
株式会社社会福祉総合研究所
一般社団法人Japan Innovation Network
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
株式会社JALUX
医療法人社団珠泉会
松竹株式会社
株式会社常陽銀行
株式会社常陽産業研究所
ジョンソンコントロールズ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
株式会社新生銀行
新日鉄興和不動産株式会社
新日本有限責任監査法人
株式会社スマートコミュニティ
NPO法人スマイルクラブ
住友電気工業株式会社
住友林業緑化株式会社
積水化学工業株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社セレスポ
株式会社ゼンリン
綜合警備保障株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大成建設株式会社
大成有楽不動産株式会社
大日本印刷株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和リース株式会社
高砂熱学工業株式会社
株式会社田季野
タキロンシーアイ株式会社
有限会社匠屋
株式会社竹中工務店
株式会社ダスキン
株式会社地球快適化インスティテュート
TSP太陽株式会社
株式会社デンソー
株式会社電通
株式会社電通国際情報サービス
株式会社東急コミュニティー
東急不動産株式会社
東急不動産ホールディングス株式会社
東京海上ホールディングス株式会社
一般社団法人東京霞ヶ浦プラチナプロジェクト
東京共同会計事務所
東京建物株式会社
株式会社東京ドームスポーツ
東京美装興業株式会社
株式会社東芝
東電設計株式会社
東武トップツアーズ株式会社
戸田建設株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社富本設計
株式会社豊田自動織機
トヨタファイナンス株式会社
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
株式会社ナルド
西日本旅客鉄道株式会社
西松建設株式会社
株式会社日刊工業新聞社
株式会社日経BP社
株式会社日建設計シビル
株式会社日本政策投資銀行
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本ケアコミュニケーションズ
一般社団法人日本健康倶楽部
日本コンベンションサービス株式会社
日本トランスシティ株式会社
一般社団法人日本能率協会
日本ビジネスシステムズ株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ヒルティ株式会社

株式会社ニュース・サービス・センター
株式会社ネットフロンティア
野原産業株式会社
株式会社乃村工藝社
野村不動産ホールディングス株式会社
株式会社ハーフ・センチュリー・モア
株式会社博報堂
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社パスポート
株式会社パソナ
医療法人博光会
パナソニック株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社ビザスク
株式会社日比谷花壇
株式会社百五総合研究所
フィリップモリスジャパン株式会社
株式会社福井銀行
株式会社福岡銀行
株式会社フジクラ
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
富士電機株式会社
富士古河E&C株式会社
ブティックス株式会社
医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
医療法人ふらて会
株式会社ボディチューン・パートナーズ
HOYAサービス株式会社
株式会社本間組
株式会社マイスター60
株式会社ミサワホーム総合研究所
ミズノ株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友トラスト基礎研究所
株式会社三井物産戦略研究所
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社三越伊勢丹
三菱地所株式会社
株式会社三菱地所設計
三菱食品株式会社
三菱総研DCS株式会社
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社Minoriソリューションズ
株式会社みんなのまちづくり
明治安田生命保険相互会社
株式会社MOEホールディングス
株式会社ヤクルト本社
株式会社山形銀行
株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ
株式会社ヤマハミュージックジャパン
ユアサ商事株式会社
株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
医療法人養和会
株式会社依佐美
株式会社読売新聞東京本社
株式会社LIXIL シニアライフカンパニー
リポス株式会社
株式会社ルネサンス
一般財団法人ロングステイ財団
株式会社ワークセブン
若築建設株式会社
株式会社ワコール
株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団
ワタミファーム＆エナジー株式会社
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プラチナ社会研究会 参加会員一覧（計526会員） 
 2017年10月10日現在

プロジェクト名
（略称含む）分 野 概  要

まちづくり 日本版CCRCの実現・普及に向けた知見・課題等の共有、情報発信ならびに日本版CCRCを核とした
新たな社会モデル創出を検討します。 ※ 参加登録が必要です。

森林・木材資源の有効活用として注目されている木質バイオマス熱利用について、勉強会、先進事例
視察を通じて学び、事業化について検討します。

マイナンバーカードの交付開始から1年以上が経過し、今年中にはマイナポータルや情報連携の本格
運用が見込まれています。選挙におけるマイナンバー制度の有効活用として、有権者の利便性向上や
選挙事務の効率化方策を検討します。

女性が健康で、長く働き続けることができる社会を実現することを目的に、女性特有の疾患、職場環
境、心理的ストレスといった、健康に特化した労働生産性について明らかにし、“女性版 健康経営指標”
を作成します。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の厚生労
働大臣認定を受けられるよう、切磋琢磨します。

「丸の内で学び地域で輝く」をテーマに、現役世代をターゲットに、セカンドキャリアに向けた「集う場」
「挑戦する場」としての市民大学を開講します。ヨソモノ街おこし、農業、CSV経営など多様な講座と
講師陣が魅力です。 ※ 有料となります。

FITを活かして中小水力発電導入を推進するため、課題と解決方法を幅広い関係者で協議し、連携体制
強化もめざします。

2020年東京オリンピック・パラリンピック等の世界大会を契機に、全国の地域活性化・社会問題解決に
資するレガシー（未来への遺産）を能動的に生み出すための情報発信やプロジェクト活動を行います。 
※ 参加登録が必要です。

自治体におけるAI活用を、自治体の方々と一緒になって考える場として本研究会を設置いたします。
AI活用の促進には、行政情報の標準化も大きな課題です。そこで、研究会の名称を「行政情報標準化・
AI活用研究会」としました。※ 自治体の方のみ参加可能で、参加登録が必要です。

世界からの注目が集まる2020年前後に向けて、「ちがいをちからに」をコンセプトに世界を驚かすよう
な渋谷のまちづくり等アイデアを若者で検討し、行政・企業も含めたオープンイノベーションで具体化を
目指します。

「女性活躍推進」認定を
目指す会

行政情報標準化・
AI活用研究会

マイナンバーを
活用した選挙事務検討

日本版CCRC推進会議

木質バイオマス
熱利用推進

中小水力発電

レガシー共創協議会

渋谷民100人未来共創

丸の内プラチナ大学

産 業

ライフ
スタイル

複 合

分科会名分 野 概  要

まちづくり 全国の公共施設の維持管理・有効活用において、施設の複合化・多機能化が大きなテーマとなって
おり、その基本的考え方、具体的な方法論、事例をとりあげ、検討・提案を行います。

自治体及び地方シンクタンク、地域金融機関が集まり、地域のインバウンド振興推進のプラット
フォーム（最新情報共有、意見交換など）として活動します。

都市部の大企業に、一定期間地方でリモートワークを推奨する「逆参勤交代構想」は、働き方改革、
地方創生、企業の新規事業、地方大学の活性化という民公産学の四方一両得のチャンスがあります。
本分科会では実現に向けた政策やビジネスアイディアを産官学で討議します。

公共施設マネジメント

インバウンド振興研究

逆参勤交代構想

産 業

プラチナ社会実現に向け「実装（政策化・事業化）」を目指すテーマについて、構想策定から
機運醸成、具現化の仕組み作り等実装の流れを加速する取り組みを実施します。

プロジェクト

プラチナ社会実現に向けた課題や社会モデルをより深く検討するために、
特定のテーマについての情報収集・共有を目的とした分科会を開催します。

分科会

ライフ
スタイル
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課題解決に向けた提案だけでな
く、提案を実現させる『実装活動』
に注力

プロジェクト・分科会の検討成果
を会員に広く深く共有し、参加・
実装を促進

鮮度の高い情報、三菱総研として
注目している情報をタイムリーに
発信

会員相互コミュニケーションを
活性化し、新たな課題やパートナー
の発見を促進

活動方針

活動内容

プラチナ社会の具現化を
加速するため、実装をより重視 情報発信機能の強化

■ 引き続き「分科会」を開催
■ 総会とは別にセミナー
  （新設）を開催

「プロジェクト」の創設

総会での企画説明・活動内容
報告を充実

交流会（新設）の開催

会員相互の交流機会の充実

第8期（2017年度）の活動
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分科会/プロジェクトテーマへの会員の皆様の
参加・協業を促進することを目的として、分科
会/プロジェクトの企画発表、成果報告会の開
催を行います。（年３回実施予定）

総 会

セミナー

交流会

「プラチナ社会」に関わる最新情報の共有、浸
透、実装の促進を目的として、弊社研究員、社
外有識者による旬なテーマに関する情報提供、
登壇者によるパネルディスカッションを実施し
ます。（年３回実施予定）

各回設定テーマに対し、会員による会員向けプ
レゼンテーションを実施し、設定テーマに関す
る情報交換を行い、研究会会員同士の交流、社
会課題の深掘りと解決策の探索、新たなプロ
ジェクト・分科会のテーマ探索を促進します。

プラチナ社会研究会のあゆみ
2010年
 4月 発足会（2010年度第1回研究会総会）
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 先進事例視察報告・総合特区制度について
2011年
 5月 2011年度第1回研究会総会： 「スウェーデンに学ぶ統合的都市開発手法と21世紀の課題を克服するプラチナシティ」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 8月 第3回研究会総会： 「デンマークに学ぶポジティブなデザインとライフスタイル」
 12月 第4回研究会総会： 研究会活動報告、「東日本大震災からの復興の推進」
2012年
 4月 2012年度第1回研究会総会： 「新シニアライフスタイル元年」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 「エネルギー・復興の動向と新たなライフスタイル追求」
2013年
 2月 第4回研究会総会：「少子高齢化・自然災害に対する我が国の新戦略」
 4月 2013年度第1回研究会総会：「全員参加型社会とビジネス機会」
 6月 第2回研究会総会：「スウェーデンの雇用政策と全員参加型社会」
 10月 第3回研究会総会：「再生可能エネルギー/木材需要拡大」
2014年
 1月 第4回研究会総会：「成長戦略と地域発ものづくり革命」
 4月 2014年度第1回研究会総会：「2020年に向けた新たな挑戦」
 6月 第2回研究会総会：「ジャパン・クオリティを活かした国際戦略」
 10月 第3回研究会総会：「少子化対策と地方創生」
2015年
 2月 第4回研究会総会：「2014年度活動報告」
 4月 2015年度第1回研究会総会：「プラチナ第2ステージへ」
 7月 第2回研究会総会：「未来社会の到来に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「デジタルイノベーションのインパクト」
2016年
 2月 第4回研究会総会：「生活者の意識変化と働き方の未来」
 4月 2016年度第1回研究会総会：「資源有効活用による豊かな社会づくりと事業創出」
 8月 第2回研究会総会：「サーキュラー・エコノミーの実現に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「社員の新たな可能性を見出す仕組みづくり」
2017年
 3月 第4回研究会総会：「保有資源を有効に活用した地域づくり」
 6月 2017年度第1回研究会総会：「プラチナ社会実現に向けた新たな取り組み」
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プラチナ社会研究会

高度な専門知識を持つ
大学・研究機関

機関133
国内外の地域が
参加する自治体・官庁

団体158

多彩な先進技術・商品・
サービスを有する民間企業

社235

官 学

産

プラチナ社会研究会について

明治時代の「坂の上の雲」、戦後の「所得倍増」「列島改造」は、欧米列強や先進国へ
のキャッチアップが目標であり、多くの国民が共有できるビジョンでした。当社は、物
質的な豊かさが実現し、価値観も多様化した21世紀に目指す社会モデルとして「プ
ラチナ社会構想」を提唱しています。
わが国は今、人口（少子高齢・人口減少・長寿命）、欲求（多様性・成熟・需要不足）、
環境（資源争奪・CO2抑制）、財政（政府債務・国民負担）という4つの困難に直面し
ています。これらの制約を克服して、人々の幸せや社会の持続を目指すビジョンが
プラチナ社会構想です。

プラチナ社会構想とは

プラチナ社会研究会のご案内
当社は、2010年にプラチナ社会研究会を設立し、現在500以上の産官学の会員の皆様との共創を通じて構想実
現に向けた取組を続けています。プラチナ社会を具現化する個別のビジョンと課題を設定し、具体的な解決策
を導出し、実証を重ねながら制度設計を進め、政策や事業などの形で社会への実装を目指すプロセスを進めて
います。政府の地方創生策となった日本版CCRCは、このプロセスを通じた実現例の一つです。
既にプラチナ社会とビジョンを同じくする取り組みや制度は多数生まれていますが、まだそれぞれ単発的で社
会全体に効果が浸透しているとはいえません。構想を実現するには、個別最適や一部を対象とする取り組みで
はなく、ビジョン全体最適で、多くの地域、企業、人々が参加可能な制度やシステムを社会実装することが課題
です。今後は、社会実装に重点を置いた研究会活動を進めていく予定です。
より多くの皆様に、プラチナ社会構想に賛同頂き、実現に向けてともに取組んでいきたいと考えておりますの
で、研究会へのご入会をご検討頂ければ幸いです。

プラチナ社会センター
センター長

内山 旭

1. 誰もが参画・活躍し、生活の質が高く、心豊かな人生を送れる社会
2. 持続可能な経済と制度を実現する社会
 経済：制約を克服した持続的な経済成長モデル
 社会：長期にわたって国民が安心できる社会保障制度
 環境：資源・エネルギー自立と低環境負荷
3. 世界の課題解決に貢献する社会（課題解決先進国）

プラチナ社会のビジョン

1. プラチナ社会に関連する最新動向の情報収集、有識者
との意見交換

2. 個別テーマの社会モデル実装プロセスへの参加
（政策提言、実証事業、事業化）

3. 会員同士の情報交換・ネットワーク形成
（異分野、異業種、同業他社）

4. 上記を通じた新たな事業機会や政策立案のきっかけ

ご入会のメリット
1. 研究会活動への参加
（各社ノウハウや知見の提供、会員同志の交流）

2. 研究会のプロジェクトや分科会の起案・設置
（運営は事務局がご支援します）

ご入会後の期待
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http://platinum.mri.co.jp

プラチナ社会研究会のご案内
プ ラ チ ナ 社 会 の 実 装 を 目 指 し て







お申し込み方法

h t t p : / / p l a t i n u m . m r i . c o . j p / s o c i e t y / a p p l i c a t i o n      

年度会費

本件に関するお問い合わせ先・お申し込み先

株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究会事務局（事務局長：高橋、担当：宇都宮・菅原・原田）
http: //plat inum.mri .co. jp　TEL:03-6705-6009　E-Mai l :p lat inum@mri .co. jp

下記サイトをご覧ください。（サイトからフォーム入力によるお申し込みが可能です）

正会員A  ：民間企業、一般社団法人、一般財団法人 一口5万円（税別）
正会員B  ：地方公共団体や国の機関（賛助会員に該当する機関を除く） 無 料
賛助会員  ：大学、研究機関、公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人 無 料

※ 正会員Aは、一口あたり2名まで参加可能です。

※ 会員の方には、研究会プレゼン資料、プロジェクト提案のご案内等をメール・WEBサイト等でご提供します。

※ 社会実験プロジェクト等参加費は、上記の年度会費とは別にプロジェクト毎にご負担いただくことになります。

※ 各事業分野での競合排除は行いません。研究会から生まれた社会実験プロジェクト等提案の参加者は、都度提案者の意向を
　 踏まえて決定されます。ビジネス、資金の獲得を保証するものではありません。

お申し込み受領後、三菱総研による資格確認があり、1週間をめどに結果通知をいたします。
その後、請求書を発行いたします。（他の支払い方法については、別途、事務局にご相談ください）

愛知県
青森県
青森市（青森県）
厚木市（神奈川県）
奄美市（鹿児島県）
阿見町（茨城県）
荒川区（東京都）
安城市（愛知県）
壱岐市（長崎県）
石岡市（茨城県）
石川県
石垣市（沖縄県）
伊仙町（鹿児島県）
いちき串木野市（鹿児島県）
一関市（岩手県）
茨城県
茨城町（茨城県）
岩手県
うきは市（福岡県）
内灘町（石川県）
宇都宮市（栃木県）
愛媛県
海老名市（神奈川県）
近江八幡市（滋賀県）
大磯町（神奈川県）
大分県
大潟村（秋田県）
大阪府
大島町（東京都）

大田原市（栃木県）
岡山県
岡山市（岡山県）
小田原市（神奈川県）
香川県
掛川市（静岡県）
鹿児島市（鹿児島県）
笠間市（茨城県）
かすみがうら市（茨城県）
上勝町（徳島県）
加美町（宮城県）
鴨川市（千葉県）
軽米町（岩手県）
川崎市（神奈川県）
川西町（山形県）
菊陽町（熊本県）
北九州市（福岡県）
杵築市（大分県）
京丹後市（京都府）
京都市（京都府）
京都府
岐阜県
岐阜市（岐阜県）
草津市（滋賀県）
釧路市（北海道）
熊本県
熊本市（熊本県）
呉市（広島県）
気仙沼市（宮城県）

高知県
高知市（高知県）
小林市（宮崎県）
埼玉県
堺市（大阪府）
佐賀県
佐世保市（長崎県）
佐渡市（新潟県）
山武市（千葉県）
滋賀県
静岡県
静岡市（静岡県）
品川区（東京都）
渋谷区（東京都）
下川町（北海道）
白子町（千葉県）
上越市（新潟県）
瀬戸内市（岡山県）
仙台市（宮城県）
袖ケ浦市（千葉県）
高萩市（茨城県）
滝川市（北海道）
立川市（東京都）
伊達市（福島県）
茅ヶ崎市（神奈川県）
秩父市（埼玉県）
千葉市（千葉県）
つくば市（茨城県）
燕市（新潟県）

都留市（山梨県）
徳島県
鳥取県
富山県
富山市（富山県）
豊田市（愛知県）
豊橋市（愛知県）
那賀町（徳島県）
長崎県
長崎市（長崎県）
流山市（千葉県）
新潟県
新潟市（新潟県）
新居浜市（愛媛県）
西粟倉村（岡山県）
西之表市（鹿児島県）
西宮市（兵庫県）
日南町（鳥取県）
能美市（石川県）
八幡平市（岩手県）
日野市（東京都）
兵庫県
弘前市（青森県）
広島市（広島県）
福井県
福岡県
福島県
福山市（広島県）
藤沢市（神奈川県）

舟形町（山形県）
船橋市（千葉県）
豊後大野市（大分県）
北海道
前橋市（群馬県）
町田市（東京都）
松崎町（静岡県）
松本市（長野県）
松山市（愛媛県）
三重県
三木市（兵庫県）
美里町（埼玉県）
みなかみ町（群馬県）
南伊豆町（静岡県）
南魚沼市（新潟県）
美馬市（徳島県）
宮城県
宮崎県
妙高市（新潟県）
室蘭市（北海道）
山形県
山口市（山口県）
山梨県
横浜市（神奈川県）
四日市市（三重県）
米子市（鳥取県）
和歌山県
和光市（埼玉県）

賛助会員：138組織

自治体会員：153組織

青森公立大学
NPO法人秋田CAPプロジェクト
公立大学法人秋田県立大学
秋田大学
財団法人石川県産業創出支援機構
学校法人茨城キリスト教学園
茨城大学
特定非営利活動法人医療機関支援機構
宇都宮共和大学
特定非営利活動法人海ロマン21
国立大学法人愛媛大学
学校法人新潟総合学院  FSGカレッジリーグ
桜美林大学
桜美林大学加齢・発達研究所
学校法人大妻学院
KAIST（韓国科学技術院)
独立行政法人科学技術振興機構
NPO霞ヶ浦浄化連
神奈川県住宅供給公社
神奈川県立保健福祉大学
金沢大学
川崎市議会
関西学院大学
九州大学
公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター
京都大学
杏林CCRC研究所
熊本大学政策創造研究教育センター
特定非営利活動法人ケアドゥフォーラム
慶應義塾大学
経済産業省
財団法人健康・生きがい開発財団
公益財団法人健康・体力づくり事業財団
国立大学法人高知大学 地域連携推進センター
独立行政法人交通安全環境研究所
神戸大学大学院
国際医療福祉大学大学院
特定非営利活動法人国際社会起業サポートセンター
学校法人国際総合学園
国際大学
国土交通省

特定非営利活動法人才の木
公益法人堺都市政策研究所
公益財団法人笹川スポーツ財団
公益財団法人笹川平和財団
学校法人東教育研究団  事業構想大学院大学
事業創造大学院大学
学校法人自治医科大学　
財団法人自治体国際化協会
学校法人城西大学
国立大学法人信州大学
スウェーデン大使館投資部
国立駿河療養所
公益財団法人Save Earth Foundation
公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団
公立大学法人高崎経済大学
拓殖大学
千葉経済大学
千葉大学
NPO法人中央コリドー情報通信研究所
中央大学
中部大学
筑波大学
公益財団法人つなぐいのち基金
公立大学法人都留文科大学
帝京大学
テンプル大学ジャパンキャンパス
ドイツ日本研究所
東海大学
国立大学法人東京藝術大学
東京大学
東京都市大学
東洋大学
公益財団法人徳島経済研究所
国立大学法人徳島大学
独立行政法人都市再生機構
TOSS中央事務局
社会福祉法人栃木市社会福祉協議会
学校法人獨協学園
鳥取県衛生環境研究所
内閣府経済社会総合研究所
長崎国際大学

長崎総合科学大学
名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター
学校法人新潟総合学園　新潟医療福祉大学
新潟県中魚沼郡津南町議会
新潟県立大学
学校法人新潟総合学院
学校法人新潟総合学園
新潟薬科大学
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会
公益社団法人日本青年会議所
日本文理大学
日本応用老年学会有限責任事業組合
公益社団法人日本工学アカデミー
日本工業大学
公益財団法人日本交通公社
特定非営利活動法人日本語検定委員会
特定非営利活動法人日本シンクタンク・アカデミー
公益社団法人日本トライアスロン連合
NPO法人日本文化教育振興協会
公益財団法人日本離島センター
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
特定非営利活動法人浜松環境フォーラム
特定非営利活動法人バリアフリー協会
弘前大学
独立行政法人物質・材料研究機構
特定非営利活動法人NPO  ブルーアース
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
特定非営利活動法人まちづくり大井
公益社団法人マナーキッズプロジェクト
NPO法人ミラツク
明治大学大学院
文部科学省
公益社団法人やまなし観光推進機構
立教大学立教セカンドステージ大学
学校法人立命館総合企画部
特定非営利活動法人リトルワンズ
NPO法人リブ&リブ
学校法人龍馬学園
和歌山大学
早稲田大学
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企業会員：235組織

有限会社アースコミュニケーションズ
株式会社アーベイン・ケア・クリエイティブ
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
医療法人愛広会
株式会社アイ・シー・アール
株式会社アイ・ティー・ワン
株式会社アイネス
株式会社青森銀行
株式会社秋田銀行
アクティオ株式会社
株式会社アサツーディ・ケイ
株式会社朝日新聞社
株式会社梓設計
株式会社アスリートプランニング
株式会社阿蘇ファームランド
株式会社穴吹工務店
アフラック
株式会社アルファフォーラム
株式会社安藤・間
E・Jホールディングス株式会社
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社伊藤園
伊藤忠都市開発株式会社
株式会社イトーキ
株式会社いなげや
株式会社井之上パブリックリレーションズ
井本建設株式会社
株式会社いよぎん地域経済研究センター
株式会社イルカ
インフォメーションシステムズ株式会社
エア・ウォーター株式会社
ATCプラットフォーム企画合同会社
エームサービス株式会社
株式会社エスエスケイ
株式会社エス・エム・エス
NECネッツエスアイ株式会社
株式会社NHKグローバルメディアサービス
エヌ・デーソフトウェア株式会社
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社
エムエスティ保険サービス株式会社
株式会社エムオーテック
株式会社LSIメディエンス
近江八幡商工会議所
株式会社大林組
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
花王株式会社
鹿島建設株式会社
鹿島建物総合管理株式会社
株式会社カナデン
株式会社カナモト
和建設株式会社
株式会社関電工
株式会社ギークピクチュアズ
九州NSソリューションズ株式会社
株式会社九電工
株式会社協栄
共同印刷株式会社
株式会社協和日成
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社クイック
株式会社熊谷組
クリナップ株式会社
株式会社ぐるなび総研
京王電鉄株式会社
株式会社健康都市デザイン研究所
広友ホールディングス株式会社
株式会社コスモスイニシア
株式会社コミュニティネット
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社コングレ
株式会社サーラコーポレーション
株式会社彩光
株式会社産業経済新聞社
GEジャパン株式会社
株式会社CF-Station
株式会社ジェイティービー

株式会社四国銀行
静岡鉄道株式会社
株式会社シブヤコーポレーション
清水建設株式会社
株式会社社会福祉総合研究所
一般社団法人Japan Innovation Network
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
株式会社JALUX
医療法人社団珠泉会
松竹株式会社
株式会社常陽銀行
株式会社常陽産業研究所
ジョンソンコントロールズ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
株式会社新生銀行
新日鉄興和不動産株式会社
新日本有限責任監査法人
株式会社スマートコミュニティ
NPO法人スマイルクラブ
住友電気工業株式会社
住友林業緑化株式会社
積水化学工業株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社セレスポ
株式会社ゼンリン
綜合警備保障株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大成建設株式会社
大成有楽不動産株式会社
大日本印刷株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和リース株式会社
高砂熱学工業株式会社
株式会社田季野
タキロンシーアイ株式会社
有限会社匠屋
株式会社竹中工務店
株式会社ダスキン
株式会社地球快適化インスティテュート
TSP太陽株式会社
株式会社デンソー
株式会社電通
株式会社電通国際情報サービス
株式会社東急コミュニティー
東急不動産株式会社
東急不動産ホールディングス株式会社
東京海上ホールディングス株式会社
一般社団法人東京霞ヶ浦プラチナプロジェクト
東京共同会計事務所
東京建物株式会社
株式会社東京ドームスポーツ
東京美装興業株式会社
株式会社東芝
東電設計株式会社
東武トップツアーズ株式会社
戸田建設株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社富本設計
株式会社豊田自動織機
トヨタファイナンス株式会社
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
株式会社ナルド
西日本旅客鉄道株式会社
西松建設株式会社
株式会社日刊工業新聞社
株式会社日経BP社
株式会社日建設計シビル
株式会社日本政策投資銀行
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本ケアコミュニケーションズ
一般社団法人日本健康倶楽部
日本コンベンションサービス株式会社
日本トランスシティ株式会社
一般社団法人日本能率協会
日本ビジネスシステムズ株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ヒルティ株式会社

株式会社ニュース・サービス・センター
株式会社ネットフロンティア
野原産業株式会社
株式会社乃村工藝社
野村不動産ホールディングス株式会社
株式会社ハーフ・センチュリー・モア
株式会社博報堂
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社パスポート
株式会社パソナ
医療法人博光会
パナソニック株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社ビザスク
株式会社日比谷花壇
株式会社百五総合研究所
フィリップモリスジャパン株式会社
株式会社福井銀行
株式会社福岡銀行
株式会社フジクラ
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
富士電機株式会社
富士古河E&C株式会社
ブティックス株式会社
医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
医療法人ふらて会
株式会社ボディチューン・パートナーズ
HOYAサービス株式会社
株式会社本間組
株式会社マイスター60
株式会社ミサワホーム総合研究所
ミズノ株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友トラスト基礎研究所
株式会社三井物産戦略研究所
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社三越伊勢丹
三菱地所株式会社
株式会社三菱地所設計
三菱食品株式会社
三菱総研DCS株式会社
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社Minoriソリューションズ
株式会社みんなのまちづくり
明治安田生命保険相互会社
株式会社MOEホールディングス
株式会社ヤクルト本社
株式会社山形銀行
株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ
株式会社ヤマハミュージックジャパン
ユアサ商事株式会社
株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
医療法人養和会
株式会社依佐美
株式会社読売新聞東京本社
株式会社LIXIL シニアライフカンパニー
リポス株式会社
株式会社ルネサンス
一般財団法人ロングステイ財団
株式会社ワークセブン
若築建設株式会社
株式会社ワコール
株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団
ワタミファーム＆エナジー株式会社

5

プラチナ社会研究会 参加会員一覧（計526会員） 
 2017年10月10日現在

プロジェクト名
（略称含む）分 野 概  要

まちづくり 日本版CCRCの実現・普及に向けた知見・課題等の共有、情報発信ならびに日本版CCRCを核とした
新たな社会モデル創出を検討します。 ※ 参加登録が必要です。

森林・木材資源の有効活用として注目されている木質バイオマス熱利用について、勉強会、先進事例
視察を通じて学び、事業化について検討します。

マイナンバーカードの交付開始から1年以上が経過し、今年中にはマイナポータルや情報連携の本格
運用が見込まれています。選挙におけるマイナンバー制度の有効活用として、有権者の利便性向上や
選挙事務の効率化方策を検討します。

女性が健康で、長く働き続けることができる社会を実現することを目的に、女性特有の疾患、職場環
境、心理的ストレスといった、健康に特化した労働生産性について明らかにし、“女性版 健康経営指標”
を作成します。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の厚生労
働大臣認定を受けられるよう、切磋琢磨します。

「丸の内で学び地域で輝く」をテーマに、現役世代をターゲットに、セカンドキャリアに向けた「集う場」
「挑戦する場」としての市民大学を開講します。ヨソモノ街おこし、農業、CSV経営など多様な講座と
講師陣が魅力です。 ※ 有料となります。

FITを活かして中小水力発電導入を推進するため、課題と解決方法を幅広い関係者で協議し、連携体制
強化もめざします。

2020年東京オリンピック・パラリンピック等の世界大会を契機に、全国の地域活性化・社会問題解決に
資するレガシー（未来への遺産）を能動的に生み出すための情報発信やプロジェクト活動を行います。 
※ 参加登録が必要です。

自治体におけるAI活用を、自治体の方々と一緒になって考える場として本研究会を設置いたします。
AI活用の促進には、行政情報の標準化も大きな課題です。そこで、研究会の名称を「行政情報標準化・
AI活用研究会」としました。※ 自治体の方のみ参加可能で、参加登録が必要です。

世界からの注目が集まる2020年前後に向けて、「ちがいをちからに」をコンセプトに世界を驚かすよう
な渋谷のまちづくり等アイデアを若者で検討し、行政・企業も含めたオープンイノベーションで具体化を
目指します。

「女性活躍推進」認定を
目指す会

行政情報標準化・
AI活用研究会

マイナンバーを
活用した選挙事務検討

日本版CCRC推進会議

木質バイオマス
熱利用推進

中小水力発電

レガシー共創協議会

渋谷民100人未来共創

丸の内プラチナ大学

産 業

ライフ
スタイル

複 合

分科会名分 野 概  要

まちづくり 全国の公共施設の維持管理・有効活用において、施設の複合化・多機能化が大きなテーマとなって
おり、その基本的考え方、具体的な方法論、事例をとりあげ、検討・提案を行います。

自治体及び地方シンクタンク、地域金融機関が集まり、地域のインバウンド振興推進のプラット
フォーム（最新情報共有、意見交換など）として活動します。

都市部の大企業に、一定期間地方でリモートワークを推奨する「逆参勤交代構想」は、働き方改革、
地方創生、企業の新規事業、地方大学の活性化という民公産学の四方一両得のチャンスがあります。
本分科会では実現に向けた政策やビジネスアイディアを産官学で討議します。

公共施設マネジメント

インバウンド振興研究

逆参勤交代構想

産 業

プラチナ社会実現に向け「実装（政策化・事業化）」を目指すテーマについて、構想策定から
機運醸成、具現化の仕組み作り等実装の流れを加速する取り組みを実施します。

プロジェクト

プラチナ社会実現に向けた課題や社会モデルをより深く検討するために、
特定のテーマについての情報収集・共有を目的とした分科会を開催します。

分科会

ライフ
スタイル
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課題解決に向けた提案だけでな
く、提案を実現させる『実装活動』
に注力

プロジェクト・分科会の検討成果
を会員に広く深く共有し、参加・
実装を促進

鮮度の高い情報、三菱総研として
注目している情報をタイムリーに
発信

会員相互コミュニケーションを
活性化し、新たな課題やパートナー
の発見を促進

活動方針

活動内容

プラチナ社会の具現化を
加速するため、実装をより重視 情報発信機能の強化

■ 引き続き「分科会」を開催
■ 総会とは別にセミナー
  （新設）を開催

「プロジェクト」の創設

総会での企画説明・活動内容
報告を充実

交流会（新設）の開催

会員相互の交流機会の充実

第8期（2017年度）の活動

3

分科会/プロジェクトテーマへの会員の皆様の
参加・協業を促進することを目的として、分科
会/プロジェクトの企画発表、成果報告会の開
催を行います。（年３回実施予定）

総 会

セミナー

交流会

「プラチナ社会」に関わる最新情報の共有、浸
透、実装の促進を目的として、弊社研究員、社
外有識者による旬なテーマに関する情報提供、
登壇者によるパネルディスカッションを実施し
ます。（年３回実施予定）

各回設定テーマに対し、会員による会員向けプ
レゼンテーションを実施し、設定テーマに関す
る情報交換を行い、研究会会員同士の交流、社
会課題の深掘りと解決策の探索、新たなプロ
ジェクト・分科会のテーマ探索を促進します。

プラチナ社会研究会のあゆみ
2010年
 4月 発足会（2010年度第1回研究会総会）
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 先進事例視察報告・総合特区制度について
2011年
 5月 2011年度第1回研究会総会： 「スウェーデンに学ぶ統合的都市開発手法と21世紀の課題を克服するプラチナシティ」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 8月 第3回研究会総会： 「デンマークに学ぶポジティブなデザインとライフスタイル」
 12月 第4回研究会総会： 研究会活動報告、「東日本大震災からの復興の推進」
2012年
 4月 2012年度第1回研究会総会： 「新シニアライフスタイル元年」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 「エネルギー・復興の動向と新たなライフスタイル追求」
2013年
 2月 第4回研究会総会：「少子高齢化・自然災害に対する我が国の新戦略」
 4月 2013年度第1回研究会総会：「全員参加型社会とビジネス機会」
 6月 第2回研究会総会：「スウェーデンの雇用政策と全員参加型社会」
 10月 第3回研究会総会：「再生可能エネルギー/木材需要拡大」
2014年
 1月 第4回研究会総会：「成長戦略と地域発ものづくり革命」
 4月 2014年度第1回研究会総会：「2020年に向けた新たな挑戦」
 6月 第2回研究会総会：「ジャパン・クオリティを活かした国際戦略」
 10月 第3回研究会総会：「少子化対策と地方創生」
2015年
 2月 第4回研究会総会：「2014年度活動報告」
 4月 2015年度第1回研究会総会：「プラチナ第2ステージへ」
 7月 第2回研究会総会：「未来社会の到来に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「デジタルイノベーションのインパクト」
2016年
 2月 第4回研究会総会：「生活者の意識変化と働き方の未来」
 4月 2016年度第1回研究会総会：「資源有効活用による豊かな社会づくりと事業創出」
 8月 第2回研究会総会：「サーキュラー・エコノミーの実現に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「社員の新たな可能性を見出す仕組みづくり」
2017年
 3月 第4回研究会総会：「保有資源を有効に活用した地域づくり」
 6月 2017年度第1回研究会総会：「プラチナ社会実現に向けた新たな取り組み」
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プラチナ社会研究会

高度な専門知識を持つ
大学・研究機関

機関133
国内外の地域が
参加する自治体・官庁

団体158

多彩な先進技術・商品・
サービスを有する民間企業

社235

官 学

産

プラチナ社会研究会について

明治時代の「坂の上の雲」、戦後の「所得倍増」「列島改造」は、欧米列強や先進国へ
のキャッチアップが目標であり、多くの国民が共有できるビジョンでした。当社は、物
質的な豊かさが実現し、価値観も多様化した21世紀に目指す社会モデルとして「プ
ラチナ社会構想」を提唱しています。
わが国は今、人口（少子高齢・人口減少・長寿命）、欲求（多様性・成熟・需要不足）、
環境（資源争奪・CO2抑制）、財政（政府債務・国民負担）という4つの困難に直面し
ています。これらの制約を克服して、人々の幸せや社会の持続を目指すビジョンが
プラチナ社会構想です。

プラチナ社会構想とは

プラチナ社会研究会のご案内
当社は、2010年にプラチナ社会研究会を設立し、現在500以上の産官学の会員の皆様との共創を通じて構想実
現に向けた取組を続けています。プラチナ社会を具現化する個別のビジョンと課題を設定し、具体的な解決策
を導出し、実証を重ねながら制度設計を進め、政策や事業などの形で社会への実装を目指すプロセスを進めて
います。政府の地方創生策となった日本版CCRCは、このプロセスを通じた実現例の一つです。
既にプラチナ社会とビジョンを同じくする取り組みや制度は多数生まれていますが、まだそれぞれ単発的で社
会全体に効果が浸透しているとはいえません。構想を実現するには、個別最適や一部を対象とする取り組みで
はなく、ビジョン全体最適で、多くの地域、企業、人々が参加可能な制度やシステムを社会実装することが課題
です。今後は、社会実装に重点を置いた研究会活動を進めていく予定です。
より多くの皆様に、プラチナ社会構想に賛同頂き、実現に向けてともに取組んでいきたいと考えておりますの
で、研究会へのご入会をご検討頂ければ幸いです。

プラチナ社会センター
センター長

内山 旭

1. 誰もが参画・活躍し、生活の質が高く、心豊かな人生を送れる社会
2. 持続可能な経済と制度を実現する社会
 経済：制約を克服した持続的な経済成長モデル
 社会：長期にわたって国民が安心できる社会保障制度
 環境：資源・エネルギー自立と低環境負荷
3. 世界の課題解決に貢献する社会（課題解決先進国）

プラチナ社会のビジョン

1. プラチナ社会に関連する最新動向の情報収集、有識者
との意見交換

2. 個別テーマの社会モデル実装プロセスへの参加
（政策提言、実証事業、事業化）

3. 会員同士の情報交換・ネットワーク形成
（異分野、異業種、同業他社）

4. 上記を通じた新たな事業機会や政策立案のきっかけ

ご入会のメリット
1. 研究会活動への参加
（各社ノウハウや知見の提供、会員同志の交流）

2. 研究会のプロジェクトや分科会の起案・設置
（運営は事務局がご支援します）

ご入会後の期待
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http://platinum.mri.co.jp

プラチナ社会研究会のご案内
プ ラ チ ナ 社 会 の 実 装 を 目 指 し て



お申し込み方法

h t t p : / / p l a t i n u m . m r i . c o . j p / s o c i e t y / a p p l i c a t i o n      

年度会費

本件に関するお問い合わせ先・お申し込み先

株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究会事務局（事務局長：高橋、担当：宇都宮・菅原・原田）
http: //plat inum.mri .co. jp　TEL:03-6705-6009　E-Mai l :p lat inum@mri .co. jp

下記サイトをご覧ください。（サイトからフォーム入力によるお申し込みが可能です）

正会員A  ：民間企業、一般社団法人、一般財団法人 一口5万円（税別）
正会員B  ：地方公共団体や国の機関（賛助会員に該当する機関を除く） 無 料
賛助会員  ：大学、研究機関、公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人 無 料

※ 正会員Aは、一口あたり2名まで参加可能です。

※ 会員の方には、研究会プレゼン資料、プロジェクト提案のご案内等をメール・WEBサイト等でご提供します。

※ 社会実験プロジェクト等参加費は、上記の年度会費とは別にプロジェクト毎にご負担いただくことになります。

※ 各事業分野での競合排除は行いません。研究会から生まれた社会実験プロジェクト等提案の参加者は、都度提案者の意向を
　 踏まえて決定されます。ビジネス、資金の獲得を保証するものではありません。

お申し込み受領後、三菱総研による資格確認があり、1週間をめどに結果通知をいたします。
その後、請求書を発行いたします。（他の支払い方法については、別途、事務局にご相談ください）

愛知県
青森県
青森市（青森県）
厚木市（神奈川県）
奄美市（鹿児島県）
阿見町（茨城県）
荒川区（東京都）
安城市（愛知県）
壱岐市（長崎県）
石岡市（茨城県）
石川県
石垣市（沖縄県）
伊仙町（鹿児島県）
いちき串木野市（鹿児島県）
一関市（岩手県）
茨城県
茨城町（茨城県）
岩手県
うきは市（福岡県）
内灘町（石川県）
宇都宮市（栃木県）
愛媛県
海老名市（神奈川県）
近江八幡市（滋賀県）
大磯町（神奈川県）
大分県
大潟村（秋田県）
大阪府
大島町（東京都）

大田原市（栃木県）
岡山県
岡山市（岡山県）
小田原市（神奈川県）
香川県
掛川市（静岡県）
鹿児島市（鹿児島県）
笠間市（茨城県）
かすみがうら市（茨城県）
上勝町（徳島県）
加美町（宮城県）
鴨川市（千葉県）
軽米町（岩手県）
川崎市（神奈川県）
川西町（山形県）
菊陽町（熊本県）
北九州市（福岡県）
杵築市（大分県）
京丹後市（京都府）
京都市（京都府）
京都府
岐阜県
岐阜市（岐阜県）
草津市（滋賀県）
釧路市（北海道）
熊本県
熊本市（熊本県）
呉市（広島県）
気仙沼市（宮城県）

高知県
高知市（高知県）
小林市（宮崎県）
埼玉県
堺市（大阪府）
佐賀県
佐世保市（長崎県）
佐渡市（新潟県）
山武市（千葉県）
滋賀県
静岡県
静岡市（静岡県）
品川区（東京都）
渋谷区（東京都）
下川町（北海道）
白子町（千葉県）
上越市（新潟県）
瀬戸内市（岡山県）
仙台市（宮城県）
袖ケ浦市（千葉県）
高萩市（茨城県）
滝川市（北海道）
立川市（東京都）
伊達市（福島県）
茅ヶ崎市（神奈川県）
秩父市（埼玉県）
千葉市（千葉県）
つくば市（茨城県）
燕市（新潟県）

都留市（山梨県）
徳島県
鳥取県
富山県
富山市（富山県）
豊田市（愛知県）
豊橋市（愛知県）
那賀町（徳島県）
長崎県
長崎市（長崎県）
流山市（千葉県）
新潟県
新潟市（新潟県）
新居浜市（愛媛県）
西粟倉村（岡山県）
西之表市（鹿児島県）
西宮市（兵庫県）
日南町（鳥取県）
能美市（石川県）
八幡平市（岩手県）
日野市（東京都）
兵庫県
弘前市（青森県）
広島市（広島県）
福井県
福岡県
福島県
福山市（広島県）
藤沢市（神奈川県）

舟形町（山形県）
船橋市（千葉県）
豊後大野市（大分県）
北海道
前橋市（群馬県）
町田市（東京都）
松崎町（静岡県）
松本市（長野県）
松山市（愛媛県）
三重県
三木市（兵庫県）
美里町（埼玉県）
みなかみ町（群馬県）
南伊豆町（静岡県）
南魚沼市（新潟県）
美馬市（徳島県）
宮城県
宮崎県
妙高市（新潟県）
室蘭市（北海道）
山形県
山口市（山口県）
山梨県
横浜市（神奈川県）
四日市市（三重県）
米子市（鳥取県）
和歌山県
和光市（埼玉県）

賛助会員：138組織

自治体会員：153組織

青森公立大学
NPO法人秋田CAPプロジェクト
公立大学法人秋田県立大学
秋田大学
財団法人石川県産業創出支援機構
学校法人茨城キリスト教学園
茨城大学
特定非営利活動法人医療機関支援機構
宇都宮共和大学
特定非営利活動法人海ロマン21
国立大学法人愛媛大学
学校法人新潟総合学院  FSGカレッジリーグ
桜美林大学
桜美林大学加齢・発達研究所
学校法人大妻学院
KAIST（韓国科学技術院)
独立行政法人科学技術振興機構
NPO霞ヶ浦浄化連
神奈川県住宅供給公社
神奈川県立保健福祉大学
金沢大学
川崎市議会
関西学院大学
九州大学
公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター
京都大学
杏林CCRC研究所
熊本大学政策創造研究教育センター
特定非営利活動法人ケアドゥフォーラム
慶應義塾大学
経済産業省
財団法人健康・生きがい開発財団
公益財団法人健康・体力づくり事業財団
国立大学法人高知大学 地域連携推進センター
独立行政法人交通安全環境研究所
神戸大学大学院
国際医療福祉大学大学院
特定非営利活動法人国際社会起業サポートセンター
学校法人国際総合学園
国際大学
国土交通省

特定非営利活動法人才の木
公益法人堺都市政策研究所
公益財団法人笹川スポーツ財団
公益財団法人笹川平和財団
学校法人東教育研究団  事業構想大学院大学
事業創造大学院大学
学校法人自治医科大学　
財団法人自治体国際化協会
学校法人城西大学
国立大学法人信州大学
スウェーデン大使館投資部
国立駿河療養所
公益財団法人Save Earth Foundation
公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団
公立大学法人高崎経済大学
拓殖大学
千葉経済大学
千葉大学
NPO法人中央コリドー情報通信研究所
中央大学
中部大学
筑波大学
公益財団法人つなぐいのち基金
公立大学法人都留文科大学
帝京大学
テンプル大学ジャパンキャンパス
ドイツ日本研究所
東海大学
国立大学法人東京藝術大学
東京大学
東京都市大学
東洋大学
公益財団法人徳島経済研究所
国立大学法人徳島大学
独立行政法人都市再生機構
TOSS中央事務局
社会福祉法人栃木市社会福祉協議会
学校法人獨協学園
鳥取県衛生環境研究所
内閣府経済社会総合研究所
長崎国際大学

長崎総合科学大学
名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター
学校法人新潟総合学園　新潟医療福祉大学
新潟県中魚沼郡津南町議会
新潟県立大学
学校法人新潟総合学院
学校法人新潟総合学園
新潟薬科大学
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会
公益社団法人日本青年会議所
日本文理大学
日本応用老年学会有限責任事業組合
公益社団法人日本工学アカデミー
日本工業大学
公益財団法人日本交通公社
特定非営利活動法人日本語検定委員会
特定非営利活動法人日本シンクタンク・アカデミー
公益社団法人日本トライアスロン連合
NPO法人日本文化教育振興協会
公益財団法人日本離島センター
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
特定非営利活動法人浜松環境フォーラム
特定非営利活動法人バリアフリー協会
弘前大学
独立行政法人物質・材料研究機構
特定非営利活動法人NPO  ブルーアース
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
特定非営利活動法人まちづくり大井
公益社団法人マナーキッズプロジェクト
NPO法人ミラツク
明治大学大学院
文部科学省
公益社団法人やまなし観光推進機構
立教大学立教セカンドステージ大学
学校法人立命館総合企画部
特定非営利活動法人リトルワンズ
NPO法人リブ&リブ
学校法人龍馬学園
和歌山大学
早稲田大学
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企業会員：234組織

有限会社アースコミュニケーションズ
株式会社アーベイン・ケア・クリエイティブ
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
医療法人愛広会
株式会社アイ・ティー・ワン
株式会社アイネス
株式会社青森銀行
株式会社秋田銀行
アクティオ株式会社
株式会社アサツーディ・ケイ
株式会社朝日新聞社
株式会社梓設計
株式会社アスリートプランニング
株式会社阿蘇ファームランド
株式会社穴吹工務店
アフラック
株式会社アルファフォーラム
株式会社安藤・間
E・Jホールディングス株式会社
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社伊藤園
伊藤忠都市開発株式会社
株式会社イトーキ
株式会社いなげや
株式会社井之上パブリックリレーションズ
井本建設株式会社
株式会社いよぎん地域経済研究センター
株式会社イルカ
インフォメーションシステムズ株式会社
エア・ウォーター株式会社
ATCプラットフォーム企画合同会社
エームサービス株式会社
株式会社エスエスケイ
株式会社エス・エム・エス
NECネッツエスアイ株式会社
株式会社NHKグローバルメディアサービス
エヌ・デーソフトウェア株式会社
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社
エムエスティ保険サービス株式会社
株式会社エムオーテック
株式会社LSIメディエンス
近江八幡商工会議所
株式会社大林組
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
花王株式会社
鹿島建設株式会社
鹿島建物総合管理株式会社
株式会社カナデン
株式会社カナモト
和建設株式会社
株式会社関電工
株式会社ギークピクチュアズ
九州NSソリューションズ株式会社
株式会社九電工
株式会社協栄
共同印刷株式会社
株式会社協和日成
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社クイック
株式会社熊谷組
クリナップ株式会社
株式会社ぐるなび総研
京王電鉄株式会社
株式会社健康都市デザイン研究所
広友ホールディングス株式会社
株式会社コスモスイニシア
株式会社コミュニティネット
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社コングレ
株式会社サーラコーポレーション
株式会社彩光
株式会社産業経済新聞社
GEジャパン株式会社
株式会社CF-Station
株式会社ジェイティービー
株式会社四国銀行

静岡鉄道株式会社
株式会社シブヤコーポレーション
清水建設株式会社
株式会社社会福祉総合研究所
一般社団法人Japan Innovation Network
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
株式会社JALUX
医療法人社団珠泉会
松竹株式会社
株式会社常陽銀行
株式会社常陽産業研究所
ジョンソンコントロールズ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
株式会社新生銀行
新日鉄興和不動産株式会社
新日本有限責任監査法人
株式会社スマートコミュニティ
NPO法人スマイルクラブ
住友電気工業株式会社
住友林業緑化株式会社
積水化学工業株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社セレスポ
株式会社ゼンリン
綜合警備保障株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大成建設株式会社
大成有楽不動産株式会社
大日本印刷株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和リース株式会社
高砂熱学工業株式会社
株式会社田季野
タキロンシーアイ株式会社
有限会社匠屋
株式会社竹中工務店
株式会社ダスキン
株式会社地球快適化インスティテュート
TSP太陽株式会社
株式会社デンソー
株式会社電通
株式会社電通国際情報サービス
株式会社東急コミュニティー
東急不動産株式会社
東急不動産ホールディングス株式会社
東京海上ホールディングス株式会社
一般社団法人東京霞ヶ浦プラチナプロジェクト
東京共同会計事務所
東京建物株式会社
株式会社東京ドームスポーツ
東京美装興業株式会社
株式会社東芝
東電設計株式会社
東武トップツアーズ株式会社
戸田建設株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社富本設計
株式会社豊田自動織機
トヨタファイナンス株式会社
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
株式会社ナルド
西日本旅客鉄道株式会社
西松建設株式会社
株式会社日刊工業新聞社
株式会社日経BP社
株式会社日建設計シビル
株式会社日本政策投資銀行
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本ケアコミュニケーションズ
一般社団法人日本健康倶楽部
日本コンベンションサービス株式会社
日本トランスシティ株式会社
一般社団法人日本能率協会
日本ビジネスシステムズ株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ヒルティ株式会社
株式会社ニュース・サービス・センター

株式会社ネットフロンティア
野原産業株式会社
株式会社乃村工藝社
野村不動産ホールディングス株式会社
株式会社ハーフ・センチュリー・モア
株式会社博報堂
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社パスポート
株式会社パソナ
医療法人博光会
パナソニック株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社ビザスク
株式会社日比谷花壇
株式会社百五総合研究所
フィリップモリスジャパン株式会社
株式会社福井銀行
株式会社福岡銀行
株式会社フジクラ
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
富士電機株式会社
富士古河E&C株式会社
ブティックス株式会社
医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
医療法人ふらて会
株式会社ボディチューン・パートナーズ
HOYAサービス株式会社
株式会社本間組
株式会社マイスター60
株式会社ミサワホーム総合研究所
ミズノ株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友トラスト基礎研究所
株式会社三井物産戦略研究所
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社三越伊勢丹
三菱地所株式会社
株式会社三菱地所設計
三菱食品株式会社
三菱総研DCS株式会社
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社Minoriソリューションズ
株式会社みんなのまちづくり
明治安田生命保険相互会社
株式会社MOEホールディングス
株式会社ヤクルト本社
株式会社山形銀行
株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ
株式会社ヤマハミュージックジャパン
ユアサ商事株式会社
株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
医療法人養和会
株式会社依佐美
株式会社読売新聞東京本社
株式会社LIXIL シニアライフカンパニー
リポス株式会社
株式会社ルネサンス
一般財団法人ロングステイ財団
株式会社ワークセブン
若築建設株式会社
株式会社ワコール
株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団
ワタミファーム＆エナジー株式会社
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プラチナ社会研究会 参加会員一覧（計525会員） 
 2017年10月1日現在

プロジェクト名
（略称含む）分 野 概  要

まちづくり 日本版CCRCの実現・普及に向けた知見・課題等の共有、情報発信ならびに日本版CCRCを核とした
新たな社会モデル創出を検討します。 ※ 参加登録が必要です。

森林・木材資源の有効活用として注目されている木質バイオマス熱利用について、勉強会、先進事例
視察を通じて学び、事業化について検討します。

マイナンバーカードの交付開始から1年以上が経過し、今年中にはマイナポータルや情報連携の本格
運用が見込まれています。選挙におけるマイナンバー制度の有効活用として、有権者の利便性向上や
選挙事務の効率化方策を検討します。

女性が健康で、長く働き続けることができる社会を実現することを目的に、女性特有の疾患、職場環
境、心理的ストレスといった、健康に特化した労働生産性について明らかにし、“女性版 健康経営指標”
を作成します。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の厚生労
働大臣認定を受けられるよう、切磋琢磨します。

「丸の内で学び地域で輝く」をテーマに、現役世代をターゲットに、セカンドキャリアに向けた「集う場」
「挑戦する場」としての市民大学を開講します。ヨソモノ街おこし、農業、CSV経営など多様な講座と
講師陣が魅力です。 ※ 有料となります。

FITを活かして中小水力発電導入を推進するため、課題と解決方法を幅広い関係者で協議し、連携体制
強化もめざします。

2020年東京オリンピック・パラリンピック等の世界大会を契機に、全国の地域活性化・社会問題解決に
資するレガシー（未来への遺産）を能動的に生み出すための情報発信やプロジェクト活動を行います。 
※ 参加登録が必要です。

自治体におけるAI活用を、自治体の方々と一緒になって考える場として本研究会を設置いたします。
AI活用の促進には、行政情報の標準化も大きな課題です。そこで、研究会の名称を「行政情報標準化・
AI活用研究会」としました。※ 自治体の方のみ参加可能で、参加登録が必要です。

世界からの注目が集まる2020年前後に向けて、「ちがいをちからに」をコンセプトに世界を驚かすよう
な渋谷のまちづくり等アイデアを若者で検討し、行政・企業も含めたオープンイノベーションで具体化を
目指します。

「女性活躍推進」認定を
目指す会

行政情報標準化・
AI活用研究会

マイナンバーを
活用した選挙事務検討

日本版CCRC推進会議

木質バイオマス
熱利用推進

中小水力発電

レガシー共創協議会

渋谷民100人未来共創

丸の内プラチナ大学

産 業

ライフ
スタイル

複 合

分科会名分 野 概  要

まちづくり 全国の公共施設の維持管理・有効活用において、施設の複合化・多機能化が大きなテーマとなって
おり、その基本的考え方、具体的な方法論、事例をとりあげ、検討・提案を行います。

自治体及び地方シンクタンク、地域金融機関が集まり、地域のインバウンド振興推進のプラット
フォーム（最新情報共有、意見交換など）として活動します。

都市部の大企業に、一定期間地方でリモートワークを推奨する「逆参勤交代構想」は、働き方改革、
地方創生、企業の新規事業、地方大学の活性化という民公産学の四方一両得のチャンスがあります。
本分科会では実現に向けた政策やビジネスアイディアを産官学で討議します。

公共施設マネジメント

インバウンド振興研究

逆参勤交代構想

産 業

プラチナ社会実現に向け「実装（政策化・事業化）」を目指すテーマについて、構想策定から
機運醸成、具現化の仕組み作り等実装の流れを加速する取り組みを実施します。

プロジェクト

プラチナ社会実現に向けた課題や社会モデルをより深く検討するために、
特定のテーマについての情報収集・共有を目的とした分科会を開催します。

分科会

ライフ
スタイル
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課題解決に向けた提案だけでな
く、提案を実現させる『実装活動』
に注力

プロジェクト・分科会の検討成果
を会員に広く深く共有し、参加・
実装を促進

鮮度の高い情報、三菱総研として
注目している情報をタイムリーに
発信

会員相互コミュニケーションを
活性化し、新たな課題やパートナー
の発見を促進

活動方針

活動内容

プラチナ社会の具現化を
加速するため、実装をより重視 情報発信機能の強化

■ 引き続き「分科会」を開催
■ 総会とは別にセミナー
  （新設）を開催

「プロジェクト」の創設

総会での企画説明・活動内容
報告を充実

交流会（新設）の開催

会員相互の交流機会の充実

第8期（2017年度）の活動
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分科会/プロジェクトテーマへの会員の皆様の
参加・協業を促進することを目的として、分科
会/プロジェクトの企画発表、成果報告会の開
催を行います。（年３回実施予定）

総 会

セミナー

交流会

「プラチナ社会」に関わる最新情報の共有、浸
透、実装の促進を目的として、弊社研究員、社
外有識者による旬なテーマに関する情報提供、
登壇者によるパネルディスカッションを実施し
ます。（年３回実施予定）

各回設定テーマに対し、会員による会員向けプ
レゼンテーションを実施し、設定テーマに関す
る情報交換を行い、研究会会員同士の交流、社
会課題の深掘りと解決策の探索、新たなプロ
ジェクト・分科会のテーマ探索を促進します。

プラチナ社会研究会のあゆみ
2010年
 4月 発足会（2010年度第1回研究会総会）
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 先進事例視察報告・総合特区制度について
2011年
 5月 2011年度第1回研究会総会： 「スウェーデンに学ぶ統合的都市開発手法と21世紀の課題を克服するプラチナシティ」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 8月 第3回研究会総会： 「デンマークに学ぶポジティブなデザインとライフスタイル」
 12月 第4回研究会総会： 研究会活動報告、「東日本大震災からの復興の推進」
2012年
 4月 2012年度第1回研究会総会： 「新シニアライフスタイル元年」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 「エネルギー・復興の動向と新たなライフスタイル追求」
2013年
 2月 第4回研究会総会：「少子高齢化・自然災害に対する我が国の新戦略」
 4月 2013年度第1回研究会総会：「全員参加型社会とビジネス機会」
 6月 第2回研究会総会：「スウェーデンの雇用政策と全員参加型社会」
 10月 第3回研究会総会：「再生可能エネルギー/木材需要拡大」
2014年
 1月 第4回研究会総会：「成長戦略と地域発ものづくり革命」
 4月 2014年度第1回研究会総会：「2020年に向けた新たな挑戦」
 6月 第2回研究会総会：「ジャパン・クオリティを活かした国際戦略」
 10月 第3回研究会総会：「少子化対策と地方創生」
2015年
 2月 第4回研究会総会：「2014年度活動報告」
 4月 2015年度第1回研究会総会：「プラチナ第2ステージへ」
 7月 第2回研究会総会：「未来社会の到来に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「デジタルイノベーションのインパクト」
2016年
 2月 第4回研究会総会：「生活者の意識変化と働き方の未来」
 4月 2016年度第1回研究会総会：「資源有効活用による豊かな社会づくりと事業創出」
 8月 第2回研究会総会：「サーキュラー・エコノミーの実現に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「社員の新たな可能性を見出す仕組みづくり」
2017年
 3月 第4回研究会総会：「保有資源を有効に活用した地域づくり」
 6月 2017年度第1回研究会総会：「プラチナ社会実現に向けた新たな取り組み」
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プラチナ社会研究会

高度な専門知識を持つ
大学・研究機関

機関133
国内外の地域が
参加する自治体・官庁

団体158

多彩な先進技術・商品・
サービスを有する民間企業

社234

官 学

産

プラチナ社会研究会について

明治時代の「坂の上の雲」、戦後の「所得倍増」「列島改造」は、欧米列強や先進国へ
のキャッチアップが目標であり、多くの国民が共有できるビジョンでした。当社は、物
質的な豊かさが実現し、価値観も多様化した21世紀に目指す社会モデルとして「プ
ラチナ社会構想」を提唱しています。
わが国は今、人口（少子高齢・人口減少・長寿命）、欲求（多様性・成熟・需要不足）、
環境（資源争奪・CO2抑制）、財政（政府債務・国民負担）という4つの困難に直面し
ています。これらの制約を克服して、人々の幸せや社会の持続を目指すビジョンが
プラチナ社会構想です。

プラチナ社会構想とは

プラチナ社会研究会のご案内
当社は、2010年にプラチナ社会研究会を設立し、現在500以上の産官学の会員の皆様との共創を通じて構想実
現に向けた取組を続けています。プラチナ社会を具現化する個別のビジョンと課題を設定し、具体的な解決策
を導出し、実証を重ねながら制度設計を進め、政策や事業などの形で社会への実装を目指すプロセスを進めて
います。政府の地方創生策となった日本版CCRCは、このプロセスを通じた実現例の一つです。
既にプラチナ社会とビジョンを同じくする取り組みや制度は多数生まれていますが、まだそれぞれ単発的で社
会全体に効果が浸透しているとはいえません。構想を実現するには、個別最適や一部を対象とする取り組みで
はなく、ビジョン全体最適で、多くの地域、企業、人々が参加可能な制度やシステムを社会実装することが課題
です。今後は、社会実装に重点を置いた研究会活動を進めていく予定です。
より多くの皆様に、プラチナ社会構想に賛同頂き、実現に向けてともに取組んでいきたいと考えておりますの
で、研究会へのご入会をご検討頂ければ幸いです。

プラチナ社会センター
センター長

内山 旭

1. 誰もが参画・活躍し、生活の質が高く、心豊かな人生を送れる社会
2. 持続可能な経済と制度を実現する社会
 経済：制約を克服した持続的な経済成長モデル
 社会：長期にわたって国民が安心できる社会保障制度
 環境：資源・エネルギー自立と低環境負荷
3. 世界の課題解決に貢献する社会（課題解決先進国）

プラチナ社会のビジョン

1. プラチナ社会に関連する最新動向の情報収集、有識者
との意見交換

2. 個別テーマの社会モデル実装プロセスへの参加
（政策提言、実証事業、事業化）

3. 会員同士の情報交換・ネットワーク形成
（異分野、異業種、同業他社）

4. 上記を通じた新たな事業機会や政策立案のきっかけ

ご入会のメリット
1. 研究会活動への参加
（各社ノウハウや知見の提供、会員同志の交流）

2. 研究会のプロジェクトや分科会の起案・設置
（運営は事務局がご支援します）

ご入会後の期待
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http://platinum.mri.co.jp

プラチナ社会研究会のご案内
プ ラ チ ナ 社 会 の 実 装 を 目 指 し て



お申し込み方法

h t t p : / / p l a t i n u m . m r i . c o . j p / s o c i e t y / a p p l i c a t i o n      

年度会費

本件に関するお問い合わせ先・お申し込み先

株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究会事務局（事務局長：高橋、担当：宇都宮・菅原・原田）
http: //plat inum.mri .co. jp　TEL:03-6705-6009　E-Mai l :p lat inum@mri .co. jp

下記サイトをご覧ください。（サイトからフォーム入力によるお申し込みが可能です）

正会員A  ：民間企業、一般社団法人、一般財団法人 一口5万円（税別）
正会員B  ：地方公共団体や国の機関（賛助会員に該当する機関を除く） 無 料
賛助会員  ：大学、研究機関、公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人 無 料

※ 正会員Aは、一口あたり2名まで参加可能です。

※ 会員の方には、研究会プレゼン資料、プロジェクト提案のご案内等をメール・WEBサイト等でご提供します。

※ 社会実験プロジェクト等参加費は、上記の年度会費とは別にプロジェクト毎にご負担いただくことになります。

※ 各事業分野での競合排除は行いません。研究会から生まれた社会実験プロジェクト等提案の参加者は、都度提案者の意向を
　 踏まえて決定されます。ビジネス、資金の獲得を保証するものではありません。

お申し込み受領後、三菱総研による資格確認があり、1週間をめどに結果通知をいたします。
その後、請求書を発行いたします。（他の支払い方法については、別途、事務局にご相談ください）

愛知県
青森県
青森市（青森県）
厚木市（神奈川県）
奄美市（鹿児島県）
阿見町（茨城県）
荒川区（東京都）
安城市（愛知県）
壱岐市（長崎県）
石岡市（茨城県）
石川県
石垣市（沖縄県）
伊仙町（鹿児島県）
いちき串木野市（鹿児島県）
一関市（岩手県）
茨城県
茨城町（茨城県）
岩手県
うきは市（福岡県）
内灘町（石川県）
宇都宮市（栃木県）
愛媛県
海老名市（神奈川県）
近江八幡市（滋賀県）
大磯町（神奈川県）
大分県
大潟村（秋田県）
大阪府
大島町（東京都）

大田原市（栃木県）
岡山県
岡山市（岡山県）
小田原市（神奈川県）
香川県
掛川市（静岡県）
鹿児島市（鹿児島県）
笠間市（茨城県）
かすみがうら市（茨城県）
上勝町（徳島県）
加美町（宮城県）
鴨川市（千葉県）
軽米町（岩手県）
川崎市（神奈川県）
川西町（山形県）
菊陽町（熊本県）
北九州市（福岡県）
杵築市（大分県）
京丹後市（京都府）
京都市（京都府）
京都府
岐阜県
岐阜市（岐阜県）
草津市（滋賀県）
釧路市（北海道）
熊本県
熊本市（熊本県）
呉市（広島県）
気仙沼市（宮城県）

高知県
高知市（高知県）
小林市（宮崎県）
埼玉県
堺市（大阪府）
佐賀県
佐世保市（長崎県）
佐渡市（新潟県）
山武市（千葉県）
滋賀県
静岡県
静岡市（静岡県）
品川区（東京都）
渋谷区（東京都）
下川町（北海道）
白子町（千葉県）
上越市（新潟県）
瀬戸内市（岡山県）
仙台市（宮城県）
袖ケ浦市（千葉県）
高萩市（茨城県）
滝川市（北海道）
立川市（東京都）
伊達市（福島県）
茅ヶ崎市（神奈川県）
秩父市（埼玉県）
千葉市（千葉県）
つくば市（茨城県）
燕市（新潟県）

都留市（山梨県）
徳島県
鳥取県
富山県
富山市（富山県）
豊田市（愛知県）
豊橋市（愛知県）
那賀町（徳島県）
長崎県
長崎市（長崎県）
流山市（千葉県）
新潟県
新潟市（新潟県）
新居浜市（愛媛県）
西粟倉村（岡山県）
西之表市（鹿児島県）
西宮市（兵庫県）
日南町（鳥取県）
能美市（石川県）
八幡平市（岩手県）
日野市（東京都）
兵庫県
弘前市（青森県）
広島市（広島県）
福井県
福岡県
福島県
福山市（広島県）
藤沢市（神奈川県）

舟形町（山形県）
船橋市（千葉県）
豊後大野市（大分県）
北海道
前橋市（群馬県）
町田市（東京都）
松崎町（静岡県）
松本市（長野県）
松山市（愛媛県）
三重県
三木市（兵庫県）
美里町（埼玉県）
みなかみ町（群馬県）
南伊豆町（静岡県）
南魚沼市（新潟県）
美馬市（徳島県）
宮城県
宮崎県
妙高市（新潟県）
室蘭市（北海道）
山形県
山口市（山口県）
山梨県
横浜市（神奈川県）
四日市市（三重県）
米子市（鳥取県）
和歌山県
和光市（埼玉県）

賛助会員：138組織

自治体会員：153組織

青森公立大学
NPO法人秋田CAPプロジェクト
公立大学法人秋田県立大学
秋田大学
財団法人石川県産業創出支援機構
学校法人茨城キリスト教学園
茨城大学
特定非営利活動法人医療機関支援機構
宇都宮共和大学
特定非営利活動法人海ロマン21
国立大学法人愛媛大学
学校法人新潟総合学院  FSGカレッジリーグ
桜美林大学
桜美林大学加齢・発達研究所
学校法人大妻学院
KAIST（韓国科学技術院)
独立行政法人科学技術振興機構
NPO霞ヶ浦浄化連
神奈川県住宅供給公社
神奈川県立保健福祉大学
金沢大学
川崎市議会
関西学院大学
九州大学
公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター
京都大学
杏林CCRC研究所
熊本大学政策創造研究教育センター
特定非営利活動法人ケアドゥフォーラム
慶應義塾大学
経済産業省
財団法人健康・生きがい開発財団
公益財団法人健康・体力づくり事業財団
国立大学法人高知大学 地域連携推進センター
独立行政法人交通安全環境研究所
神戸大学大学院
国際医療福祉大学大学院
特定非営利活動法人国際社会起業サポートセンター
学校法人国際総合学園
国際大学
国土交通省

特定非営利活動法人才の木
公益法人堺都市政策研究所
公益財団法人笹川スポーツ財団
公益財団法人笹川平和財団
学校法人東教育研究団  事業構想大学院大学
事業創造大学院大学
学校法人自治医科大学　
財団法人自治体国際化協会
学校法人城西大学
国立大学法人信州大学
スウェーデン大使館投資部
国立駿河療養所
公益財団法人Save Earth Foundation
公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団
公立大学法人高崎経済大学
拓殖大学
千葉経済大学
千葉大学
NPO法人中央コリドー情報通信研究所
中央大学
中部大学
筑波大学
公益財団法人つなぐいのち基金
公立大学法人都留文科大学
帝京大学
テンプル大学ジャパンキャンパス
ドイツ日本研究所
東海大学
国立大学法人東京藝術大学
東京大学
東京都市大学
東洋大学
公益財団法人徳島経済研究所
国立大学法人徳島大学
独立行政法人都市再生機構
TOSS中央事務局
社会福祉法人栃木市社会福祉協議会
学校法人獨協学園
鳥取県衛生環境研究所
内閣府経済社会総合研究所
長崎国際大学

長崎総合科学大学
名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター
学校法人新潟総合学園　新潟医療福祉大学
新潟県中魚沼郡津南町議会
新潟県立大学
学校法人新潟総合学院
学校法人新潟総合学園
新潟薬科大学
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会
公益社団法人日本青年会議所
日本文理大学
日本応用老年学会有限責任事業組合
公益社団法人日本工学アカデミー
日本工業大学
公益財団法人日本交通公社
特定非営利活動法人日本語検定委員会
特定非営利活動法人日本シンクタンク・アカデミー
公益社団法人日本トライアスロン連合
NPO法人日本文化教育振興協会
公益財団法人日本離島センター
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
特定非営利活動法人浜松環境フォーラム
特定非営利活動法人バリアフリー協会
弘前大学
独立行政法人物質・材料研究機構
特定非営利活動法人NPO  ブルーアース
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
特定非営利活動法人まちづくり大井
公益社団法人マナーキッズプロジェクト
NPO法人ミラツク
明治大学大学院
文部科学省
公益社団法人やまなし観光推進機構
立教大学立教セカンドステージ大学
学校法人立命館総合企画部
特定非営利活動法人リトルワンズ
NPO法人リブ&リブ
学校法人龍馬学園
和歌山大学
早稲田大学
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有限会社アースコミュニケーションズ
株式会社アーベイン・ケア・クリエイティブ
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
医療法人愛広会
株式会社アイ・ティー・ワン
株式会社アイネス
株式会社青森銀行
株式会社秋田銀行
アクティオ株式会社
株式会社アサツーディ・ケイ
株式会社朝日新聞社
株式会社梓設計
株式会社アスリートプランニング
株式会社阿蘇ファームランド
株式会社穴吹工務店
アフラック
株式会社アルファフォーラム
株式会社安藤・間
E・Jホールディングス株式会社
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社伊藤園
伊藤忠都市開発株式会社
株式会社イトーキ
株式会社いなげや
株式会社井之上パブリックリレーションズ
井本建設株式会社
株式会社いよぎん地域経済研究センター
株式会社イルカ
インフォメーションシステムズ株式会社
エア・ウォーター株式会社
ATCプラットフォーム企画合同会社
エームサービス株式会社
株式会社エスエスケイ
株式会社エス・エム・エス
NECネッツエスアイ株式会社
株式会社NHKグローバルメディアサービス
エヌ・デーソフトウェア株式会社
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社
エムエスティ保険サービス株式会社
株式会社エムオーテック
株式会社LSIメディエンス
近江八幡商工会議所
株式会社大林組
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
花王株式会社
鹿島建設株式会社
鹿島建物総合管理株式会社
株式会社カナデン
株式会社カナモト
和建設株式会社
株式会社関電工
株式会社ギークピクチュアズ
九州NSソリューションズ株式会社
株式会社九電工
株式会社協栄
共同印刷株式会社
株式会社協和日成
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社クイック
株式会社熊谷組
クリナップ株式会社
株式会社ぐるなび総研
京王電鉄株式会社
株式会社健康都市デザイン研究所
広友ホールディングス株式会社
株式会社コスモスイニシア
株式会社コミュニティネット
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社コングレ
株式会社サーラコーポレーション
株式会社彩光
株式会社産業経済新聞社
GEジャパン株式会社
株式会社CF-Station
株式会社ジェイティービー
株式会社四国銀行

静岡鉄道株式会社
株式会社シブヤコーポレーション
清水建設株式会社
株式会社社会福祉総合研究所
一般社団法人Japan Innovation Network
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
株式会社JALUX
医療法人社団珠泉会
松竹株式会社
株式会社常陽銀行
株式会社常陽産業研究所
ジョンソンコントロールズ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
株式会社新生銀行
新日鉄興和不動産株式会社
新日本有限責任監査法人
株式会社スマートコミュニティ
NPO法人スマイルクラブ
住友電気工業株式会社
住友林業緑化株式会社
積水化学工業株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社セレスポ
株式会社ゼンリン
綜合警備保障株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大成建設株式会社
大成有楽不動産株式会社
大日本印刷株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和リース株式会社
高砂熱学工業株式会社
株式会社田季野
タキロンシーアイ株式会社
有限会社匠屋
株式会社竹中工務店
株式会社ダスキン
株式会社地球快適化インスティテュート
TSP太陽株式会社
株式会社デンソー
株式会社電通
株式会社電通国際情報サービス
株式会社東急コミュニティー
東急不動産株式会社
東急不動産ホールディングス株式会社
東京海上ホールディングス株式会社
一般社団法人東京霞ヶ浦プラチナプロジェクト
東京共同会計事務所
東京建物株式会社
株式会社東京ドームスポーツ
東京美装興業株式会社
株式会社東芝
東電設計株式会社
東武トップツアーズ株式会社
戸田建設株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社富本設計
株式会社豊田自動織機
トヨタファイナンス株式会社
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
株式会社ナルド
西日本旅客鉄道株式会社
西松建設株式会社
株式会社日刊工業新聞社
株式会社日経BP社
株式会社日建設計シビル
株式会社日本政策投資銀行
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本ケアコミュニケーションズ
一般社団法人日本健康倶楽部
日本コンベンションサービス株式会社
日本トランスシティ株式会社
一般社団法人日本能率協会
日本ビジネスシステムズ株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ヒルティ株式会社
株式会社ニュース・サービス・センター

株式会社ネットフロンティア
野原産業株式会社
株式会社乃村工藝社
野村不動産ホールディングス株式会社
株式会社ハーフ・センチュリー・モア
株式会社博報堂
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社パスポート
株式会社パソナ
医療法人博光会
パナソニック株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社ビザスク
株式会社日比谷花壇
株式会社百五総合研究所
フィリップモリスジャパン株式会社
株式会社福井銀行
株式会社福岡銀行
株式会社フジクラ
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
富士電機株式会社
富士古河E&C株式会社
ブティックス株式会社
医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
医療法人ふらて会
株式会社ボディチューン・パートナーズ
HOYAサービス株式会社
株式会社本間組
株式会社マイスター60
株式会社ミサワホーム総合研究所
ミズノ株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友トラスト基礎研究所
株式会社三井物産戦略研究所
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社三越伊勢丹
三菱地所株式会社
株式会社三菱地所設計
三菱食品株式会社
三菱総研DCS株式会社
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社Minoriソリューションズ
株式会社みんなのまちづくり
明治安田生命保険相互会社
株式会社MOEホールディングス
株式会社ヤクルト本社
株式会社山形銀行
株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ
株式会社ヤマハミュージックジャパン
ユアサ商事株式会社
株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
医療法人養和会
株式会社依佐美
株式会社読売新聞東京本社
株式会社LIXIL シニアライフカンパニー
リポス株式会社
株式会社ルネサンス
一般財団法人ロングステイ財団
株式会社ワークセブン
若築建設株式会社
株式会社ワコール
株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団
ワタミファーム＆エナジー株式会社
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プロジェクト名
（略称含む）分 野 概  要

まちづくり 日本版CCRCの実現・普及に向けた知見・課題等の共有、情報発信ならびに日本版CCRCを核とした
新たな社会モデル創出を検討します。 ※ 参加登録が必要です。

森林・木材資源の有効活用として注目されている木質バイオマス熱利用について、勉強会、先進事例
視察を通じて学び、事業化について検討します。

マイナンバーカードの交付開始から1年以上が経過し、今年中にはマイナポータルや情報連携の本格
運用が見込まれています。選挙におけるマイナンバー制度の有効活用として、有権者の利便性向上や
選挙事務の効率化方策を検討します。

女性が健康で、長く働き続けることができる社会を実現することを目的に、女性特有の疾患、職場環
境、心理的ストレスといった、健康に特化した労働生産性について明らかにし、“女性版 健康経営指標”
を作成します。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の厚生労
働大臣認定を受けられるよう、切磋琢磨します。

「丸の内で学び地域で輝く」をテーマに、現役世代をターゲットに、セカンドキャリアに向けた「集う場」
「挑戦する場」としての市民大学を開講します。ヨソモノ街おこし、農業、CSV経営など多様な講座と
講師陣が魅力です。 ※ 有料となります。

FITを活かして中小水力発電導入を推進するため、課題と解決方法を幅広い関係者で協議し、連携体制
強化もめざします。

2020年東京オリンピック・パラリンピック等の世界大会を契機に、全国の地域活性化・社会問題解決に
資するレガシー（未来への遺産）を能動的に生み出すための情報発信やプロジェクト活動を行います。 
※ 参加登録が必要です。

自治体におけるAI活用を、自治体の方々と一緒になって考える場として本研究会を設置いたします。
AI活用の促進には、行政情報の標準化も大きな課題です。そこで、研究会の名称を「行政情報標準化・
AI活用研究会」としました。※ 自治体の方のみ参加可能で、参加登録が必要です。

世界からの注目が集まる2020年前後に向けて、「ちがいをちからに」をコンセプトに世界を驚かすよう
な渋谷のまちづくり等アイデアを若者で検討し、行政・企業も含めたオープンイノベーションで具体化を
目指します。

「女性活躍推進」認定を
目指す会

行政情報標準化・
AI活用研究会

マイナンバーを
活用した選挙事務検討

日本版CCRC推進会議

木質バイオマス
熱利用推進

中小水力発電

レガシー共創協議会

渋谷民100人未来共創

丸の内プラチナ大学

産 業

ライフ
スタイル

複 合

分科会名分 野 概  要

まちづくり 全国の公共施設の維持管理・有効活用において、施設の複合化・多機能化が大きなテーマとなって
おり、その基本的考え方、具体的な方法論、事例をとりあげ、検討・提案を行います。

自治体及び地方シンクタンク、地域金融機関が集まり、地域のインバウンド振興推進のプラット
フォーム（最新情報共有、意見交換など）として活動します。

都市部の大企業に、一定期間地方でリモートワークを推奨する「逆参勤交代構想」は、働き方改革、
地方創生、企業の新規事業、地方大学の活性化という民公産学の四方一両得のチャンスがあります。
本分科会では実現に向けた政策やビジネスアイディアを産官学で討議します。

公共施設マネジメント

インバウンド振興研究

逆参勤交代構想

産 業

プラチナ社会実現に向け「実装（政策化・事業化）」を目指すテーマについて、構想策定から
機運醸成、具現化の仕組み作り等実装の流れを加速する取り組みを実施します。

プロジェクト

プラチナ社会実現に向けた課題や社会モデルをより深く検討するために、
特定のテーマについての情報収集・共有を目的とした分科会を開催します。

分科会

ライフ
スタイル
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課題解決に向けた提案だけでな
く、提案を実現させる『実装活動』
に注力

プロジェクト・分科会の検討成果
を会員に広く深く共有し、参加・
実装を促進

鮮度の高い情報、三菱総研として
注目している情報をタイムリーに
発信

会員相互コミュニケーションを
活性化し、新たな課題やパートナー
の発見を促進

活動方針

活動内容

プラチナ社会の具現化を
加速するため、実装をより重視 情報発信機能の強化

■ 引き続き「分科会」を開催
■ 総会とは別にセミナー
  （新設）を開催

「プロジェクト」の創設

総会での企画説明・活動内容
報告を充実

交流会（新設）の開催

会員相互の交流機会の充実

第8期（2017年度）の活動

3

分科会/プロジェクトテーマへの会員の皆様の
参加・協業を促進することを目的として、分科
会/プロジェクトの企画発表、成果報告会の開
催を行います。（年３回実施予定）

総 会

セミナー

交流会

「プラチナ社会」に関わる最新情報の共有、浸
透、実装の促進を目的として、弊社研究員、社
外有識者による旬なテーマに関する情報提供、
登壇者によるパネルディスカッションを実施し
ます。（年３回実施予定）

各回設定テーマに対し、会員による会員向けプ
レゼンテーションを実施し、設定テーマに関す
る情報交換を行い、研究会会員同士の交流、社
会課題の深掘りと解決策の探索、新たなプロ
ジェクト・分科会のテーマ探索を促進します。

プラチナ社会研究会のあゆみ
2010年
 4月 発足会（2010年度第1回研究会総会）
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 先進事例視察報告・総合特区制度について
2011年
 5月 2011年度第1回研究会総会： 「スウェーデンに学ぶ統合的都市開発手法と21世紀の課題を克服するプラチナシティ」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 8月 第3回研究会総会： 「デンマークに学ぶポジティブなデザインとライフスタイル」
 12月 第4回研究会総会： 研究会活動報告、「東日本大震災からの復興の推進」
2012年
 4月 2012年度第1回研究会総会： 「新シニアライフスタイル元年」
 6月 第2回研究会総会： プロジェクト提案会
 10月 第3回研究会総会： 「エネルギー・復興の動向と新たなライフスタイル追求」
2013年
 2月 第4回研究会総会：「少子高齢化・自然災害に対する我が国の新戦略」
 4月 2013年度第1回研究会総会：「全員参加型社会とビジネス機会」
 6月 第2回研究会総会：「スウェーデンの雇用政策と全員参加型社会」
 10月 第3回研究会総会：「再生可能エネルギー/木材需要拡大」
2014年
 1月 第4回研究会総会：「成長戦略と地域発ものづくり革命」
 4月 2014年度第1回研究会総会：「2020年に向けた新たな挑戦」
 6月 第2回研究会総会：「ジャパン・クオリティを活かした国際戦略」
 10月 第3回研究会総会：「少子化対策と地方創生」
2015年
 2月 第4回研究会総会：「2014年度活動報告」
 4月 2015年度第1回研究会総会：「プラチナ第2ステージへ」
 7月 第2回研究会総会：「未来社会の到来に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「デジタルイノベーションのインパクト」
2016年
 2月 第4回研究会総会：「生活者の意識変化と働き方の未来」
 4月 2016年度第1回研究会総会：「資源有効活用による豊かな社会づくりと事業創出」
 8月 第2回研究会総会：「サーキュラー・エコノミーの実現に向けて」
 11月 第3回研究会総会：「社員の新たな可能性を見出す仕組みづくり」
2017年
 3月 第4回研究会総会：「保有資源を有効に活用した地域づくり」
 6月 2017年度第1回研究会総会：「プラチナ社会実現に向けた新たな取り組み」
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プラチナ社会研究会について

明治時代の「坂の上の雲」、戦後の「所得倍増」「列島改造」は、欧米列強や先進国へ
のキャッチアップが目標であり、多くの国民が共有できるビジョンでした。当社は、物
質的な豊かさが実現し、価値観も多様化した21世紀に目指す社会モデルとして「プ
ラチナ社会構想」を提唱しています。
わが国は今、人口（少子高齢・人口減少・長寿命）、欲求（多様性・成熟・需要不足）、
環境（資源争奪・CO2抑制）、財政（政府債務・国民負担）という4つの困難に直面し
ています。これらの制約を克服して、人々の幸せや社会の持続を目指すビジョンが
プラチナ社会構想です。

プラチナ社会構想とは

プラチナ社会研究会のご案内
当社は、2010年にプラチナ社会研究会を設立し、現在500以上の産官学の会員の皆様との共創を通じて構想実
現に向けた取組を続けています。プラチナ社会を具現化する個別のビジョンと課題を設定し、具体的な解決策
を導出し、実証を重ねながら制度設計を進め、政策や事業などの形で社会への実装を目指すプロセスを進めて
います。政府の地方創生策となった日本版CCRCは、このプロセスを通じた実現例の一つです。
既にプラチナ社会とビジョンを同じくする取り組みや制度は多数生まれていますが、まだそれぞれ単発的で社
会全体に効果が浸透しているとはいえません。構想を実現するには、個別最適や一部を対象とする取り組みで
はなく、ビジョン全体最適で、多くの地域、企業、人々が参加可能な制度やシステムを社会実装することが課題
です。今後は、社会実装に重点を置いた研究会活動を進めていく予定です。
より多くの皆様に、プラチナ社会構想に賛同頂き、実現に向けてともに取組んでいきたいと考えておりますの
で、研究会へのご入会をご検討頂ければ幸いです。

プラチナ社会センター
センター長

内山 旭

1. 誰もが参画・活躍し、生活の質が高く、心豊かな人生を送れる社会
2. 持続可能な経済と制度を実現する社会
 経済：制約を克服した持続的な経済成長モデル
 社会：長期にわたって国民が安心できる社会保障制度
 環境：資源・エネルギー自立と低環境負荷
3. 世界の課題解決に貢献する社会（課題解決先進国）

プラチナ社会のビジョン

1. プラチナ社会に関連する最新動向の情報収集、有識者
との意見交換

2. 個別テーマの社会モデル実装プロセスへの参加
（政策提言、実証事業、事業化）

3. 会員同士の情報交換・ネットワーク形成
（異分野、異業種、同業他社）

4. 上記を通じた新たな事業機会や政策立案のきっかけ

ご入会のメリット
1. 研究会活動への参加
（各社ノウハウや知見の提供、会員同志の交流）

2. 研究会のプロジェクトや分科会の起案・設置
（運営は事務局がご支援します）

ご入会後の期待
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http://platinum.mri.co.jp

プラチナ社会研究会のご案内
プ ラ チ ナ 社 会 の 実 装 を 目 指 し て



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


