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一橋大学プラン 135 

─ 「スマートで強靭なグローバル一橋」の確立を目指して ─ 

 

一橋大学長 

山 内  進 

 

「プラン 135」の目指すもの 

一橋大学は 2010 年 9 月 24 日に創立 135 年を迎えました。私は、この 135 年目の

一橋大学で学長に就任する名誉と重責を与えられました。就任にあたり、学長として

目指したいと考えている一橋大学像とそれを踏まえた任期 4 年にわたる基本計画をこ

の 135 年目のグランドデザインという意味で、「プラン 135」と名づけ、ここに明ら

かにしたいと考えます。 

一橋大学はすでに「アジア No.1、世界 Only One」を目指して活動しています。「プ

ラン 135」はこの目標を具体的大学像として提示するものです。この一橋大学像とは、

教育研究における世界レヴェルのクオリティーと素晴らしい大学環境とを巧みに融合

する点でスマートな、それを支え発展させる一橋リベラリズムという固有のスタイル

と生命力をもつ点で強靭な、そしてその独自の魅力のゆえに人と情報が国境を越えて

集まるという意味でグローバルな大学です。ひとことで表現すれば「スマートで強靭

なグローバル一橋」です。私がここでいうスマートとは「賢明で洗練された」という

意味です。 

大学の核心である教育研究の分野で世界水準の高質な成果をあげると同時に知的で

文化・芸術的雰囲気をもったスマートな大学、あくまで独自のスタイルと存在を貫く

強さをもつ強靭な大学、その魅力のゆえに世界中から人と情報を集め送り出すグロー

バルな大学、それが私の目指す一橋大学です。これはまた、世界水準の教育研究と大

学環境、重厚で粘り強い独自のリベラルな組織とスタイルが互いにシナジー効果をあ

げ、グローバルに展開する大学ということもできます。 

このようなグローバル一橋のもとで育つ学生の将来像は「スマートで強靭なグロー

バルリーダー」です。一橋大学は「スマートで強靭なグローバル一橋」のもとで「ス

マートで強靭なグローバルリーダー」を育てることを目指します。 

 

Ⅰ スマートなグローバル一橋 

一橋大学は、世界水準の教育研究と世界有数の大学環境を適切かつ賢明に融合して

「スマートなグローバル一橋」を確立することを目指します。 

 

１ 世界水準の教育 

一橋大学の質の高さはまず教育の面で明らかにされる必要があります。本学は教育

の目標として「構想力ある専門人、理性ある革新者、指導力ある政治経済人の育成」

をあげていますが、現代社会にあっては、そのそれぞれが同時に「スマートで強靭な

グローバルリーダー」でなければなりません。 
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一橋大学は、あるいは専門職、あるいはイノベーション、あるいは政治経済の世界

で活躍する人材を育てることを目指しています。そのために重要なのは高いレヴェル

で社会科学の専門的知識を提供し、身につけさせることです。これまでもそうでした

し、今後もそれは変わりません。各学部や研究科のカリキュラムもこの点では確固と

しており、世界水準にあるといってよいと思います。 

しかし、グローバル化が急速に進みつつある時代のなかで一橋大学が育てようとす

る人材は、社会科学の理知をもつだけでは十分とはいえません。思想、文化、芸術に

造詣をもつこと、問題を感知・発見し、それを解決する能力と強靭さをもつこと、異

文化に対応できる心と語学力をもつことが必要です。 

一橋大学はこの観点から教育の多角化、高度化、グローバル化を進めなければなり

ません。この面を強化することが、これからの 4 年間の私の課題です。私が、この課

題を果たすために行いたいと考えている主な施策は次のとおりです。 

① 教育の多角化 

・考え討論する授業の重視：教場での一方通行の講義だけではなく、FD などを媒

介として、学生が考え討論する対話的授業の比重を高めることを目指します。こ

の面では、一橋大学の伝統であるゼミナールなど少人数教育が効果的で、ここで

個々人の問題感知・発見力、調査力や分析力、文章力や発表力、討論力や対話力、

分析力や問題解決力などを鍛えます。また、このような能力を多角的に鍛えると

いう意味で、主として 1、2 年生に開かれている共通ゼミや社会人による如水ゼ

ミにもいっそう力を入れたいと考えます。考え、討論する授業は、さまざまな要

素を的確に織り交ぜ、適切に判断し行動するができるという意味で賢明な、つま

り社会科学の理知を備えたスマートな人材を育てるうえでとくに有益です。 

・文化・芸術活動、課外活動の支援：また、キャンパスでの多彩な文化・芸術活動

や文化的、芸術的雰囲気のいっそうの醸成も必要です。教養を高め、感性を磨く

には、教養系の科目や芸術系の科目を充実させ、論じ合うことが必要ですが、そ

もそもキャンパス全体に文化・芸術的雰囲気を創りあげることも大切です。多面

的な分野で指導力を発揮し、教養と感性豊かな、構想力あるグローバルリーダー

を育成するために、正規のカリキュラムだけでなく、キャンパス全体でさまざま

な角度から教育を行うことは重要です。 

この面では課外活動も重要です。得意な分野に磨きをかけ、他者と交流し、精

神と身体を強化することは強靭なリーダーとなるための第一歩ともいえます。一

橋大学では、同窓会である如水会の支援のもとに、課外活動団体が海外で交流す

ることも可能ですが、このような活動も積極的に支援したいと考えます。 

② 教育の高度化 

世界ではいま教育の高度化が進んでいます。多数の学生が大学院に進学し、修士

や博士の学位がキャリアを積むうえで不可欠の要素になりつつあります。国際機関

では修士や博士の学位は必須です。グローバルな海外企業にもその傾向は強く、今

後日本の企業でもグローバル化が進むにつれてその傾向は強まると思います。一橋

大学は高い学歴をもち、グローバルに活躍できる人材を育てることにいっそう力を

入れます。 
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・学部・大学院キャリア支援：企業の側の人材要求がグローバル化するなかで、一

橋大学への留学生の支援と新しい状況に対する日本人学生のキャリア形成に配慮

することが大切です。また、これまで軽視されてきた大学院におけるキャリア支

援にも力を入れます。教育＝学部という考えを捨て、大学院における高度な教育

にさまざまな形で資源を投入します。法科大学院や国際企業戦略研究科（ICS）、

商学研究科における MBA そして国際・公共政策大学院での高度専門職業人教育

をいっそう充実させます。さらに、専門職業人以外の大学院生についてもキャリ

ア支援を行い、社会で活躍できる人材を育てます。むろん、リサーチ・ユニバー

シティとして、世界水準の研究者の育成にいっそう努めます。 

③ 教育のグローバル化 

・学生の国際交流の推進：学部・大学院を通じて学生の国際交流を推進し、教育の

グローバル化を進めます。将来的には全学部生が在学中に一度は海外で学ぶよう

になることを目指しますが、中期計画では、学部・大学院において、海外語学研

修など短期のものも含めて、交流協定校を中心に毎年 300 人程度の学生の派遣と

受け入れが明記されています。 

質の高い教育を実践し、年間 300 人程度の学生の交流を実現するには、①学部・

大学院における正規留学生の数を増やし、②交流協定校を整備し、③派遣と受け

入れのための奨学金制度を充実し、④英語による授業を拡大、推進し、⑤日本人

と留学生の混住型学生寮などの整備や事務体制の充実など環境整備に力を入れる

ことが必要です。 

国際交流が進むことで、一橋大学はグローバルキャンパス化します。また、海

外留学によって、日本人学生はさまざまな体験を積んで、語学力、判断力、問題

解決力そして生存のための強靭さを身につけます。さらに、芸術活動を含む文化

への関心も高まります。スマートで強靭な一橋生を育てるうえで海外留学は重要

な役割を果たします。一橋大学は国際交流をいっそう積極的に推進します。 

・英語コミュニケ－ション能力の向上：そのためにも、とくに学部生については、

世界で通用するためのもっとも基本的な手段である「英語コミュニケ－ション能

力を向上させるための教育」が必要です。英語コミュニケ－ション能力は、海外

の大学で教育を受けるための、またグローバル化した世界において活躍するため

の、もっとも基本的な手段ですから、一橋大学は、ほぼすべての卒業生にそれだ

けの能力を身につけさせることを目指します。 

・カリキュラムの国際化と教育評価：世界水準の教育は内容だけでなく、形式の面

でも整備しなければなりません。まずしなければならないのは世界の有力な大学

との学生の相互交流を可能にするために、英語による講義を増やすとともに、カ

リキュラムを整備し、お互いの科目が同じ質のものであることを明らかにするこ

とです。一橋大学は先駆的にカリキュラムの国際化を推進します。 

また、カリキュラムのあり方や内容について国際的な評価機関による評価を受

け、世界水準の教育を行っていることの確認を得ることも検討します。 

・事務体制の整備：教育のグローバル化に対応できる事務支援体制をいっそう整備

することは喫緊の課題です。 
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・奨学制度の充実：グローバル化を進めるうえで忘れてならないのは奨学制度の充

実です。優れた学生を日本と世界中から集め、学習や研究をさせるには、経済的

に恵まれない学生、優秀学生、留学生、大学院生などに対する支援体制を整える

ことが必要です。学費負担能力の有無にかかわらずに優秀な学生をひきつけるこ

とのできる、世界水準にふさわしい奨学制度の整理と充実を目指します。 

 

２ 世界水準の研究 

一橋大学はその長期研究戦略として「21 世紀の経済・社会への挑戦─世界水準の社

会科学の創造と総合をめざして─」（2008 年 3 月）を構想し、その実現を図ってきま

した。研究にかかわる重要な事項のほとんどすべてがすでにここで示されていますが、

なによりも「世界水準」に照準をあわせている点が重要です。一橋大学における研究

の世界水準化のために、またグローバルなリサーチ・ユニバーシティとして活動する

ために、とくに重視されねばならない指摘は次の３点です。 

① 21 世紀の経済・社会の諸課題に挑戦する社会科学の創造と総合（法・政治の

諸課題もこれに付加できます。） 

② 国際戦略を推進し、グローバル・ブランド化を目指す 

③ 世界水準の戦略的パートナーとの提携 

 

① 一橋大学研究機構の設置 

先端的社会科学の研究は中期目標・中期計画でも強調されてきたことで、高い質の

研究を維持、発展させ、人類の課題の解決を目指して世界水準の研究に取り組むこと

は一橋大学の自明かつ最高の目標です。そのために、グローバル COE など研究科、

研究所での個々の分野における高水準の研究をいっそう優れたものにしなければなり

ません。大学は積極的にこれを支援します。 

しかし、一方で部局の枠を超えた学際的研究を進める必要性も高く、全学的、学際

的研究を進めるための方策もとらねばなりません。そのために、これまでの枠や地域

にとらわれない新しい研究を積極的に推進することも重要です。中期計画では、一橋

大学研究機構を設置し、そのもとに複数の先進的な全学的研究センターを設置するこ

とが求められています。現代的、政策的テーマをもった研究センターを積極的に設置

し、活動を支援することに努めます。 

一橋大学研究機構は、一橋大学における研究の基本的戦略を定め、個々の分野の研

究を支援すると同時に、新しい研究分野を開拓する役割をもちます。また、政策フォ

ーラムを実施して、一橋大学の研究成果を積極的に開示し、国内・国際社会に一橋大

学の高い研究水準を示し、日本と世界に貢献することを目指します。 

② グローバル・ブランド化 

研究の面でグローバル・ブランドとなるには、本学の優れた研究成果を広く世界に

発信し、一橋の名前を海外で認知させるために、いっそう努力しなければなりません。 

ウェッブを使った広報を充実させるのはいうまでもありませんが、そもそも英語等

での研究発表を増加させることがなによりも大切です。大学として積極的に英語等で

の研究発表を支援します。また、一橋大学独自の出版物の国際的ブランド化を推進す

ることも考えねばなりません。そのために、一橋大学出版会を設立するか、外国の出
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版社と提携し、英文出版やデジタルでのオンデマンド出版を行うことなどを可能にす

る体制を整えることを検討します。 

さらに、世界の一流の大学や学者との交流を計画的に進め、優れた研究者の招聘に

努めることも必要です。本学教員が海外で講義や講演を行うことを支援、推進する体

制も整えたいと考えます。 

③ 戦略的パートナー 

一橋のグローバル・ブランド化のためにも、高いレヴェルの戦略的パートナーをも

つことが重要です。世界の著名大学はコンソーシアム型グループの形成を進めており、

この動きに一橋大学は積極的に参画しなければなりません。とくに海外の有力な社会

科学系大学や総合大学との結びつきは重要で、この面で一橋大学は自らのイニシアテ

ィブでコンソーシアム化を推進すべきであると考えます。そのなかで、学生や教員の

交流をいっそう進めることが可能になります。 

 

以上の３点を明確に推進して、グロ－バルなリサーチ・ユニバーシティとして、研

究のいっそうの高度化、世界水準化を推進します。また、忘れてならないのは世界水

準の研究に大学院生を参加させ、そのプロセスのなかで教育を進めることです。若手

研究者を育て、そこから先端的研究を生み出していくシステムを構築することが、今

後の一橋大学にとってとりわけ重要です。 

 

３ 洗練されたキャンパス 

一橋大学は教育研究において世界水準のグローバルな活動を続けます。と同時に、

洗練された大学環境を発展させることによって独自の魅力を高め、グローバルに人と

情報をひきつける社会科学の拠点となることを目指します。なぜなら、大学のキャン

パスは、教育にとって無視できない要素だからです。 

キャンパスは人格や教養や精神性を養うための揺籃です。殺伐とした雰囲気や無味

乾燥な環境のもとでは、豊かな人格や感性、優れた精神性や創造性はなかなか形成さ

れません。キャンパス全体の環境が豊かであれば、そこで勉学や研究をしたい人々が

集まり、切磋琢磨しあいます。こうして、いかにも一橋大学らしい知的雰囲気と知的

強靭さが一人一人に養われていきます。 

① 風景 

一橋大学は誇るべき風景をもっています。ロマネスクのいかにも一橋大学らしい建

物と豊かな緑の調和する景観は、日本はいうまでもなく、世界的にもトップクラスで

す。多様な人々を受け入れるソフトな景観はスマートなグローバルキャンパスにふさ

わしく、過去と現在、卒業生と大学、日本人学生と留学生を繋げる縁ともなっていま

す。この風景をさらに発展させ、生かすことが大切です。幸い一橋大学の OB・OG や

教職員・学生からなる一橋大学植樹会はこの環境を学問的構想のもとに維持、発展す

ることに努めています。これも世界水準のユニークな活動で、魅力的な大学作りに大

いに貢献しています。今後も積極的に協力して活動します。 

② 兼松講堂 

一橋大学の誇る兼松講堂ではさまざまな芸術活動や学術活動が繰り広げられていま

す。 
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その見事な講堂は研究者・学識者・芸術家たちを呼び寄せるうえで大きな役割を果

たしています。ゴシックではなく、ロマネスクのこの建物はソフトな景観を示し、市

民的でリベラルな風景を現出しています。ここを拠点とするプロの兼松講堂レジデン

トオーケストラも活動を始めました。大学にプロのレジデントオーケストラがあるの

は世界でも稀で、これをスマートな一橋を象徴するものとして積極的に後援します。

学生主催のさまざまな芸術・文化活動もしばしば講堂で行われており、これを引き続

き支援します。また、講堂で市民向けの講演会やシンポジウムも開催されており、多

数の聴衆を得ています。この活動をさらに充実させ、広報によって広く社会に伝えま

す。 

また、マーキュリータワーや第三研究館等でも多数の専門的な国際、国内シンポジ

ウム、セミナーが行われています。これを支援すると同時に、その内容や成果を積極

的に広報し、一橋大学の生気を社会に伝えます。 

③ 図書館 

重厚な図書館も単に書物を保存するのではなく、西キャンパスの中央に位置して、

アカデミックな雰囲気をキャンパス全体にもたらしています。大閲覧室は、学生たち

におのずから学問の重みを伝えてくれます。景観としての図書館の整備に努めるとと

もに、先進的なシステムや機器を積極的に導入し、学生たちの勉学の利便をあわせて

高めることでいっそう素晴らしい勉学環境を整えます。 

④ 伝統的建造物のリノベーション 

この環境を維持することはもとより大切ですが、さらに発展させることも考えられ

ます。例えば、伝統的建造物のリノベーションです。すでに兼松講堂と本館が本格的

に修復され、その存在価値がいっそう高まりましたが、図書館や別館旧階段教室、東

本館、職員集会所などもその可能性を秘めていると思われます。この面での可能性を

検討します。 

また、このリノベーションの過程で、学問や思想、芸術などについて語りあうこと

のできるファカルティ&スチュ－デントクラブと命名できるような組織と空間を創る

ことを検討します。このクラブは、学生や教員が集い、教員同士や学生同士さらに教

員と学生がゆっくりと語らったり議論したりする場になります。 

このような空間をさらに拡充して、卒業生もこれに加わる空間、レストランやカフ

ェのある空間、またアートをもつ空間、さらに 300～500 人程度収容できるホールな

どを含み込んだ文化活動のできる空間として、一橋大学の新しい風景となるような斬

新な建物を新たに建設することも考えられます。もしこれに成功するならば、国立の

キャンパスにいっそうの輝きが与えられるに違いありません。建物の新設となると、

設計も含めて多額の費用がかかりますから、実現は容易ではありませんが、長期計画

で考えてみるだけの価値は十分にあります。 

⑤ キャンパス計画と全体のアメニティの向上 

また、小平キャンパスにあるさまざまなファシリティーの有効活用も重要です。小

平を視野に入れたキャンパス計画を改めて作成する時期にあります。また、すでに存

在する建物の維持とアメニティの向上も不可欠で、それに不断の配慮を払います。 
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Ⅱ 強靭なグローバル一橋 

グローバルな一橋大学はスマートであるだけでなく、強靭でなければなりません。

賢明で洗練されたグローバル一橋は、同時にまた強靭なグローバル一橋として、世界

で生起するあらゆる事態に的確に対処できる強さと粘りをもたねばなりません。その

ような強い一橋のもとで、強靭なグローバルリーダーが育ちます。 

 

１ 強い組織 

大学がどのような組織であり、運営をどのように行うべきかについては、多くの意

見があります。上からの一元的なリーダーシップが貫徹されることを望む声がある一

方で、下からのボトムアップを重視する意見もあります。ガヴァナンスのあり方につ

いて、強靭な組織として機能するにはどのようなスタイルが適切かという観点から、

組織のあり方を問うことが大切です。 

① ガヴァナンスの基本原理 

一橋大学には、リベラリズムの伝統があり、これが一橋大学を日本と世界のなかに

独自の存在感を与えてきました。130 年を超える歴史の激動のなかで、一橋リベラリ

ズムが一橋大学をあくまで社会科学の先端的大学として存続させてきました。したが

って、一橋大学の組織がよって立つべき基本原理はここにあると私は考えます。 

② リベラルな組織 

一橋大学の組織はリベラルでなければなりません。リベラルな組織とは、上からの

先見的リーダーシップと下からの自由な活動とを巧みに調和させるものです。リベラ

ルであるということはアナキーであるということではありません。組織に関していえ

ば、むしろ、責任ある自由が求めらます。 

学長は、理事・副学長とともに、長期的観点と具体的状況を勘案して、的確に一橋

大学の進むべき道と道筋を定める責任があります。基本的な方針をここで定め、その

方針に則して大学を運営します。この基本方針をできるかぎり明確にし、公開し、自

由に討議し、実行することが必要です。学長のリーダーシップとは、このプロセスを

自身のイニシアティブのもとに遂行することだと私は考えます。 

基本方針の策定にあたって、学長、理事・副学長は十分に議論を重ね、一体的に大

学の方針を定めることに努めます。また、役員補佐も含めた全体会を開き、全体の流

れの把握と相互の調整を常に行うように心がけます。さらに、事務局長とも十分に相

談し、実効性の担保に努めます。 

しかし、教育研究上の重要な問題については、当然、部局長会議や教育研究評議会

と協議します。学生の教育や教員の研究を直接担っているのは部局ですから、部局の

意向を十分に尊重しなければなりません。 

一橋大学は部局の自立性を尊重してきました。これからも、しなければなりません。

一橋大学の部局には、それだけの実力と責任感があります。責任感というのは、部局

エゴに固執せず、大学全体のことを考える規範意識があるという意味です。一橋大学

の組織原理は、各部局の自立性と責任感を尊重するリベラルなシステムです。 

このリベラルなシステムは、さまざまな状況に対応できる強靭さをもっています。

大学は全体として、執行部の定める基本方針と部局の個々の活動との調和のうえに活

動します。困難な状況や変革にあたって、組織全体が思考し、自覚的に活動し、基本
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方針の実現を図るという点で、このシステムはしなやかで強靭です。一橋大学のこの

組織原理は、変化の激しい現代社会にふさわしい強さと個性をもっています。 

③ 職員の専門性の強化 

また、事務系職員の積極的業務活動を進めることも大切です。大学は職員の日常的

業務によって始めて組織として適切に稼動します。職員が専門的知識をもち、教員と

ともに大学を運営していくことが重要です。そのために職員の研修の機会を増やし、

専門性を高めて、委員会などにおいても専門的知識を備えた委員として発言できる機

会を増やしたいと考えます。職員が業務に精通し、さまざまな形で積極的に活動する

ならば、大学はより活性化し、より強くなります。 

④ 外部の目 

さらに、外部の目をもつことも重要です。組織はいかに適切で柔軟であるとしても、

時として唯我独尊に陥りがちです。この点で、現今の国立大学法人は理事に外部委員

を入れるほか、経営協議会を設置して外部の優れた有識者の意見を取り入れることに

しています。一橋大学もまたこの制度を積極的に活用して、社会の動きに的確に対応

する努力をしていきます。外部の意見に真剣に耳を傾け、その意見を適切に運営に生

かすならば、組織はいっそう強くなると考えます。 

 

２ 確固としたスタイル 

一橋大学には独自のスタイルがあります。このスタイルが一橋大学の個性であり、

このスタイルのもとに一橋大学は強靭な生命力と魅力を発揮してきました。これはグ

ローバル一橋においても変わりません。 

① 一橋リベラリズム 

創立以来、一橋は市民社会、産業社会、国際政治経済社会における日本の旗手とし

て活躍してきました。国内・国際の経済やビジネスに教育研究の軸足を置き、多数の

優れたキャプテンズ・オブ・インダストリーを育ててきました。ここで貫かれている

スタイルはまずなによりも経済的自由主義であり、それを機軸とする市民的、政治的、

文化的自由主義です。したがって、一橋で求められる自由とは、個に閉じこもる逃避

的意味での自由ではなく、自由な経済活動、自由な市民的活動、自由な政治的活動、

自由な文化的活動を自らの理性と責任のもとに行うことを求める積極的、社会的な自

由です。 

この意味での積極的で社会性のある自由主義が一橋リベラリズムの本質です。この

リベラリズムは現実から逃避するのではなく、社会の現実に立ち向かい、これを改善

し、よりよいものへと作りあげていく性質のものです。したがって、一橋リベラリズ

ムは現実に向き合い、分析し、解決するための構想力、理性、強さを内在させるもの

ですし、またそうでなくてはなりません。 

② 一橋大学史教育研究の推進 

一橋大学はこの精神のもとに、教育研究を行ってきました。一橋大学研究教育憲章

前文で「一橋大学は、日本及び世界の自由で平和な政治経済社会の構築に資する知的、

文化的資産を創造し、その指導的担い手を育成することを使命とする」と謳っている

のは、本学のこのような基本的スタイルを明らかにするものです。このことを自覚す

るためにも、一橋大学史の教育研究を進め、大学アルヒーフの設置、充実を図ります。 
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３ 戦略的連携 

一橋大学を強靭にするには、他者とのさまざまな絆や連携を戦略的に強化すること

も重要です。 

① 社会との連携 

社会に目に見える形で貢献することによって、社会の支持を得ることが大切です。

この面では、公開講座、開放講座、移動講座がありますが、新たに始められた関西ア

カデミア、中部アカデミアは、関西と中部地方における一橋大学のプレゼンスを高め

るうえで有効に機能しつつあります。これらを引き続き行い、一橋大学の有為性を直

接的に広く伝えることを目指します。 

新しい試みとして、一橋大学レジデントオーケストラや芸術産業論による、優れた

芸術の近隣住民への提供も始まりました。これは、社会一般に対しても、一橋大学に

洗練されたイメージを与え、支持層を厚くするうえできわめて有効と思われます。 

② 産学連携 

産業界や自然科学との結びつきも重要です。イノベーションの教育研究を推進する

と同時に、学内に産学連携室を設置して社会科学的産学連携の方式やビジネスと科学

との結びつきを考えます。 

③ 大学間連携 

強靭な一橋を作るうえで、大学間連携は大きな意味をもちます。４大学連合（一橋

大学、東京工業大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学）や慶応義塾大学との連携

事業はこの面で非常に重要です。 

とりわけ、産業の高度化や環境問題、人間の心や身体の問題が重視されつつある現

代社会において、理系をもたない本学としては、東京工業大学や東京医科歯科大学と

の連携はきわめて重要です。両大学との協力関係をさらに推し進め、教育においても

研究においても本学の活動の幅をいっそう広げる方向性を強めたいと考えます。また、

慶応義塾大学との EU 研究共同大学院（仮称）の設置計画は、ヨーロッパ研究という

本学の強い部分をさらに強化し、大学のグローバル化を進めるうえで大きな意味を持

ちます。これを実現するために、適切な措置を講じたいと考えます。 

さらに、海外の大学との連携を強化することはいうまでもありません。グローバル

に展開するために、一橋大学は世界中の有力な社会科学系大学や総合大学との結びつ

きを深め、教員と学生の交流をいっそう進めます。EU のエラスムス・ムンドゥス計

画への参画も積極的に試みます。 

④ 留学生との連携 

卒業した留学生との結びつきを強める方策をとります。とくに留学生同窓会の設置

などの支援を可能なところから開始し、海外留学生との連携を深め、グローバル一橋

の強化に努めます。 

⑤ 如水会との連携 

一橋大学を常に支えてきてくれた同窓会、如水会との連携は今後もいっそう重要で

す。如水会は「スマートで強靭なグローバル一橋」に不可欠の存在で、その存在は他

大学にはない大きな強みです。 
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⑥ 広報活動の強化 

さまざまな連携を進めるうえで不可欠なのが広報活動です。国立大学法人としては、

一橋大学の存在を認め重視する世論を国民の間に高めていくために、社会に向けて不

断の広報活動が必要です。また、海外の諸機関と連携するうえでも、一橋大学の名を

世界に伝えなければなりません。一橋大学の明確なブランドイメージを国内外に確立

するために、企画・広報室を中心とする内外に向けた広報活動を充実させます。 

 

４ ツールの強化 ─ 情報化の推進 ─ 

大学を強靭にするうえで忘れてならないのは情報化の推進です。その重要性にかん

がみて、今期から副学長の担当にこれまでの財務、社会連携、企画・評価に情報化を

加え、情報化を主要な任務の対象としてより明確化しました。 

① 情報化グランドデザイン 

第１期中期目標期間中に情報化グランドデザインを策定し、本学における情報化の

基盤整備を行いましたが、その成果を踏まえて第２期情報化グランドデザインを策定

します。21 世紀に活躍する一橋大生の情報処理能力をさらに高めることや事務の効率

化は避けて通ることができない課題です。新グランドデザインでは、とくに、学内に

おける情報サービスの利便性と多様性を高め、セキュリティの向上のために認証統合

を始めとするさまざまなシステム統合を計画的に進めます。また、システムの整備に

よって、学生同士の交流はもとより、卒業生もかかわることのできる一橋 SNS を立

ちあげることも検討します。 

この関連では、図書館の情報化にも注意を払わねばなりません。さまざまな形で進

展しつつある書籍や知的資源のデジタル化は大学図書館にとって大きな意味をもちま

す。これに適切に対処することが必要です。受け入れるだけでなく、デジタルでのオ

ンデマンド出版等を行うことも検討します。 

② 社会科学における情報化 

研究成果の情報発信、情報機器利用による教育研究の推進、学生生活の充実、卒業

生を含むネットワーク作り、大学事務の効率化、海外大学との交流等において、本学

の情報化推進は不可欠です。社会科学における情報化とはなにかという問いかけを常

に行い、この分野においても先端的に活動し、強靭なグローバル一橋をこの面でも実

現することを目指します。 

 

Ⅲ アジア No.1、世界 Only One を実現するために 

 

１ 一橋大学基金   

一橋大学はこれまで、「アジア No.1、世界 Only One」を目指すことを訴えてきまし

た。「プラン 135」はこの目標の目指す一橋大学のあり方を明らかにするものです。強

靭でスマートなグローバル一橋こそ、「アジア No.1、世界 Only One」の大学です。 

このような大学となるためのプラン 135 は、今後 4 年間の活動の基本計画です。し

かし、この基本計画だけでもすべてを確実に実施するとなると、多額の資金が必要に

なります。国立大学に毎年提供される運営費交付金は大学としての基本的な活動を保

証する資金にすぎません。その運営費交付金も毎年１パーセント削減されてきました
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し、その交付については、さらに厳しい状態が続くことが予想されます。 

そのような状況のなかにあって、一橋大学は、独自のスタイルをもった大学として

他大学との差別化を進め、世界でも有数の大学として活動するために、スマートであ

ること、強靭であること、そしてグローバルであることを目指しています。日本を代

表する大学として、一橋大学はその道を進むしかない、と私は確信しています。 

私たちはいまそのために一橋大学基金を設置して、100 億円を目標に募金活動を行

っています。短期間にもかかわらず、多数の企業や卒業生の方々などの支援を得て、

これまでに 50 億円に近い寄付金が集まりました。今後も活動を継続し、100 億円の

実現に進みたいと考えます。 

そのためにも、これまでの募金方法をもう一度点検し、これまで以上に理解と支援

を受ける方法を考える必要があります。われわれは、その作業に直ちに着手します。 

私はここに「プラン 135」を公表しました。一橋大学が国立大学法人であるにもか

かわらず、なぜ多額の資金を必要とするのか、これで理解していただければ幸いです。 

 

２ 最後に 

一橋大学は、独自の明快な目標とスタイルのもとに、世界水準の魅力ある大学とし

てさらに成長、発展することを目指します。大学の全構成員にいっそうの努力と協力

を期待すると同時に、多数の人々の支援を切にお願いするものです。 


