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特 集

日本のリーダーが語る世界競争力のある人材とは？
日本を代表するメガバンクの一行である、三井住友銀行。取締役会長の北山禎介氏は、

1969年に三井銀行に入行後、世界の経済情勢が激動するなか、再編を経て今日のメガバンクに至る過程において
一貫して同行でキャリアを積んできた生粋のバンカーである。
一方で公益社団法人 経済同友会の教育改革委員長に就任し、高等教育の質を向上させる具体策や、
新しい産学連携のあり方を検討する要職にある。
今の経済界で求められるグローバル人材の育成などについて、貴重な提言を伺うことができた。
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北山禎介氏
三井住友銀行取締役会長

学年が 〜 人でしたから︑一つの授業が数人から多く

ラル・アーツの科目も徹底的に教育されていました︒１

れ以外の外国語が必須で︑また教養学科としてのリベ

のことを振り返ってみると︑国際関係論では英語とそ

広い人間力と︑二つの専門性︑

π 型人間を目指してほしい
国際化の進展を見据え
国際関係論コースを選択

て 〜 人という規模で︑先生とインタラクティブに

うヒントを読者に伝えることを目的にしています︒伺

話を伺って︑いかにグローバル人材を育成するかとい

度の濃い勉強ができたと思います︒よい訓練になった

などの大人数の授業と違って︑１人の学生としては密

やり取りする内容のものがほとんどでした︒経済学部

後のほうは出てくる学生は３人だけ︑という状況でし

私も学生時代にラテン語を履修しましたが︑最

た︒少人数の授業ならではの面白さもありましたね︒北

山内

文Ⅱは通常経済学部に進学するのですが︑駒場キャン

東京大学の文Ⅱ︵文科二類︶に入学しました︒

パスでの教養課程の２年が終わるとき︑二つの理由で

山さんは語学もずいぶんと勉強されたんでしょうね︒

係論﹂というコースに進むことを選びました︒理由の
一つは︑１９６６年当時︑日本経済は高度成長のなか
で国際化が進展する初期の段階にあったことです︒国
際関係論というコースでは国際政治や国際経済などを

なったのです︒まだ昭和

て英語の塾に通うことに

実は︑小学６年生の
もう一つの理由とは何ですか？

年代の初めですが︑母親は

北山
山内

駒場キャンパス前には京王井の頭線の駒場東大

学ぶので︑これからの社会では大いに役立つだろうと

北山

ずいぶんと時代の先を見て

ときに母親のすすめもあっ

前駅がありますが︑当時私が住んでいた実家は同じ井

考えました︒

の頭線の久我山駅に近いところにありまして︒本郷ま

千代田区立麹町中学に進み

いたのでしょう︒中学校は
なるほど︵笑︶
︒駒場は渋谷にも近いですから︑

で行くのは面倒だということです︵笑︶
︒
山内

授業は簡単に思えました︒

ましたが︑おかげで英語の
その英語の先生がとても立

本郷よりいいかもしれませんね︒
北山

もっとも︑４年の頃は大学紛争でほとんど授業
はない状態となってしまいましたが︒後になって当時

30

ポップ音楽の
歌詞を訳した好奇心

３年から﹁教養学部教養学科総合社会科学分科国際関

北山

うところによると︑北山さんは学生時代に国際関係論

この対談は︑グローバルに活躍している方のお

70

と思いますね︒

山内

30 60

に関心を持ってその専門課程に進まれたとか︒
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1946年東京都生まれ。1969年東京大学教養学部卒業。同年株式会社三井銀行入行。2001年三井住友銀行常務

北山禎介（きたやま･ていすけ）

ループ副社長執行役員を経て、
2005年に同社取締役社長、株式会社三井住友銀行取締役会長に就任（現任）
。また、

取締役 兼 常務執行役員、2003年同行専務取締役 兼 専務執行役員。2004年株式会社三井住友フィナンシャルグ

改革委員会）委員長、2011年より文部科学省中央教育審議会大学分科会臨時委員、2012年より文部科学省国立

2008年より公益社団法人経済同友会副代表幹事、2009年より公益社団法人経済同友会教育問題委員会（現教育

大学法人評価委員会委員長も務める。
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山内 進
一橋大学長
日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

と考えました︒そして本屋さんで英文日記帳というも

を買おうと︑授業以外で勉強する姿勢を見てもらおう

派な方で尊敬する心が芽生え︑子ども心に先生の歓心

山内

授業でしたね︒

らです︒どれも中身が濃い

理解できない場合が多いか

ました︒それを１年間

先生に添削をお願いし

たばかりでしたが︑その後

北山

していますね︒

論コースは︑現在まで存続

教養学部の国際関係

のを買い︑毎日英語で日記を書いて毎週土曜日にその

続けたんです︒きっと

私の頃にスタートし

先生は途中で挫折する

2010年12月一橋大学長に就任。専門は法制史、西洋中世法史、法文化史。
『北の十字軍』
（講談社）でサントリー

成果が出ているようです︒

学芸賞受賞。その他『新ストア主義の国家哲学』
（千倉書房）
、
『掠奪の法観念史』
（東京大学出版会）
、
『決闘裁判』

だろうと思われたと思

1987年法学博士。成城大学法学部教授、一橋大学法学部教授、法学部長、理事等を歴任。2004年、21世紀ＣＯ

外交官をはじめ国際的なス

Ｅプログラム「ヨーロッパの革新的研究拠点」の拠点リーダーに就任。2006年副学長（財務、社会連携担当）
、

いますが︑続けている

山内 進（やまうち・すすむ）

テージで活躍する人材を多

数輩出するようになり︑質の高い授業をしているとの

で は︑ 対 峙 す る 人 と の コ

1949年北海道小樽市生まれ。1972年一橋大学法学部卒業。1977年同大大学院法学研究科博士課程単位取得退学。

ことを先生からほめて
もらいました︒それがまたモチベーションになっていっ

評価が高まったのだと思います︒

それはすごいですね︒日本人はよく語学力が低

たと思います︒

山内

大学で鍛えられた
コミュニケーション力や
論理的なものの考え方が役立つ

ニール・セダカといったポップ音楽が入ってきました︒

けですが︑そこで学んだ国際経済や国際政治︑そして

ミュニケーションや論理的

（講談社）
、
『十字軍の思想』
（筑摩書房）
、
『文明は暴力を超えられるか』
（筑摩書房）など著書多数。

山内

いと指摘されますが︑結局は自分で鍛えるしか術はあ
りません︒しかし︑それを中学生でやったというのは
素晴らしいと思います︒

高校時代になってビートルズが出てきたわけですが︑

語学などは︑銀行でどのように役に立ちましたか？

れる国内支店で学ぶ預金や融資などのベーシックな業

入行当時は︑邦銀の国際業務はまだまだプリミ

そういったコースで学んで銀行に就職されたわ

私も興味を持ちました︒それで︑彼らが何を歌ってい

北山

当時︑アメリカからエルヴィス・プレスリーや

るのかが気になって︑一生懸命辞書を引きながら歌詞

ティブな時代ということもあり︑グローバル化云々と

北山

カードを訳したものです︒そういったことも英語への

いった世界とは無縁だったと思います︒最初に配属さ
山内

務から始まって︑ 歳頃までにさまざまな業務を経験

なるほど︑普通は聞いているだけで歌詞の意味

モチベーションに影響を与えたと思います︒
まで調べないという人が多いように思いますが︑探究

専門課程に入ってからも︑英語の授業はいくつ

し︑それぞれの分野における知識やスキルを身につけ

もありました︒通常は１冊のテキストを読んでいくと

なものの考え方が重要にな

心がおありだったのでしょうね︒大学の語学の授業は

いう形式でしょうが︑教養学科では英語の音を勉強す

るわけですが︑大学の 年

ていきます︒そのプロセス

る音声学や︑上智大学などの神父の先生がきてキリス

間ではそういった基礎的な

いかがでしたか？

ト教について学ぶ授業もありました︒英文学を読むに

力を養ってもらったと思い
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北山

は︑キリスト教の知識がないと作品で訴えたいことが

3
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ます︒何せ少人数の授業ですから︑学生はずっと話し
続けていなければなりません︒さらに科学哲学などの
授業では︑学生同士で議論しながら物事をロジカルに

山内

そうですね︒スキルとしての英語という視点は

大変重要だと思います︒特にグローバル化が進んでい
る現在はそうですね︒ところで︑経済のグローバル化
とともに︑日本の製造業もいろいろなグローバル化の
波を乗り越えて発展していると思います︒あるいは︑波
を乗り越えられず衰退している業界もあるでしょう︒
そ う し た 動 き と 軌 を 一 に し て︑ 銀 行 も ず い ぶ ん と 変
おっしゃるとおりですね︒銀行は日本経済を映

わってきているのではないかと思いますが︒
北山

したミラーのようなものです︒企業を含めて国際化が
大きく進展していくなか︑銀行業務も国際化が進んで
います︒少し長くなりますが︑そのあたりの流れをざっ
よろしくお願いします︒

とご説明します︒
山内

国際化する製造業とともに
銀行の国際化も進展
北山

私は１９６９年の入行ですが︑この頃は１９７

論証していくといった訓練を重ねるわけです︒そこで

３ 年に起きたオイルショックで終焉を迎えることに
は︑主として製造業が輸入した原材料をもとに国内で

身につけたスキルは︑入行後にも大きく役立ったと思

生産した製品を海外に輸出する︑いわゆる加工貿易で

なった高度経済成長の終盤期ですね︒当時の日本経済

山内

いますね︒
や論理力といったスキルはあらゆる仕事の基礎力とし

稼ぐ構図が続いていました︒このため︑日本企業の海

なるほど︒そういったコミュニケーション能力

て 役 に 立 つ で し ょ う ね︒ 一 橋 大 学 で は 主 と し て ゼ ミ

外 拠 点 も 主 と し て 販 売 拠 点 で あ っ た わ け で す︒ し た
した販売拠点が手がける貿易に対するファイナンスを

ナールでそのような能力が鍛えられていますが︑やは

行うことでした︒邦銀の海外支店はほんの一部の国に

がって当時の銀行の国際業務は︑原材料の輸入やこう

北山

しかありませんでしたが︑海外の銀行と為替業務の代

り少人数教育は大切ですね︒
なスキルとして英語はどうしても必要になります︒英

それから︑国際分野で仕事をするには︑基礎的

語ができればすなわち国際人︑ということではありませ

その後︑オイルショックで日本経済はダメージを受

行に関する契約であるコルレス契約を交わして資金の

けたものの︑それが落ち着き︑数年で立ち直りました︒

んが︑英語はあらゆる国際的な業務において今や必要
す︒その点︑小学生時代から学び始め︑国際関係論コー

そして力をつけ始めた日本の製造業は︑海外に工場を

やり取りをしていました︒

スで比較的突っ込んで学べたことは︑銀行に入ってか

条件の一つであることは厳然たる事実であると思いま

ら国際業務に従事するうえでかなり役立ちましたね︒

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

建てて海外生産を始めるようになりました︒すると︑

銀行は貿易に対する短期の運転資金だけでなく︑長期

の設備資金も提供するようになったのです︒邦銀の海

なるほど︑日本の製造業とともに銀行の国際化

外拠点も増えていきました︒
山内
北山

そんななか１９７９年にテヘランでアメリカ大

が進展したわけですね︒

使館人質事件が起きて︑アメリカはイランの在米資産

を凍結する制裁を行いました︒すると︑イランを筆頭

とする産油国は日本をはじめとするアメリカ以外の国

を得た邦銀は︑世界的な資金の流

に金を預けることになったわけです︒その潤沢な資金

れにおいて仲介役を担うことにな

りました︒

１９８４年５月の日米円ドル委

員会によって︑大口預金金利の自

由化や外貨の円転換規制の撤廃

等︑日本の金融・資本市場の大幅な自由化︑国際化が実

行されることになりました︒外国為替及び外国貿易法

では︑それまでの﹁原則禁止・例外自由﹂から﹁原則自

由・例外禁止﹂へとガラッと変わったわけです︒これに

よって邦銀の国際化や業務の多様化が急速に進みまし

た︒それまでの銀行業務はもっぱら融資が中心を占め

ていましたが︑それ以降︑非日系企業との取引を含め

てのクロスボーダー取引や証券業務など︑業務の幅が

どんどん広がっていったのです︒いわば︑一般的な銀

行業から複合的金融サービス機関に変貌したともいえ

るでしょう︒

相対的に高まる
邦銀の存在感

そのような業務の拡大はバブル経済の崩壊まで

続くわけですね︒

山内

4

どに対する見直しが進み︑反攻への備えは続けていた

かにあっても︑金融行政のあり方やリスク管理手法な

のはご存じのとおりです︒しかし︑そうした苦境のな

年代に至るまで︑坂道を転げ落ちるように逆回転した

が︑それが１９９０年代の初めに弾けてから２０００

合意を機にバブル経済が始まったと考えられています

北山

といった選択ですね︒こうやって描いた仮説と戦略︑

間を買って一気に進めるのか︑自前で育てていくのか︑

ともに︑取るべき戦術も決めていきます︒Ｍ＆Ａで時

プに基づいて人材と資本というアセットを配分すると

仮説をマッピングしていくわけです︒そして︑そのマッ

今後成長もしくは衰退する業務は何なのか︑といった

金融機関に対するどういったニーズが顕在化するのか︑

通して︑それを前提に世の中がどうなっていくのか︑

はどういった状況が続き︑どう変化していくのかを見

そのとおりです︒１９８５年のいわゆるプラザ

と思います︒公的資金を注入してもらい体力を回復さ

戦術を実行するか否かを最終的に決断するのがトップ

せることもできました︒
リーマン・ショック後は︑ダメージが大きかった

の責務です︒その後は︑動き出したプログラムを節目

山内
欧米の銀行に代わって邦銀の活躍が国際舞台で目立つ

節目で検証し︑必要に応じて軌道修正するなどＰＤＣ

大きなストラテジープログラムを進めていくマネジメ

Ａサイクルを回していくことになります︒こういった

山内

ング業務に回帰していたわけです︒私はあえて﹁幸か

ますか︑旧来の融資を中心とするコマーシャルバンキ

はきませんでした︒バック・トゥ・ザ・ベーシックといい

レッジを効かせた金融取引についてもあまり手がけて

邦 銀 は 国 際 業 務 を 一 気 に 縮 小 し︑ 米 銀 の よ う に レ バ

とに対する反省に基づくものです︒バブル崩壊以降︑

自由化が世界の実体経済に大きな悪影響を及ぼしたこ

するハイリスク・ハイリターンの行き過ぎた金融資本の

ショックで顕在化した︑アメリカの金融機関を中心と

ガバンクという大きな組織のなかで︑

いますが︑その作成においては︑メ

策定し︑それに基づき経営を進めて

行は通常３年程度の中期経営計画を

ほど大きな能力は持ち得ません︒銀

北山

かと思います︒

が︑リーダーの重要な役割ではない

化のなかにあって進むべき方向性を見極めていくこと

変化を遂げてきているわけですが︑そういった環境変

山内

リーダー１人だけでは︑それ

ち早く先取りし︑時代時代に合ったサービスを提供し

いった変えてはならない土台の上で︑日々の変化をい

一方で︑
﹁不易流行﹂という言葉がありますが︑そう

過ごしていると思います︒

いものであり︑社員は誰もがその重みを感じて日々を

承しています︒こうした基軸は決して忘れてはならな

り︑当時からの家訓でもある経営理念を現代にまで伝

るわけですが︑どちらも江戸時代からの長い歴史があ

す︒三井住友銀行のルーツは三井家であり住友家であ

ない基軸のようなもので︑企業文化ともいえるもので

も︑経営理念があると思います︒絶対に変えてはなら

最終決断者という責務は︑さぞ重いものでしょ

クし続けることもリーダーたるトップの役割ですね︒

ント体制をつくることや︑その体制をきちんとチェッ

を確立しているという︑ジオグラフィカルな強みがあ

メガバンクにおける
トップの役割

ることもあったと思います︒

ようになりましたね︒どのような理由が考えられるの
１９９０年代の初頭に導入された︑国際業務を

でしょうか︒
北山
行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準である
︶
﹁バーゼル合意﹂
︵いわゆる﹁ＢＩＳ規制 ﹂
* が数次の
リバイスを経て︑現在は﹁バーゼルⅢ﹂に強化されて

不幸か﹂と言い添えたいのですが︑このことによって

関係する各部署が協力し合って行っ

のは収益を上げなければならず︑つい目先のことにと

もう一つ︑重要な責務があります︒どの企業に

リーマン・ショックなどの大きな問題から逃れることが

ていくことも企業としてはとても重要です︒こうした

ドにおいて︑日本やアジア︑世界で

北山

できたのです︒この結果︑邦銀は︑世界の金融マーケッ

ています︒中期経営計画は大体１年

両面のバランスを取るべくコントロールすることも︑

うね︒

トのなかでの力が相対的に高まることとなり︑お客様

ぐらいかけて作成するのですが︑５

トップの責務だと思います︒一般的に︑企業というも

ご解説いただいたように︑銀行はまさに大きな

の信頼やニーズに応えられる存在として競争力を発揮

年︑ 年という比較的大きなトレン

います︒これは︑サブプライムローン問題やリーマン・

する状況に至っているわけです︒こうした背景には︑
近年の成長地域である東南アジアに強固なポジション

＊BIS／Bank for International Settlements：国際決済銀行
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トップはそうした事態をいち早く察知し︑必要とあら

ら わ れ て 経 営 理 念 を 忘 れ て し ま い が ち に な り ま す︒
双方を巡り︑両家の歴史を勉強する

銀行の新入社員は研修の一環として

大学が直面する問題についていろいろと理解すること

がまとめたさまざまな提言にも目を通し︑高等教育や

題は過去十数年間ずっと議論されてきたもののなかな

ができました︒そこで一つわかったことは︑現在の問

か解決に向かっていないということです︒もちろん︑

のが習わしとなっています︒
素晴らしいことですね︒三井

大学といってもいろいろなところがあるので一口には

ば︑経営理念に立ち返って自らを戒めていかなければ

も住友も︑そういった誇るべき不変

論じられず︑かつ教育の問題に失敗は許されないので

山内

ものすごい勢いで変化していくなかで︑つねに

れが強みだと思います︒この強みは

の歴史︑軸をしっかり持っていて︑そ

なりません︒
原点を見失わないよう考えつつ取り組んでいくという

慎重にやる必要があることは理解できます︒そこは踏

れを成し遂げてこそのリーダー︑ということですね︒

山内
のはとても難しいことのように思います︒しかし︑そ

日本の強みであるといってよいかも

まえながらも︑解決に向かって早く議論を進めるため

に︑ＰＤＣＡサイクルに乗せていくことにまずは注力

現在では財閥というのはなく

北山

また︑問題にはさまざまな論点があるので︑どこか

したいと思っています︒

にフォーカスすることで議論を拡散させないようにす

を共有する精神的なつながりや責任

なっておりますが︑しかし重い名前

しれません︒

教育問題の解決を
ＰＤＣＡサイクルに乗せる

感は︑グループ各社の社員は皆感じ

ることも大切だと思います︒企業人として︑そういっ

ところで今︑如水会の理事長をお願いしている

ていると思いますね︒

山内
のは︑住友電気工業の松本正義社長なんです︒そういっ

から遅れたときに︑
﹁グローバル人材を育成していない﹂

教育機関としての大学は︑日本経済がグローバル競争

産学連携についての
新しいあり方を探る

献していきたいと考えています︒

た経営上のノウハウも活かしながら諸問題の解決に貢

山内

行かせてもらいました︒歴史を大切にされており︑虚

といった叱咤をずいぶんといただきました︒残念なが

社員教育の話が出ましたが︑

た関係で︑一度京都にある住友家の源流たる有芳園に
飾がなく深みがあっていいなあ︑という印象を持ちま

らそういう一面も確かにあったとは思います︒北山さ

した︒
分ほどのところには︑

んは経済同友会の教育改革委員長としても活動されて
山内

有芳園から北に歩いて

おり︑高等教育に対していろいろご意見をお持ちだと

北山 それともう一つ私が取り組み始めているのは︑産

れば議論も建設的に進めることができると思います︒

北山
三井家の菩提寺であり︑紅葉の名所としても有名な真

思います︒今の世界情勢を背景に︑日本の大学に期待

ご指摘のとおりで︑議論を進める仕組みができ

如堂があります︒有芳園にも真如堂にも代々の物故者

されていることや問題に感じていることには︑どういっ

先生をはじめとする大学関係者などと知り合うことに

討していくプロセスのなかで︑文部科学省の方や山内

育格差などにスポットを当てることにしたのです︒検

化といった議論もありましたので︑経済格差による教

した︒ちょうど当時民主党政権がスタートし高校無償

高等教育にフォーカスして提言をまとめることにしま

初等中等教育への提言をまとめておられたので︑私は

会︶の委員長を拝命しましたが︑その直前に前任者が

北山

縄科学技術大学院大学︑昭和女子大学などの各大学を

琉球大学︑沖縄国際大学︑沖縄工業高等専門学校︑沖

意見も伺おうと︑２０１２年から上智大学や立教大学︑

こで︑具体的にどういったことができるか大学側のご

フォームを構築するといったことが考えられます︒そ

ンシップをもっと推進すべく大学側とともにプラット

たとえば︑経済同友会が企業側を取りまとめ︑インター

にも︑大学と企業はもっと連携すべきだと思います︒

れていくこれからの産業界を担う人材を育成するため

てないほどのグローバル化やイノベーションが求めら

学連携についての新しいあり方を探ることです︒かつ

なり︑また過去の中央教育審議会や日本学術会議など

２００９年に教育問題委員会︵現教育改革委員

たものがありますか？

を祀る慰霊塔や祠がありますが︑毎年４月︑三井住友
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あとは︑ご質問いただいた大学への期待という

それは具体性があって︑よい取り組みですね︒
いってほしいと思います︒

流れを学生自身も活用し︑グローバル人材を志向して

やす計画を策定して予算化していますね︒そういった

には悪いほうの﹁見えざる手﹂が生起するということ

ショックのような事象を予言しているんですね︒市場

の前に書いた﹃道徳感情論﹄では︑まさにリーマン・

訪問しているところです︒
山内

私の言葉まで引き合いに出していただきありが

講座をご寄附いただいているうえに人材まで派遣して

︒ところで︑貴行には一橋大学に
とうございます︵笑︶

山内

材を育成してほしいと思います︒

しっかり教え︑社会的公共性の重要さをわきまえた人

で す︒ ま さ に こ う し た こ と を 社 会 科 学 系 の 大 学 で は

北山
山内

おっしゃるとおりで︑我々も一橋大生をできる

ことですが︑特に一橋大学のように社会科学系︑文系

経済界のリーダーになる
という高い志を

とに企業側ももっと入り込めると思っています︒そこ

に課題を与え課題解決型授業をしてもらうといったこ

あるのではないかと思います︒それに対しては︑学生

を表している︒人間力を広げたうえ

に伸びている２本の棒は深い専門性

幅の広い人間力を表し︑そこから縦

てほしい﹂と言っています︒
﹁横棒は

活躍しているか調べたところ︑国際︑大企業取引︑投

で５００人ぐらいの卒業生がいますが︑どんな部門で

ています︒現在１万２０００人ほどいる総合職のなか

北山

一橋大学の学生にメッセージをお願いいたします︒

いただき︑大変ありがたく思っております︒最後に︑

で︑我々も大学に対して﹁一緒にやりましょう﹂とア

で︑証券業務でもデリバティブでも

資銀行といった銀行のなかでも先端的な知識やスキル

私はよく入行した若い社員に﹁π 型人材になっ

プローチしているところなんです︒

何でもかまわないから︑２分野ぐら

を必要とされる分野で活躍してもらっています︒

北山

興味深いお話ですね︒日本の大学は学部中心の

いは専門性を深めてほしい﹂という

んな時代に対応して活躍できる人材となるためには︑

採用する学生は日本人とは限らなくなっています︒そ

生間競争も激化し始めているわけですからね︒企業も︑

ませんが︑国際競争が厳しくなっている今︑すでに学

しれません︒これまではそれでもよかったのかもしれ

くてよいですね︒リベラル・アーツでよく

山 内 ﹁π 型人材﹂というのはわかりやす

というアドバイスであるわけです︒

ら︑今からそのときに備えておいてほしい

性﹂が問われることが理解できるはずだか

間性を備えたうえでのプロとしての専門

の４年間︑あるいは大学

うであるためにも︑大学

てほしいと思います︒そ

なるという 高い志を持っ

来︑経済界のリーダーに

わけですから︑自分も将

卒業し︑嘱望されている

出しています︒学生はそういった歴史的な冠を載せて

一橋大学は錚々たる顔ぶれの経営者を経済界に送り

例年︑一橋大学の学生さんには入行してもらっ

専門教育が主体となっていますが︑企業側からは特に

趣旨です︒ 代ではまだわからない

各学部の専門教育をしっかり行うと同時に︑人間力を

いわれる﹁レイト・スペシャリゼーショ

かもしれないが︑ 代にもなれば﹁人

鍛えるということをもっと意識しなければならないと

院を通じてしっかり勉強

もう一つあります︒それは山内先生が一橋

なると思います︒

や社会に出てからの糧に

す︒そうしたことは必ず
大学のミッションの再定義としてまさに

山内 どうもありがとう

そうです︒そして︑大学への期待は

おっしゃっていた﹁社会的公共性﹂という

ございました︒

北山

を深めてほしいと思いま

ン﹂
︑つまり幅広い見識や知力をまず養い︑

感じています︒その点でいえば︑欧米の大学では昔か
らリベラル・アーツを重視して人間力強化に取り組んで
いるわけですね︒日本の大学はそこをどうしていくべ
きか考えなければいけないと思っています︒それに加
えて道具としての語学力や︑ＩＴのスキルをもっと高
安倍内閣は︑６万人を切った海外留学生を 万

める仕組みも必要ですね︒
北山

30

ということですね︒

し︑友人と議論もし交友

たわけで︑大学側ものんびりしていた面があったかも

山内
社会科学系の専門教育にはあまり期待されていなかっ

力を高める訓練は︑大学４年間でもっとできる余地が

日本人同士はもちろん︑国際的なコミュニケーション

というスタンスが一般的だったと思います︒しかし︑

いただければその後は企業のほうで必要な教育をする︑

いうか︑一般的な社会常識を備えた人材を送り出して

限り多く外に出すことを考えています︒

世界競争力のある人材とは？

の学部に対して︑これまで企業側は基礎的な人間力と

日本のリーダーが語る

そのうえで専門性の高い知識を身につける

30

20

ことなのです︒アダム・スミスが﹃国富論﹄

7

12

人に倍増させ︑海外からの留学生 万人を 万人に増
14

主体的に学び、自ら課題を探求し、未来を切り拓いていく

アカデミック・プランニング・センター

平成24年10月1日、APLAC（Academic Planning Center：アカデミック・プランニング・センター、略称エイプラック）を設立した。

一橋大学は、学生の自ら学ぼうとする意欲を促進し支援する全学的基盤として、

APLACは、自由に学修できるスペースを設け、イベントを開催し、また専門の学修カウンセラーや院生チューターを置いて、
勉強方法、留学希望、勉学上の悩みなど学部学生の相談に応じ、必要な部署につないでその学修を支援している。
開設から1年、利用する学生の満足度は高い。

「APLACは『スマートで強靭なグローバル一橋生』の育成に向けた運動体」
（APLACセンター長・落合一泰副学長）
。
企画・運用面で改善を重ね、学生の自律的な学修を後押しする方針だ。

ティーチングから
ラーニングへ︒

的なサポート・学修支援体制を整備すること

生には︑一人ひとりの状況に合わせた日常

に勉強してもらう環境を整え︑低成績の学

サポートの立案に役立てている︒平成

生の﹁その後﹂もしっかり共有し︑必要な

個人情報管理を徹底した上で相談にきた学

断の協議会で定期的にミーティングを行い︑

年

が課題として浮かび上がってきた︒

へ﹂
︒

で表現すれば﹁ティーチングからラーニング

化にリンクしている︒その大きな流れを一言

ＡＰＬＡＣの設立は︑教育観の世界的な変

総合的な学修支援体制を整える必要がある

欲を持って卒業してもらうためには︑より

に出ても勉強し続けよう﹄という自信と意

に﹃一橋大学で勉強して力がついた︑社会

で一括りにはできません︒その一人ひとり

﹁学生たちは多様で︑
﹃学生﹄という言葉

報にもアクセスできる︒履修登録ができる

受け取ることができ︑休講や行事などの情

で︑学生はＷＥＢ上で自分あてのお知らせを

生ポータル﹂は学修上の利便を図るシステム

して﹁学生ポータル﹂が稼働し始めた︒
﹁学

度には︑日々の学修を支援するインフラと

変わりつつある世界の教育観

﹁教員主体の教授から学生主体の学びへ︒

支援体制に関するさまざまな検討が始

︶〟同様に学修生活の効率
Campus System
化につながるものだ︒平成 年度に設けら

既存のＷＥＢシステム〝 Mercas
︵ Mercury

いていく力を受け身でなく能動的に獲得し

まったのは平成 年度︒平成 年春に現在

と感じたのです﹂
︵落合副学長︶

てもらおう︑という変化です︒そして大学

これは︑学生には自分の将来を自ら切り拓

25

発的なアクティブ・ラーニングのための空間

れた﹁学修スペース﹂も︑学生の自律的・自
式に設立された︒

︽学修コンシェルジュ︾
︽学修サポート︾
︽学修ＩＲ︾
三つのセクションによって
運営されるＡＰＬＡＣ

ＡＰＬＡＣは特定の場所というより︑学

︽学修サポート︾は︑
﹁個々の学生の意欲

ご覧いただきたい︒

と必要に応じてさまざまな学修支援を受け

られる場を提供する﹂というコンセプトの

もと︑院生チューターによる学修相談︑学

修カウンセラーによる定期面談からメンタ

ル相談︑生活指導まで︑幅広い機能を備え

た学生ごとの成績評価平均点︶２・０以上を

する﹁相談窓口﹂の機能を持つ︒履修計画

まず︽学修コンシェルジュ︾は︑学修に関

ＩＲ︵ Institutional Research
＝教育調査・
評価︶
︾の各部門だ︒

修コンシェルジュ︾
︽学修サポート︾
︽学修

能の総称である︒その機能を担うのが︑
︽学

自ら未来を

である︒

とに︑学修基盤データベースの整備︑
﹁教育

これはＧＰＡなど蓄積された数値情報をも

そして三つ目の機能が︽学修ＩＲ︾だ︒

ている︒

卒業要件化︵当面は１・８以上︶
︒この新た

の立て方や成績データの説明︑留学の希望

生の自律的な学修を促進・支援するための機

な卒業要件は﹁学士号の質保証﹂のためだ

切り拓いていくために

ＡＰＬＡＣの最も重要なミッションは﹁自

学生が主体的に学び︑

の質﹂調査︑学修環境評価などを担う部門

が︑ＧＰＡを通して︑学生一人ひとりの勉

など︑学生が気軽に相談できる窓口の役割

からＧＰＡ︵ Grade Point AverageＡ＝４
点︑Ｂ＝３点︑⁝ Ｆ＝０点として算出し

学の足跡︑そして学生全体の学修動向が把

家・相談員や担当部署へと接続する︒組織横

を教務課が担い︑必要に応じて学内の専門

学修を促す方針だ︒

である︒
﹁学修スペース﹂については別項を

のＡＰＬＡＣにあたる活動がスタートし︑

つだ︒一橋大学は平成 年度からシラバス

インは︑学生が必要とする基本情報のひと

員が書く﹁シラバス﹂と呼ばれるアウトラ

合副学長︶
︒たとえば各科目について担当教

ことが求められるようになったのです﹂
︵落

同年 月には規則を定め︑ＡＰＬＡＣが正

25

には︑ラーナーが学びの主体になるのに必

24

要な情報や環境をできるだけ提供していく

23

握できるようになった︒学生の学修状況は

一方で一橋大学では︑平成 年度入学生

10

決して一様でない︒成績のよい学生にさら

22

示して︑学生の積極的な履修選択や教室外

どのような知識や能力を身に付けるのかを

何が期待されており︑授業を通して学生は

の様式を一新し︑各授業において学生には

26

8

学生が

自律的学修をサポートする

イアビリティ︶あるいは大学院に進む実力

学生が主体的に学び︑就業力︵エンプロ

新しいプログラムを構想する

学生と一体となって

マートで強靭なグローバル一橋生﹄育成を

育観がティーチングからラーニングへと変

を身につけ︑
﹁自分は将来こんなことができ

下支えすると考えています﹂
︵落合副学長︶

化していくなかで︑学生の﹁学びたい！﹂

る︑したい﹂と自分の力量や展望を示す︒

その方向に学生を導くための仕掛けでもあ

という気持ちを引き出し︑未来を切り拓い

るのです﹂
︵落合副学長︶

ていく力を自らつけてもらう︒それには︑

それが未来を切り拓いていく力にほかなら

律的学修﹂
︑つまり学生本人による主体的な

あるパラダイムシフトが欠かせない︒
ない︒

学びを促進・支援することである︒世界の教

﹁昨今︑学士号の︽質︾が問題にされてい

﹁一橋教育の真髄はゼミナールにあります︒

年 度 冬 学 期からスタートした﹁ English

ムを実施していく予 定だ︒たとえば︑平成

ＡＰＬＡＣは︑今後もさまざまなプログラ

ます︒では︑誰がそれを保証するのでしょ

自身が示すことが必要です︒ＡＰＬＡＣは

大学で身に付けた能力や自分の力量を学生

で学生の質保証が済む時代ではありません︒

学です︒しかしもはや一枚の卒業証書だけ

うか︒今までその役割を担ってきたのは大

い多様性︑創造性︑チャレンジ

伝達型教育だけでは達成できな

のゼミナールは双方向型教育であり︑知識

力の練磨がグループで進行します︒少人数

スを経て﹃問いを解く﹄に至る課題探求能

を立てる﹄に始まり︑
﹃問いを探る﹄プロセ

ゼミナールでは︑教員の指導のもと︑
﹃問い

Ｅプログラム︶
︒
﹁ English Table
﹂は︑その
講師と学生が学修スペースに集まって︑英語

関︶から招いている︵商学部は独自のＰＡＣ

シュカウンシル︵イギリスの国際文化交流機

ションスキル科目があり︑講師をブリティッ

︵イングリッシュテーブル︶
﹂
︒現 在︑
Table
学部１年生向けには必修の英語コミュニケー

場なのです︒教員が﹁何を教え

るか﹂から学生が﹁何ができる

ようになるか﹂へのパラダイム

シフトが求められている今︑他

大学でも少人数ゼミナールに関

心が寄せられるようになったの

はそのためです︒本学伝統の通

年必修ゼミナールは︑近年耳に

●
Tokyo Olympics - Paralympics 2020
︵ 東京オリンピック・パラリンピック

︶
2020

Globalization, Global Jinzai and

●
Studying and living abroad
︵留学と海外生活について︶

●

Glocalization
︵グローバリゼーション︑グローバル人

らにサポートしようというのが

の自律的かつ主体的な学習をさ

れる本学学生︵個人・チーム︶

このようなゼミナールに象徴さ

グ﹄を先取りしていたのです︒

を促す﹃アクティブ・ラーニン

グへ﹂という変化を象徴する組織にほかな

ＡＣ︒それは﹁ティーチングからラーニン

意味で運動体であり続けようとするＡＰＬ

ていくだろう︒制度化された今もなお良い

応を見ながら︑随時新しい企画が投入され

ログラム例だが︑今後も学生のニーズや反

これは学生の希望が実施に結びついたプ

材︑グローカリゼーション︶

ＡＰＬＡＣの活動であり︑学修

らない︒

するようになった学生の能動性

のトークテーマ︵例︶
English Table

でフリートークを行うというものだ︒

学修 IR（教育調査・評価）
学修サポート

ダーシップ性などが涵養される

力︑プレゼン力︑能動性︑リー

25

スペースなのです︒それが﹃ス

9

●学修基盤データベース整備
●「教育の質」調査
●学生調査 as 学修環境評価
●学修相談
●学修リソース活用／授業
●メンタル相談／生活指導
●リサーチ＆ライティング･スキルの指導

保健センター
図書館

連携

APLAC
連携

障害学生支援室
●全学的･独立的な学修支援･促進
●学生の自律的学修（PDCA）と
各学部･教員の指導をサポート
学生相談室

C
A
L
P
A

大学教育研究開
発センターなど
学生の学修環境
構築にかかわる
学内各部署

●履修･学修情報ポータル
●総合案内サービス
●学修情報リテラシーサポート

学修コンシェルジュ

〈一橋大学ＨＰ⇒ 在学生の方へ ⇒アカデミック・プランニング・センター（学修相談）からアクセス〉

一橋大学アカデミック・プランニング・センターＨＰ

http://www.hit-u.ac.jp/kyomu/aplac/

APLACを象徴する「学修スペース」
C
A
L
P
A

そうしたＡＰＬＡＣの取り組みのシ
るのが一般的な学修スタイルだった︒

な資料に囲まれながら黙々と勉強をす

新しい学修スタイルの確立に向けて
開設された﹁学修スペース﹂
ンボルになりつつあるのが︑平成 年
４月︑西キャンパス・第１講義棟３階
と気楽に出入りでき︑１人で勉強する

ラーニングコモンズとは︑学生がもっ

が誕生した︒

を実装した︑一橋大学の学修スペース

各大学に共通する四つの成功ポイント

そこで先行する他大学の施設を視察︒

たスペースが一橋大学にも必要だ││︒

学生主体の学びのためには︑そうし

とも可能な自由度の高い空間である︒

ことも多人数でミーティングをするこ

に設けられた﹁学修スペース﹂だ︒平
日︵及び祝日授業日︶の８時 分〜
空間として学生から高い評価を得てい
る︒開室半年で利用者は延べ１０００
人を超えた︒
このようなスペースは︑一般に﹁ラ
ーニングコモンズ﹂と呼ばれる︒これ
までは︑図書館の静かな空間で︑豊富

して利用後の片づけは最小限でよい︒

て可動式で︑自由に動かしてよい︒そ

不要︒机・椅子・ホワイトボードはすべ

●利用における自由度の高さ 予約は

する環境を生み出している︒

る﹂
﹁見られる﹂関係が︑互いを刺激

ペース内外の学生の間に生まれる﹁見

廊下を隔てる壁をガラスに︒学修ス

●開放性・透明性の高い空間 部屋と

イントとは︑以下の通りである︒

ラーニングコモンズの四つの成功ポ

ルを織り込んでいる︒

など︑さまざまな独自の工夫やルー

壁紙を壁一面に貼付︾
︽Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 ︾

いため︶
︾
︽プロジェクタースクリーン

があるので飲み物をこぼす確率が低

証︾
︽ペットボトルは持ち込み可︵蓋

装し︑さらに︑
︽入退室は学生証で認

学修スペースはこれらをすべて実

端末でインターネットを利用︒

●無線Ｌ ＡＮ により︑学生は持参の

●無人での運営︒

可動式の机・椅子・ホワイトボード︑
無線ＬＡＮなどが整い︑
大学院生がチューターとして常駐

18

25

時︑学部生であれば誰でも利用できる

30

を実施し、利用促進につなげている（右から教務課本間係長、天野係員）

教務課は学生の利用状況を把握するとともに、使い勝手についてつねにアンケート

学生は机、椅子、ホワイトボードを自由に組み合わせて利用している

自律的学修をサポートするアカデミック・プランニング・センター

また︑大学院生がチューターとして
学修相談を受け付けている︒レポート
の書き方のアドバイスや︑パソコンの
利用サポートを行うほか︑学修に関す
る質問などにも対応している︒曜日
や時間帯によって在席するチューター
の得意分野︵科目や語学など︶は異
なるが︑うまく活用すれば︑学修に

ドやプロジェクターを使ってプレゼ

する議論を行っていた︒ホワイトボー

集まり︑卒業論文のテーマや内容に関

た日も︑経済学部の４年生が４〜５人

旨とする図書館と異なる︒取材を行っ

もまったく問題はない︒そこが静寂を

だ︒学修スペースでは会話をしていて

数で自由にミーティングができる点

の学内連携強化に向けた動きもある︒

スにも配置するなど︑全学共通教育と

数学系科目のチューターを学修スペー

で発信したりと︑積極的に運
Twitter
営に携わっている︒学生ニーズの高い

を提案したり︑時間割を

修スペースを使った新しいイベント

寄せられている︒またチューターも学

学生からは利用時間拡大の要望も

窓の広々とした学修スペース。図書館とは違い、ここでは声のボリュームを抑える必要はない。グループミーティングの場所としても活用できる

関する幅広いアドバイスを受けられ
るのだ︒

１人でもグループでも学べる
自由度の高さから
開設から半年で
利用者は１０００人を超えた

ンテーションをしたり︑問題点を整理

自律的学修を促進・支援する全学的基

れるのだ︒

したりするグループがいて︑一方で

盤の構築を目指すＡＰＬＡＣ︒学修ス

大学院生のチューターが平日午後常駐し、学修相談に応じている

プロジェクターも常備されており、プレゼンテーションの練習もできる

学修スペースの最大の特徴は︑多人

パ ソ コ ン を 見 な が ら１ 人 で 授 業 の 準

ペースはまさにそのシンボルになりつ

や
Facebook

備をしている学生がいる︒主体的に

つある︒

11

能動的学修に向かおうとする精神が︑
一人ひとりにもグループにも感じら

金曜午後勤務の豊田チューター（商学系・英語系科目担当）

グローバルリーダー教育院に
期待すること
﹁グローバルリーダー教育院﹂
︵ Acad／ＡＧＬ︶
emy for Global Leadership
は︑その名称のとおりグローバルリー
ダーの育成を目的として東京工業大学
に設置された組織で︑一橋大学は連携
先提携機関として共同運営を行ってい
る︒その使命は︑
﹁文理共鳴トップリー
ダー﹂の養成である︒
山内進・一橋大学長は︑
﹁文理共鳴を体
現するグローバルリーダー教育院への期
待﹂と題して︑参加者に次の趣旨のメッ

ダーとなって︑日本と世界の発展に大

理共鳴能力を持ったグローバルリー

です︒このプログラムに参加して︑文

度の参加者は

岐にわたっている︒なお︑２０１３ 年

院︑法学研究科︑言語社会研究科と多

Ｓ︑経済学研究科︑国際・公共政策大学

フル参加４人︑学期参加７ 人の計

である︒

二つの道場を

修練の場として選択する

人

人で︑一橋大学からは

いに貢献してください﹂

すべての大学院生に開かれた
プログラム

ＡＧＬプログラム自体は︑２０１２

このプログラムの参加形態には︑フ

年４ 月 よ り 東 京 工 業 大 学 で 実 施 さ れ て

いる︒人文社会分野に強みを有する一

ル参加と学期参加の二つのスタイルが

他に例のない試みの実

共同プログラムという︑

合宿を経てＡＧＬの全科目を履修する︒

プ基礎科目群の履修から始まり︑選抜

フル参加する学生は︑リーダーシッ

ある︒

現に向けて︑一橋大学

大 学 院 生 と し て の 専 門 能 力 の 獲 得 と︑

橋大学側の窓口は一橋

することになった︒一

このプログラムに参加

ムマネジメントしながら両立させてい

得を︑限られた期間のなかで自らタイ

グローバルリーダーとしての能力の修

す大学院生のためのプログラムですが︑

プログラムは︑基本的には実業を目指

一橋ＩＣＳの布井千博教授は︑
﹁この

須ではなく︑導入座学のみ︑グループ

リーダーシップ基礎科目群の履修は必

を 学 期 単 位 で 選 択 す る こ と が で き る︒

学期参加の学生は︑ＡＧＬの各科目

である︒

カルチャーの多様性も重視しています︒

ワークのみの選択も可能である︒

なお︑このプログラムで履修した科

ＡＧＬ には︑人文社会系２道場︑科

歴史学などを研究する方を含めて︑多

学 技 術 系 ２ 道 場 の 四 つ の 道 場 が あ る︒

目は︑単位互換協定により取得単位と

ます﹂と︑大学院生全体を対象として

様なバックグラウンドを有する大学院

いることを強調する︒実際に︑一橋大

これらの道場を修練の場として教育が

して認められる︒

学から参加している学生は︑一橋ＩＣ

生が対象です︒外国人の参加も歓迎し

商学︑経済学︑法律学︑社会学︑文学︑

ＩＣＳ︶である︒

くという︑かなりハードなプログラム

は２０１３年

月から

る東京工業大学による

橋大学と︑科学技術分野に強みを有す

11
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大学大学院国際企業戦略研究科︵一橋

10

セージを寄せている︒
﹁共鳴という言葉は︑それぞれの独自
性を発揮しながら相互作用によって新
しい成果を生み出すという意味にも使
うことができます︒一橋大学は︑その
意味での文理共鳴を目指します︒確か
に︑文理を融合的に理解し研究や実社
会に貢献するという考え方もあります︒
しかし︑高度に専門化した学術世界に
あっては︑文系と理系の人材が自己の
それぞれの専門に磨きをかけ︑互いに
連携することで融合以上に大きな成果
を挙げるというほうが︑自然で効果的
ではないかと考えます︒
大切なのは文理対話能力の育成です︒
それを育成するのが︑この文部科学省
﹃博
* 士課程教育リーディングプログラ
ム﹄によるグローバルリーダー教育院

東京工業大学との共同プログラム運営で
“文理共鳴”のグローバルリーダーを育成する

グローバルリーダー教育院
──実社会で通用するマネジメントを学ぶ実践道場

12

﹁サプライチェーン変革における実践﹂

する経 営 者の話を直 接聞いて議 論する

は ││ 企業のあるべき姿が﹁ビジョン﹂

きるリーダー﹂である︒基本的な考え方

し︑組織の潜在的能力を最大限に発揮で

﹁いかなる環境においても組織をリード

ムワークとなる﹁洞察力﹂
﹁仮説構築力﹂

プログラムを通じて︑思考のフレー

されている︒

プワーク前後には海外短期研修も予定

営課題に対する提言を行う︒このグルー

ル向上演習に基づき︑実際の企業の経

前期

後期

前期

後期

導入座学

グループワーク

オフキャンパス

修了プロジェクト

導入座学

導入座学

グループワーク

オフキャンパス

修了プロジェクト

導入座学

グループワーク

オフキャンパス

導入座学

グループワーク

実践﹂
﹁ターンアラウンドにおける実践﹂

松木道場にみる

科目や︑現実の経営課題について数人の

で︑それを実現するために遂行すべき

を身につけ︑
﹁論理構築力﹂
﹁検証／証

もう一つの重要な柱が︑
﹁オフキャンパ

営する企業の実際の課題をテーマにし

●スケジュール

行われる︒これらの道場のうちの二つ
に所属して︑多様な背景の学生同士が

の三つのテーマで５ 人の外部講師が講

一方︑グループワークでは︑導入座

の醸成﹂
﹁組織文化変革﹂を学ぶ︒

義︒リーダーに求められる﹁信頼関係

道場修練の実際

ＡＧＬの核となる道場教育を紹介しよ

一橋大学が主宰する松木道場を例に︑

ディベートやグループワークを重ねて
いくことで︑実社会のいかなる場面でも
通用する強力なリーダーシップを身につ
けていく︒

グループで分析・討議し︑具体的な提言

﹁ミッション﹂がある︒そのミッション遂

明力﹂を磨く︒そして︑プロジェクト

学での蓄積及び並行して実施するスキ

として経営陣にプレゼンテーションを行

行に向けて﹁戦略﹂を立て︑それを実施

マネジメントを通じて﹁伝達力﹂
﹁実現

う︒松木道場の目指すリーダーの姿は︑

うグループワークなどが組み込まれてい

するための﹁組織﹂を設計する︒それら

力﹂を身につけることになる︒

設定した課題に関するプロジェクトを
実施する︒

２０１３年度の松木道場では︑導入
リーダーとして実践

て︑問題点の明確化から具体的な提言

海外短期研修

海外短期研修

プログラムには︑実業の最前線で活躍

る︒さらに︑このグループワークに必要

その理 解の う えに 身 につけ るべきリー

の根 幹に﹁ 信 頼 ﹂
﹁ 組 織 文 化 ﹂がある︒

な実践スキル講座も準備されている︒

門能力や道場で磨いた実践的な知識・ス

修了プロジェクト（1単位）

修了プロジェクトでは︑学生自らが

ス教育﹂である︒これまで身につけた専

オフキャンパス教育（4 単位）

海外短期研修

海外短期研修

ダーシップが成り立つ︒

中間審査

2015年度

2014年度

2013年度

キル︑リーダーシップなどを実社会で

グループワーク
（2 単位）

松木道場の導入座学では︑リーダーシッ

グループワーク
（2単位）

試して︑さらに補強すべき部分を再認

導入座学
（1単位）

座学に招聘したゲストスピーカーの経
してきた経営者に直

までを行う︒

大学院の形成を推進する文部科学省の事業︒

大学院教育の抜本的改革を支援し︑最高学府に相応しい

通用する質の保証された学位プログラムを構築・展開する

専門分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した世界に

の第一級の教員・学生を結集し︑産・学・官の参画を得つつ︑

りグローバルに活躍するリーダーへと導くため︑国内外

＊優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわた

に接し︑その実体験
を臨場感あふれる形
で疑似体験すること
により︑リアリティ
のある経験として蓄
積する︒
２０１３年度は︑
﹁異文化内における
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導入座学
（1単位）

プの根源となる﹁信頼関係の醸成﹂及び

人文社会系道場

後期

前期

科学技術系道場

識する機会として︑国内外の企業︑国

グローバルリーダー教育院（AGL）

信頼関係に基づく﹁組織文化変革﹂を修

▼
▼

際機関︑研究機関などで６か月以上の

2泊3日の選抜合宿

得することを目指す︒このプロセスを︑

リーダーシップ基礎科目群（4 単位以上）

プロジェクトに取り組む︒

●科目構成

危機的な状況を迎えることがありま

い時代ですから︑投資している企業が

栄枯盛衰は世の常ですし︑変化が速

思います︒

いるわけです︒まさに数は力なりだと

筋を示したいと考えています︒

を最大限に引き出すリーダーになる道

験的ノウハウを学生に伝え︑組織の力

グしたらいいかといった自己研鑽の体

かありません︒どう自分をトレーニン

が︑自分で自分をトレーニングするし

たのです︒

ら︑ＡＧＬで道場をやってみようと思っ

争にも 負けてしま うでしょう︒だった

点がないといい研究はできないし︑競

これからの時代は︑グローバルな視

が活躍する時代になると確信しました︒

認識しました︒日本では︑ビジネスを

鍛えがいのある学生たちと

違っていました︒コミュニケーション

していた大学院生像と実際はかなり

いざ面接に臨んでみると︑私が想像

進める前提となる重要な要素なので

ベンチャーキャピタルやエクイティ

ません︒

のほうが重要になることも珍しくあり

せん︒金融自体よりも信頼関係づくり

相手をパートナーとしたいとは思いま

ですから︑相性が合わず信頼できない

ては自分の会社は子どものようなもの

そこで︑能ある鷹は爪隠す ││ で︑ど

きませんので︑とても重要なことです︒

と思ってもらえなければいい仕事がで

ません︒組織では︑
﹁この人は仲間だ﹂

偉そうにしていては︑信頼関係は築け

たと錯覚することがあります︒しかし

うち︑世間を知らずにわかってしまっ

たとえば︑大学院の博士課程で学ぶ

で自分とはバックグラウンドが違う人と

は高いですが︑学生たちは︑選抜合宿

していかなければいけません︒ハードル

かつ人間関係をつくりながら成果を出

す︒そこで自分を認めてもらい︑なお

の高いクラスメートとともに学ぶわけで

きもあり︑教えがいがあります︒

ばいけないと思っていましたので︑驚

もいい︒最初は話し方から教えなけれ

力が高く︑柔軟性もある︒英語の発音

ファイナンスは海外で発達した技術で

うやって爪を隠したらいいかも指導し

監査役などを務めてきました︒経営者

ぼすべての企業で社外取締役や会長︑

た企業は︑ 社にのぼります︒そのほ

ティファンドマネジャーとして投資し

キャピタリスト︑プライベートエクイ

本姿勢を教えるのが︑松木道場の目的

こうした経験から体得した経営の根

資家に対するリターンも上がります︒

い企業ができるのです︒結果的には︑投

引でドライなやり方よりも︑ずっと強

事にするウェットなやり方のほうが︑強

徴が現れてきます︒たとえば︑社員を大

て い ま す︒ 素 晴 ら し い コ ミ ュ ニ ケ ー

ディスカッションしながら研究を進め

ボストンなどに行って現地の研究者と

常に雄弁ですし︑オックスフォードや

賞受賞者の山中伸弥先生の場合は︑非

思っていました︒ところが︑ノーベル

筋﹂のような人ばかりではないかと

最初は︑大学院生というと﹁研究一

今の時代に育成するのが私の使命と考

ンティアスピリットを備えた人材を︑

て︑明治維新の頃のようにフロ

こうした学生たちと向き合っ

力と個性を持っていました︒

究一筋﹂なだけでなく︑多くの能

た︒参加した学生の多くは﹁研

としてディスカッションを行っていまし

議論できることに刺激を受けて︑溌剌

学生にとっては問題意識を持った志

すが︑実際に日本の企業風土に合わせ

ます︵笑︶
︒

す︒とりわけ同族企業のトップにとっ

出会えた思い

この貴重な経験から信用の重要性を再

す︒そのようなときにどう乗り切るか︒

松木道場からグローバル時代の﹁坂本龍馬﹂を輩出したい

グローバルリーダー教育院
松木 道 場 道 場 主

氏

東京工業大学特任教授

松木伸 男
学校で学べないことを
学ぶ方法を伝授する

て展開していくと︑日本ならではの特

の一員として経営にかかわっており︑

です︒実は︑これは学校で教えてもら

ション能力を持っています︒山中先生

えています︒
︵談︶

私がこれまでの 年間でベンチャー

役員会に出席した数は４０００回を超

えるような性質のものではありません︒

を見て︑こういうタイプの研究者たち

え ま す︒ な お︑

す︒つまり︑約３５００社を審査して

１社あたりで平均 社ほど審査をしま

社 に 投 資 す る に は︑

私自身も苦労して身につけてきました
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87

40

87
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「グローバルとは？ リーダー
とは？」
、よく使われる言葉です
が、その実態はわかりません。
それが知りたくて説明会に参加
しました。説明会によると、こ
のプログラムでは、第一線で活
躍してこられたビジネスマンの
方々のお話が聞けるということ
でした。このチャンスを自分の
将来に活かしたいと思い、プロ

室賀貴穂さん
このプログラムの大きな魅力
は、海外研修、インターンシップ
など、普通ではなかなか経験で
きない機会が提供されるところ
です。
学部時代は商学を専門に学ん
でいましたが、大学院での専攻
は経済学です。今は、基礎を理
解するのに精いっぱいで、慌た
だしい日々を過ごしています。加

グラムへの参加を決めました。

えてこのハードなプログラムで

研究者か就職か、自分の将来は

す。日々のスケジュール管理が

まだはっきりとは決めていませ

いっそう大変になりましたが、

ん。この機会を活用し、グロー

研究室から外に出てリフレッ

バルという視点とリーダーとい

シュすることで、専門の勉強に

う視点で自分の力を試してから

も集中して取り組めているよう

でも将来を決めるのは遅くない

です。

と思っています。

現在は研究者を目指していま

経済学研究科修士課程２年

前原 翼さん
国立から神保町へ向かう電車
に乗るだけで、期待が膨らみま
す。
大学院では数理ファイナンス
を専攻しています。数理ファイ
ナンスを専門分野としていると、
比較的スペシャリストとしてと
らえられます。そのせいか企業
や業界を経営の立場から牽引さ
れてきた方々の話は、とても新
鮮で刺激的です。苦労を重ね、
いくつもの壁を乗り越え、組織
を成功へと導く。環境が変わろ
うとも理想を追い求める情熱を
忘れず、かつ現実を冷静に見つ
める。こういう姿勢を自分の体
にも染み込ませたいと思ったの
が、このプログラムに参加した

またプログラムが始まって１

すので、最先端で活躍されてい

理由です。グローバルに活躍で

か月程度ですが、内容は期待以

る先生方のお話を間近で聞ける

きる素養は、スペシャリストも

上に濃いものでした。いろいろ

のはとても魅力的です。特に若

ゼネラリストも関係ないと思う

な人と触れ合うなかで、自分の

いころの苦労談に勇気づけられ

のです。

バリューや専門知識の実社会で

ています。また、一緒に学んで

加えてプログラムのもう一つ

の活かし方について、つねに意

いる東京工業大学の所属生に

の魅力に、文理融合、分野横断

識するようになりました。知識

は、修士課程でありながら海外

があります。大学院レベルの学

のブラッシュアップだけでなく、

で業績を挙げている学生や有名

生が、それぞれの知見を持ち

自分の研究に対するモチベー

な賞を受賞した学生もいます。

寄って共同でプロジェクトに挑

ションを上げるといった相乗効

周りの人々の努力に触れること

むのです。これは想像以上に大

果もこのプログラムにはあると

で、自分ももっと頑張ろうと思

変な作業です。専門性が高くな

思います。

える。こういう刺激は、１人で

るほど、それぞれが理解できる

研究室に籠っていては得られま

範囲が小さくなるからです。言

せん。

葉こそ日本語ですが、思考も違

将来、どんな道に進んだとし
ても、グローバルリーダーとい

さらに先生方は、私たちのパ

えば、当然価値観も違う。この

このプログラムを通して、しっ

フォーマンスで教育院の価値が

環境自体がダイバーシティであ

かりと自分を鍛えたいと思いま

決まる、とおっしゃっています。

り、グローバルなんです。さら

す。
（談）

自分のためにも後輩たちのため

に海外を想定して力を試す。ハ

にも、積極的に取り組んでいき

ードですが、確実に力がつきそ

たいと思います。
（談）

うです。
（談）

う視点は求められるでしょう。

グローバルリーダー教育院
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経済学研究科修士課程１年

高いハードルを越えて︑グローバルに活躍できる力をつける

加藤智裕さん

教育院の価値をつくるのが第一期生の役割

自分の力が実社会で通用するか試したい

法学研究科修士課程１年

小川由司 www.spoons.jp

日越外交関係樹立40周年記念

ベトナム国立交響楽団
一橋大学兼松講堂公演「平和の響」

２０１３年９月 日︵日︶
︑初秋の午後の柔らかな日差しを受けた一橋大学兼松講堂で︑ベト

ナム国立交響楽団︵ＶＮＳＯ︶の公演が行われました︒日本ベトナム外交関係樹立 周年を記

29

今回︑日本ベトナム外交関係樹立 周年を

た公演になったのならば︑嬉しいことです︒

﹁大学らしい演奏会﹂を成し遂げるまで︑そしてこれから

﹁音楽﹂から生まれた︑共感︑信頼︑尊敬︑言葉を超えた両国のつながり︒

で結成された﹁ＶＮＳＯ兼松講堂公演学生実行委員会﹂の学生たちにお話を伺いました︒

会学研究科﹁平和と和解の研究センター﹂の共同代表・足羽與志子先生と︑同センターのもと

総合大学である一橋大学でＶＮＳＯの公演を行うことの意味や意義は何なのか︑主催機関の社

本公演が︑学生実行委員の手でなぜ実現できたのか︒この感動は何だったのか︒社会科学の

た公演﹂││︒演奏が終わった後︑高揚した雰囲気の観客の方々が次々と言葉にした感想でした︒

に懐かしい音﹂
︑
﹁最初の音を聴いた瞬間から涙が止まらなかった﹂
︑
﹁兼松講堂と見事に一体化し

ＶＮＳＯの兼松講堂での公演は多くの人に感動を与えました︒
﹁実に清々しい公演﹂
︑
﹁不思議

一橋大学でした︒

念してＶＮＳＯの日本公演が全国７都市で行われましたが︑そのなかで唯一︑大学での公演が

40

で︑学生たちもよく最後までやり抜いてくれた

ています︒１年以上前から準備していましたの

公演が成功のうちに終わり︑心からほっとし

ホールに招待したかった︑と残念がっていま

歴史的にも意義あるＶＮＳＯの公演を大学の

で行った際に︑ハーバード大学の関係者が︑

ー・ホールとボストンのシンフォニー・ホール

年︵２０１１年︶
︑米国の初公演をカーネギ

橋大学兼松講堂公演でした︒ＶＮＳＯが一昨

行われ︑そのなかで唯一︑大学での公演が一

記念してＶＮＳＯの日本公演が全国７都市で

40

した︒そこで︑日越外交関係樹立 周年記念

足羽與志子

と思います︒ＶＮＳＯ日本ツアー実行委員︑国

社会学研究科教授／社会
学研究科「平和と和解の
研究センター」共同代表

次さんや団員の方々からも︑緑に包まれた兼松

数︒ＶＮＳＯ音楽監督兼首席指揮者の本名徹

でした︒当日は予想をはるかに上回る来場者

和と和解の研究センター﹂の指導のもとに︑昨

本学の支援も得て︑趣旨に賛同した学生が﹁平

ご覧になり一目で気に入られました︒そして

昨年︵２０１２年︶
︑本名さんが兼松講堂を

の来日公演のときにはぜひ一橋大学で︑と本

講堂の響きやお客様の熱心な反応︑学生の心を

年の冬﹁ＶＮＳＯ兼松講堂公演学生実行委員

立市民︑一橋ＯＢ・ＯＧ︑教職員の方々︑本当に

込めた準備などに﹁最も印象的な公演の一つ﹂

間︑学生たちは今まで経験したことのない責

会﹂を立ち上げました︒それからの約 か月

名さんにお願いし︑実現できた次第です︒

と言っていただけました︒学生には本当に誇ら

していた︑大学ならではの環境を十分に活かし

しいモーメントでした︒私たちが本企画で目指

たくさんの方々のご理解とご支援があってこそ

40

任あるプロジェクトにかかわり︑どうしたら

10
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ベトナム国立交響楽団 一橋大学兼松講堂公演「平和の響」

大学らしい公演ができるのか︑考え︑悩み︑走

すから︑言葉をはるかに超えた強いメッセージ

ベンの交響曲です︒
﹁蜘蛛の糸﹂では︑ベトナム

す︒ベトナムで生活をともにし︑ＶＮＳＯを

明をつなぐ壮大な思想を持つ伊東忠太氏設計

育んだ指揮者・本名さんの情熱と感性︑それに

の兼松講堂︑それが象徴する一橋大学の建学

感動し支える日本の方々︑それらが東西の文

ナム語の音と芥川氏の旋律が絡み合って︑ＶＮ

の精神とも響き合ったのかもしれません︒現

での物語の朗読があり︑豊かで伸びやかなベト

ＳＯ独特の境地が繰り広げられました︒西洋

代の日本に一番必要とされていることが︑他

の国民的女優レ・カインさんによるベトナム語

奏会を成し遂げた自信が平和のための他の活

た人々の間に共感と信頼が生まれ︑さらに演

文化の心髄であるオーケストラが︑ベトナムと

者との融和のもとにつくり上げる︑日本文化

えます︒そして音楽空間という経験を共有し

動への勇気につながります︒

湿度︑六声まであるベトナム語の音が生み出

いう地にしっかりと根を張り︑ハノイの空気や

性を含み︑深い影響を人々の心に直接的に与

ナム語・言語学研究がご専門の五味政信教授︑

近年︑日本とベトナムの関係は経済や政治

り続けながらひたむきに公演成功を目指して

ベトナム人留学生も支えてくれました︒

面で親密度を増しています︒多くの日本企業

ならではの独自性なのかもしれません︒

きたのです︒本学国際教育センター長でベト

本公演はもちろん︑公演に先立ち４月から７

す︑やわらかで繊細な独特の微分音といったら

実行委員会の学生たちの決意とスタンスは︑
回 に わ たって 開 催 さ れ た一橋 大 学 公 開 レク

いいでしょうか︑そうしたものを滋養として独

した︒日越関係の記念すべき 周年に︑一橋

本公演はベトナム国営放送でも報道されま

え︑いっそうの関係の深まりが期待されていま

自のオーケストラに育ったのです︒演奏会はＶ

が進出し︑ベトナムからも多くの留学生を迎
す︒その半面︑私たちのベトナム理解は日本か

と風と光﹂
︑また６月に一橋講堂で行った記念
公開シンポジウム﹁音がつなぐ世界 ベトナム

大学の学生が敬意を込めてＶＮＳＯを歓待し

学への親近感をぐっと深めてくれたと思いま

たというニュースは︑日本への︑また一橋大

す︒現代ベトナムの風から学生の熱意まで︑

なく発揮されたモーメントでした︒日本ツアー

奏が同じ内容です︒いかにＶＮＳＯのエッセン

の最終公演であった東大寺大仏殿での奉納演

実に多くのものが兼松講堂で一つに溶け合い︑

ＮＳＯが追求する主体的な音楽の世界が遺憾

るためには︑経済や政治だけではなく︑文化

います︒将来に向け両国の関係をさらに深め

スが凝縮されたプログラムであったかがわかり

ＶＮＳＯの柔らかくおおらかな平和の響きと

験した戦争も歴史のなかに埋もれようとして

を通じての理解と総合的な啓発や結びつきを

ます︒

らの視点にとどまりがちであり︑ベトナムが経

欠くことはできません︒むしろ︑それこそが両

社会科学の先端を切り開き︑感性豊かな

ある環境において︑社会性に裏付けられた
セッティングが準備されたときの音楽の可能

国の人々の深い理解と互いへの尊敬を育む滋味

リーダーを輩出する本学が目指すリベラリズ

いてもしっかり貫かれたと思います︒

性には計り知れないものがあります︒たとえ

真剣さ︑誠実さ︑そして独立心と誇りではな

は︑この独自の音を奏でようとするＶＮＳＯの

なって人々の心に届いた公演でした︒

ば︑著名なパレスチナ系アメリカ人の文明批

係に強いといわれている本学でＶＮＳＯの公演

深い土壌をつくります︒政治や経済︑国際関

公演が皆さんの胸を打った大きな理由の一つ

評家エドワード・サイードと︑ユダヤ系の世界

国立交響楽団をむかえて﹂や︑東日本大震災

40

的指揮者ダニエル・バレンボイムがともにつく

くつき合ううちに、家族のような絆

ときには彼らと喧嘩もし、粘り強

が芽生えてきました。交響楽団とし

ム人はとてもおだやかな民族ですの

ても確実に成長しています。ベトナ

で、彼らの演奏は、攻撃的な曲でさ

るかのようです。緩く、柔らかく、魅

え「僕らは攻撃しない」と語ってい

力的な音を、東西の文化を融合させ

た建築様式と音が豊かに響く空間を

持つ一橋大学兼松講堂で解き放つ

とです。公演をサポートしてくれた

関係者の方々、頑張ってくれた学生

の皆さんに、感謝したいと思ってい

ます。
（談）

1957年福島県生まれ。東京藝術大学在学中か

本名徹次（ほんな・てつじ）

ら指揮活動を開始。東京国際音楽コンクール、

ブダペスト国際指揮者コンクールで最高位を受

ニューヨークのカーネギー・ホールとボストンの

賞。2011年10月にVNSO初のアメリカ公演を、

シンフォニー・ホールで行う。大阪シンフォニ

カー交響楽団常任指揮者、名古屋フィルハーモ

ニー交響楽団客演常任指揮者などを歴任。現在、

ベトナム国立交響楽団音楽監督兼首席指揮者。

ム教育に︑今回の公演や学生実行委員会の活

を行った意味もここにあると思います︒

力的な音が生まれるのです。

かったでしょうか︒中国やフランスの長い支配

り上げた︑中東を中心とする若手音楽家によ

たとき、このうえなく素晴らしい魅

動がつながっていれば嬉しいことです︒今回

からです。そんな彼らがある瞬間、

の活動を通じて得たものを︑どう未来へとつ

強烈な自我と独立心を持った人々だ

と抗争︑さらにベトナム戦争を経て︑自らの

にみえます。楽団員はみな自由人で、

独立を勝ち取り︑新しい国家形成を進めるベ

ラに親しんできた人にとって、異質

本公演のために︑本名徹次さんは素晴らし

その音楽は、私も含め日本やドイ

いプログラムをプレゼントしてくださいました︒

ツの協調性を基軸とするオーケスト

力によって分断された人々の心が音楽を介し

トラです。

るオーケストラの活躍がその代表でしょう︒暴

暦に沿ったシーズン制」のオーケス

なげていくか ││ 学生たちはこの課題にも

地とする世界でたった一つの「旧

きっと応えてくれると確信しています︒
︵談︶

た「ハノイ・オペラハウス」を本拠

トナムが︑西洋の所産であるオーケストラを

です。その地に1959年に誕生した

独自のものとして育てた︑その気概と自信で

ＶＮＳＯは、パリのオペラ座を模し

也寸志氏による﹁蜘蛛の糸﹂
︑最後にベートー

られた歴史と四季のある美しい町

ベトナムの作曲家の編曲による﹁入寺﹂
︑芥川

17

チャーシリーズ﹁ベトナムを知る ベトナムの音

ことができたのは、とても嬉しいこ

による避難者の方々へのご招待のご案内にお

ベトナム・ハノイは、光と影に彩

てつながることを示しています︒音楽というパ

本 名 徹 次

氏

フォーマンスは感覚的なコミュニケーションで

ベトナム国立交響楽団
音楽監督兼首席指揮者

何かをキャッチし、一つの方向を見

学生実行委員に聞く「この活動を通して学んだこと、感じたこと」

いものになりました︒しかし︑実際に公演の準
備が始まってからは︑次々と決断力と実行力を
問われる事柄に直面しました︒レクチャーシ
リーズの企画やチケットの販売等々︑どれも初
めてのことばかりで︑不安や迷いに負けそうな
ときもありました︒そんなときは︑メンバー同
士の知恵を寄せ集め︑考えながら手足を動かし
ました︒毎日が慌ただしく過ぎていきました︒

た︒このような得難い機会に恵まれ︑事前の準

て︑学生実行委員会に招かれたときのことでし

楽サークル︑スケルツァンドのメンバーとし

この企画との出合いは︑大学のピアノ・室内

ＶＮＳＯの皆様︑そしてそれにかかわるたくさ

奏会の企画を通じて︑指揮者の本名徹次さん︑

経験となりました︒何より︑シンポジウムや演

大変ではありましたが︑楽しく︑やりがいのある

つの終着点へと向かうことができました︒実に

「VNSO兼松講堂公演学生実行委員会」による取り組み

レクチャーシリーズの企画と運営

か月にわたり︑普段知ることのないベトナムについての知識を深める場として︑

ベトナム国立交響楽団一橋大学兼松講堂公演﹁平和の響﹂の開催前に︑全 回 ・

月 日﹁ベトナム国立交響楽団を一橋大学に招致する本企画について﹂

月 日﹁ベトナム語とはどのような言語か﹂

足羽與志子 社会学研究科教授

月 日﹁ベトナムの光│現代ベトナムの魅力﹂

五味政信 国際教育センター教授

月

日﹁ベトナム経済の風│経済改革の成果

古田元夫 東京大学大学院教授
をどうみるか﹂

月 日﹁ベトナム戦争とアメリカ﹂

奥田英信 経済学研究科教授

月

日﹁ベトナムにおける音楽の多様性とそ

中野 聡 社会学研究科教授
の確保﹂
月

日﹁海外在住ベトナム人│日本に定住し

徳丸吉彦 聖徳大学教授
た人々を中心に﹂

平澤文美さん 一橋大学大学院社会学研究科博士課程

ＶＮＳＯ日本ツアーに先立って︑６月 日に一橋講堂でのシンポジウム﹁音が

記念公開シンポジウムの企画と運営

●

●

●

●

●

●

●

会が︑各回のゲスト講師に依頼し︑学生や国立市民の方へ参加を呼びかけました︒

レクチャーシリーズ﹁ベトナムを知る ベトナムの音と風と光﹂を開講︒実行委員

3

夢中で準備に取り組んで︑気づけば公演当日︒
大勢のお客様の来場に︑嬉しさが込み上げました

私 は 学 生 実 行 委 員 会 の リ ーダ ー を 務 め ま し
た︒ＶＮＳＯの公演が兼松講堂で行われること

た兼松講堂を見たとき︑心から嬉しさが込み上

そして公演当日︒大勢のお客様で埋めつくされ

ときは︑ワクワクする思いでいっぱいでした︒

げてきました︒窓越しの柔らかな日差しを受け

になり︑自分たちがその準備をすると決まった
２０１３年３月にＶＮＳＯの演奏を聴きにハ

ながら︑力強くも柔らかい音が聞こえてきた瞬
ます︒
︵談︶

間の感動は︑今もはっきりと心に焼きついてい

ノイへ行ったとき︑関係者の方々と食事をする
機会に恵まれ︑皆さんの思いを聞くうちに︑公

備から︑この活動をとても楽しみにしていまし

んの学生たちの考え方に触れられたことは︑自

15

22

27

17

24

1

8

演を成功させたいという私の思いもいっそう強

お互いに責任感を持ち︑助け合って︑一つの目標へ︒
その経験も︑人々との出会いも︑人生の財産です
想したようにはいかないことや︑自分の思い通

た︒サークルでは演奏会の経験がありましたの

分にとってこれから生きていくうえで大きな財

モデレーター 足羽與志子教授

学生代表

● セッション３﹁演奏会﹂

﹁ベトナムの蓮﹂弦楽四重奏団

Hoa Sen Vietnam String Quartet

② ディスカッション 小宮山宏氏︑山内進学長︑本名徹次氏︑五味政信教授︑

① パネリストによるスピーチ 小宮山宏氏︑山内進学長︑本名徹次氏

● セッション２﹁音がつなぐ世界﹂

紹介 学生実行委員 解説 本名徹次氏

ＶＮＳＯの紹介︑ＶＮＳＯ日本ツアー２０１３の紹介等

● セッション１﹁ベトナム国立交響楽団をむかえて﹂

大学についてディスカッションを行い︑司会進行は学生が務めました︒

アー実行委員長の小宮山宏元東京大学総長らとともにベトナムや音楽︑社会や

ＮＳＯ公演が催される意義を考え︑指揮者の本名徹次氏︑山内進学長︑日本ツ

つなぐ世界 ベトナム国立交響楽団をむかえて﹂を企画しました︒一橋大学でＶ

11

りには進まなかったことも少なくありませんで
した︒しかし︑演奏会の経験の有無にかかわら
ず︑実行委員の学生たちはそれぞれ役割を分担
し︑それぞれが責任感を持って積極的に参加

で︑準備から本番まで︑自分のこれまでの経験

産となりました︒
︵談︶

し︑またお互いに助け合いながら全体として一

や知識を活かせると思いました︒実際には︑予

7

レクチャーシリー
ズの様子。講師の
先生方への依頼も、
学生たちが行った。

4

4

5

6
6

K a n o
H a r u k a
Syunsuke Kimura

7

加納遥香さん

木村駿介さん

7

大学院社会学研究科
修士課程１年
社会学部４年

18

ベトナム国立交響楽団 一橋大学兼松講堂公演「平和の響」

音楽をきっかけに︑たくさんの先生方と出会い︑
ベトナムについて深く学ぶことができました
きました︒レクチャーシリーズは学生実行委員

でした︒しかし音を聴いたとたんになぜか懐か

ＮＳＯの演奏を実際に聴くのは︑今回が初めて

なんて︑夢にも思っていませんでした︒私もＶ

一橋大学に母国・ベトナムの交響楽団がくる

じてくれるでしょう︒そして︑ベトナムを思っ

Ｏが歓迎されたことを知れば︑日本を身近に感

を着ました︒母国の人たちが一橋大学でＶＮＳ

を見て素敵だと思い︑公演の日︑私もアオザイ

Ｏのカルテットの女性がアオザイを着ているの

いです︒６月のシンポジウムで来日したＶＮＳ

日越外交関係樹立

周年記念

開演

● 協力／ベトナム国立交響楽団日本ツアー２０１３実行委員会

● 後援／一橋大学︑国立市

ＶＮＳＯ兼松講堂公演学生実行委員会

● 主催／一橋大学社会学研究科﹁平和と和解の研究センター﹂
︑

・ベートーベン 交響曲第 番 ハ短調 作品

ベトナム語による朗読 レ・カイン︵女優︶

・芥川也寸志 バレエ音楽﹃蜘蛛の糸﹄組曲

● 曲目／ ・作者不詳 ﹃入寺﹄
︵ゴ・ホァン・クァン編曲︶

● 指揮／本名徹次︵ＶＮＳＯ音楽監督兼首席指揮者︶

当日 ３５００円︵学生２３００円︶

前売 ３０００円︵学生２０００円︶

● 料金／全席自由

● 会場／一橋大学 国立西キャンパス 兼松講堂

開場

● 日時／２０１３年 月 日︵日︶

公演プログラム

ベトナム国立交響楽団
一橋大学兼松講堂公演﹁平和の響﹂

40

9
15
00 29

会が講師について希望を出し︑話し合って候補を

しさを感じましたし︑ベトナム語の朗読では改

てくれる日本の友人が一橋大学にはたくさんい

14
10

決め︑実際にお願いするという段取りで進めま

めて母国語の音の繊細さに気づかされました︒

学生がデザインしたチ

した︒足羽先生をはじめとして︑五味政信先生︑

ＶＮＳＯを一橋大学に迎える意義は何なのか︑私

両方の国歌の演奏を聴いて自分のアイデンティ

て︑ここで一緒に学べることが︑私にとって大

67

古田元夫先生︵東京大学︶
︑奥田英信先生︑中
野聡先生︑徳丸吉彦先生︵聖徳大学︶の諸先生

レクチャーシリーズ﹁ベトナムを知る ベトナム

自身も先生方のお話を聞きながら︑ベトナムに

方が︑快諾してくださったのには感激しました︒

の音と風と光﹂の︑講師を務めてくださる先生

ついて深く学び︑たくさんのことを考えさせられ

４月から全７回・３か月にわたって行われた︑

方との窓口を担当しました︒また６月の記念公

経験ができるとは思っていませんでした︒ここで

ました︒音楽をきっかけに︑これほど厚みのある
学んだことは社会人になってからも役立たせた

開シンポジウムで︑全体企画と当日の司会を務
さん︑山内進学長や全体の実行委員長である小

いと思っています︒
︵談︶

めました︒シンポジウムでは指揮者の本名徹次
宮山宏元東京大学総長からも︑闊達なお話を聞

ＶＮＳＯが一橋大学で歓迎されてとても嬉しい︒
母国・ベトナムを思ってくれる日本の友人たちと一緒に学べることも︑励みです
お手伝いしましたが︑日本の友人たちからベト
ナムについてこんなにたくさんの質問を受けた
のは初めてです︒皆さんはベトナム人の私より
もベトナムについてよく勉強し︑よく理解して
くれていると感じました︒日本人の目で見たベ

ティと︑日本で学んでいることを意識しまし

きな励みになっています︒
︵談︶

トナムの魅力を発見できたことも︑とても嬉し

た︒私は主にベトナム語への翻訳や通訳などを

19

ラシ（右）とパンフレッ
ト（左）
。載せる言葉の
一つひとつを、実行委
員会がディスカッショ
ンして決めていった。

実行委員会の学生たちから、本名氏とVNSO
に贈った記念品。ベトナムと日本の国花、蓮
と桜を学生がデザインした。

Taku hasegawa
Tran Thuy Thi Phuong

本名氏とVNSOから、実行
委員会の学生たちに贈ら
れた記念品。VNSO日本公
演開催機関だけに与えら
れた貴重なもの。

長谷川 拓さん
チャン・トゥイ・
ティ・フォンさん

5

社会学部 4 年
大学院言語社会研究科
博士課程１年

北京大学︑ソウル大学と連携し︑
グローバル・ビジネスリーダーを育成

③ ３大学の協働教育の成果報告及びそ

によって︑アジア企業の未来のリーダーを育成する︒

① 東アジアに適したビジネスモデルとリーダーシッ

の他のメディアを活用した社会普及活動

いく︒その基本姿勢は││
プのスタイルに基づき︑日中韓の将来のビジネスリー

アジアのトップビジネススクールの連携
﹁アジアはこれからの世界をリードする中心となり

を通じて︑日中韓のみならず他のアジア

の高等教育機関の連携のさきがけとなり︑

ダーを教育するためのカリキュラムを開発する︒
② 教育の質に関する共通の基準︵学生の評価︑カリ

ビジネス教育プログラムの協働教育モデ

ます︒なかでも日中韓の３国は︑世界のより素晴ら
しい発展に寄与しなければなりません︒それには新

キュラムの評価︑３大学間の単位認定に関する基準︶

なお︑名称のＢＥＳＴは３大学が拠点を

しいビジネスリーダーの育成が欠かせません﹂
︵国際
こうした問題意識から一橋大学大学院国際企業戦

ルを世界に発信する︒

略研究科︵ＩＣＳ︶は︑２０１１年に北京大学光華

置く三つの首都︑ Beijing
︑ Seoul
︑ Tokyo
の頭文字に由来している︒

を作成し︑アジア地域に合わせた教育を提供すること

管理学院︑ソウル大学経営学部・経営専門大学院と

ＢＥＳＴアライアンスの三つの柱

企業戦略研究科・一條和生教授︶

ＢＥＳＴアライアンス︵ BEST Alliance
︶と呼ばれ

えている︒このアジアトップクラスのビジネスス

海外への交換留学生の派遣に関して十分な経験を備

ている︒さらに︑３大学は交換留学生の受け入れや

や学生に関する各種資料もすべて英語で作成され

ログラム・ディレクターは高い英語力を持ち︑教材

よるＭＢＡプログラムが用意されており︑教員やプ

位認定システムを備えている︒各大学には︑英語に

実質的に同等のカリキュラム︑成績評価方式及び単

この３大学は︑グローバルＭＢＡプログラムとして

ムを編成してあたる︑共同研究プロジェクトを毎年

﹁研究者交流﹂としては︑３大学の教員が研究チー

グラム︑ＤＢｉＡ︵ Doing Business in Asia
︶と称す
る３週間の短期集中プログラムの三つがある︒

ダブルディグリー・プログラム︑学期間交換留学プロ

ラムとして︑ＭＢＡプログラムの学生を対象とした

﹁教育プログラムの共同開発﹂には︑コア・プログ

ある︒

同開発﹂
﹁研究者交流﹂
﹁経営者育成﹂の三つの柱が

ＢＥＳＴアライアンスには︑
﹁教育プログラムの共

る提携協定を締結した︒

クールが︑これからのアジアを担う人材を育成して

Tokyo

Seoul

BEijing
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数件立ち上げている︒

15

第１回のシンポジウムは︑２０１１年５月に北京大

ププロジェクトのテーマを出

プログラムの初日にグルー

題し︑最終日にグループのプ

レゼンテーションを行う︒な

お︑２０１３年度のテーマは︑

﹁ aging
﹂︒日本の高齢化につ
いてはよく知られているが︑

中国︑韓国の高齢化のスピー

ド も 速 い︒ こ の 世 界 共 通 の

学で開催され︑第２回は︑２０１３年 月にソウル

大学で開催された︒２０１４年には一橋大学におい

10

また︑
﹁経営者育成﹂には︑日中韓の主要企業の経

営者を対象とした︑ワンアジア・エグゼクティブプロ

日中韓で各１週間の集中プログラム

て開催される予定である︒

40

グラム︵日中韓それぞれ 〜 社から選抜された合

計 人の企業人が︑半年に１度の頻度で北京︑ソウ

ル︑東京の３都市に集い︑約１週間にわたり提供さ

２０１２年には︑ＤＢｉＡによる約３週間の短期

10

れる短期集中型プログラム︶がある︒

集中プログラムがスタートしている︒

ＤＢｉＡは︑日中韓の３大学それぞれから約 人

テーマに︑どう向き合えばい

そして︑これら各種プログラムを包括し︑展開状

況の確認や世界発信を図る機会として﹁ＢＥＳＴシ

の学生が参加し︑３都市において各１週間ずつ︑合

21

授業は︑レクチャーやフィールドスタディで構成

at Hitotsubashi University
（8月26日〜 8月30日）
〈Lecture〉
1. Innovation Management: Honda Way
2. Venturesome City Tokyo
3. Service Management: Concepts & Frameworks
4. Roppongi Hills Case Study
5. Japanese Manufacturing
〈Field Studies〉
1. Skytree & Edo-Tokyo Museum
2. Roppongi Hills & Mori Building
3. Uniqlo Ginza Visit & Dialogue with Executives at
FR HQ
4. Starbucks Japan HQ
Nakano Day (Japanese Manufacturing) - Ina Food
Industry, KOA Corporation, & Yomeishu Seizo

ンポジウム﹂を毎年開催している︒このシンポジウ

at Peking University
（8月20日〜 8月25日）
〈Lecture〉
1. “Managing Across in East Asia Part 1”
2. “Managing Across in East Asia Part 2”
3. “Growing Old before Growing Rich”
4. “Made in China Challenge and opportunity”
〈Field Studies〉
1. “Beijing Hyundai”
2. “Visit Jingdong”
〈Cultural Program〉
1. PKU Campus Tour
2. Great Wall and Summer Palace Tour
3. Forbidden City Tour

いかを３校の学生による混成

（8月15日〜 8月19日）
〈Lecture〉
1. “Korean Companiesʼ Strategy and Innovation”
2. “Aging Means Business: A Korean Case”
3. Starbucks Building an Icon Brand Connecting
Humanity (Starbucks Korea)
4. “An analysis of Korean Entertainment Business and
Korean Wave Hallyu”
5. Organizational Culture in Korean Firms
〈Field Studies〉
1. “Yuhan-Kimberly” - The Best Business Module for
Sustainable Management
2. “YG Entertainment” - Korean Wave: The “Psy” case
〈Cultural Program〉
1. Seoul City Tour
2. “Musical BIBAP”
3. Seoul Traditional Culture Center “Makkulli Making”
4. Leeum (Samsung Museum of Art)

計約３週間の短期集中プログラムが展開される︵左

at Seoul National University

ムには︑ＢＥＳＴ アライアンスに対するアドバイ

●参加人数：ソウル大学10人、北京大学９人、一橋大学10人

チームが検討し︑最終日にビジネスプランとして提

アジアにおけるビジネス戦略について理解を深めていく

記プログラム参照︶
︒２０１２年度は︑北京︑東京︑

Group Presentationに向けて、各大学にて〈Lecture〉
、
〈Field Studies〉
、
〈Group Work〉
、
〈Cultural Program〉を重ね、

ザーとして主要企業や機関から参画するボードメン

学生たちは、プログラム最終日に一橋大学で行われる

案する︒

一橋大学の順番で、約３週間にわたって開催された。

ソウルの順で行われ︑２０１３年度はソウル︑北京︑

●プログラム詳細：ソウル大学からスタートし、北京大学、

バーをはじめ︑３大学の研究科長や教職員が一堂に

●実施期間：2013年８月15日〜８月30日

東京の順にプログラムが実施された︒

2013プログラム概要

会する他︑セミナーなどは広く一般にも公開される︒

Doing Business in Asia（DBiA）

11

をしている企業である︒これらの企業の︑日中韓その

ならレノボ︑日本ならユニクロなどグローバル展開

されており︑訪問企業は︑韓国ならサムスン︑中国

人材が生まれてくるかもしれません﹂
︵国

るでしょう︒これまでいなかったような

を得ることで︑キャリアが変わることもあ

﹁現地で学び各大学の人的ネットワーク

す︒同じアジアでも共通性もあれば相

い︑というような質問を頻繁に受けま

になるのか︑その仕組みを詳しく知りた

が︑なぜそういうことが日常的に可能

他の国でのグローバリゼーションの課題と︑その対

これら︑ＢＥＳＴアライアンスを通じて立ち上が

らったようなところもあ

ります﹂
︵一條教授︶

体にも大きな影響を与え始めている︒

クトの推進を図る過程に

ラムや 共 同 研 究 プロジェ

﹁さまざまな教育プログ

﹁中国や韓国の学生及び経営者からは︑日本企業の

おいて︑我々ＩＣＳが提供

るのである︒

に対しても大きな影響を与えるきっかけとなってい

活動︑教員による研究活動など︑日常的な取り組み

ＭＢＡプログラムや企業研修プログラムなどの教育

なかで行われる活動にとどまらず︑ＩＣＳにおける

る︒このことは︑ＢＥＳＴアライアンスの枠組みの

して発するか﹂という独自性の確認や強化につなが

本において学べることは何か﹂
﹁何をメッセージと

掲げるミッションの具象化はもちろんのこと︑
﹁日

しなければならなくなる︒ＩＣＳにとっては︑自ら

自校の独自性を明確にし︑それをプログラムに反映

こうした取り組みを通じて︑３大学はそれぞれに

論に発展しています﹂
︵藤川准教授︶

か︑と自問する機会が多く︑教員全員を巻き込む議

献や発信することができるメッセージは何であるの

ＣＳだからこそできる貢

根幹はどこにあるのか︑Ｉ

することができる価 値の

チームワークや人間関係が強固な組織は素晴らしい

りつつあるさまざまな新しい取り組みは︑ＩＣＳ本

卓越性について教えても

違性もある︒我々自身が︑日本企業の経営の本質や

策のリサーチ活動を行う︒他に日中韓以外の企業を
１ 社選び︑その企業が日中韓でどのような経営を
行っているのかをヒアリングする︒２０１２年度と
２０１３年度は︑アメリカのスターバックス社の各
国本社を訪問した︒
つまり︑アジアの企業が自国の市場︑アジアの他
国の市場をどうとらえているか︑にとどまらず︑ア
ジア以外の企業が日中韓市場をどうとらえ︑どのよ
うな戦略や組織の構築を図るのかについても対象と
することで︑複眼的な視点でアジアをとらえようと
しているのである︒

新タイプの人材育成﹁ダブルディグリー﹂
２０１３年からは︑ダブルディグリー・プログラム
がスタートした︒このプログラムでは︑各大学の２
年プログラムに在籍する学生が︑ＩＣＳの学生なら
１年目をＩＣＳで学び︑２年目は北京大学かソウル
大学に留学することで︑ＩＣＳの学位に加えて留学
先大学院の学位も取得することができる︒北京大学︑
ソウル大学の学生も同様に１年目を自校で学び︑過
ごし︑２年目をＩＣＳで完了することで２校から学
位を授与される︒
﹁ダブルディグリーは有効です︒たとえば︑ＩＣＳ
の学生が中国や韓国で勉強することでその国のエキ
スパートになることができます︒これは︑グローバ
ル企業にとっては貴重な人材となります﹂︵一條教授︶

ＭＢＡプログラムにも好影響

際企業戦略研究科・藤川佳則准教授︶

北京大学、ソウル大学と連携し、グローバル・ビジネスリーダーを育成
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BEST Alliance：Doing Business in Asia

DBiAをステップに
キャリアの再構築を図る

アジアをキーワードに
活躍できる人材を目指す

大学院国際企業戦略研究科修士2年

大学院国際企業戦略研究科修士2年

岡本真弓さん

坂 一博さん

オランダのメーカーの日本支社で働いていまし
た。グループマネジャーを経験していたのですが、
自分のなかで５年後、10年後のグループとしての
戦略が明確に見えないところがあって、今のうちにステップアップ

アジアをキーワードとしてビジネスができる人材
になりたいと思い、ＩＣＳに注目しました。それだけ
に、ＤＢｉＡへの参加を楽しみにしていました。
ＩＣＳ国際経営戦略コースは約８割が留学生と国際的なキャンパ

したいと思いました。ＤＢｉＡのプログラムにチャレンジして、レベ

スですが、北京、ソウルとアウェイな環境で学ぶのは初めての経験

ルの高い学生と一緒に学べたことが刺激的でしたし、素晴らしい

でした。テーマは「高齢化」
。リーダーとして最終プレゼンテーショ

ネットワークもできました。

ンに臨まなくてはいけない立場でしたから、多様な視点を持つメン

現地に行かないとわからないこともあります。とりわけ北京では
中国のパワーとジレンマを感じました。中国で勉強したことで、急
速な発展をリードするトップの人材がいる半面、それについていけ

バーとの議論は刺激的で、多くのことを学ぶことができました。
個と個で対峙すると北京やソウルの学生の能力は高く、トップク
ラスの学生が参加していたようです。

ない人たちも大勢いることが実感できました。また、中国のビジネ

たとえば、チームにはベンチャーキャピタリストがいました。北

スは、長期の関係を重視していることを学びました。北京大学の授

京大学の学生です。初めての来日ということもあり、ビジネスチャ

業で国民の倫理観調査などを題材にしたことで、その背景の奥深い

ンスを見つけようとそれこそ何から何まで見たり聞いたりと貪欲に

ところとビジネスとの関係を知ることができました。
面白かったのは、このプログラムに参加するまでは、日本や中国
の会社で働こうとは思っていなかったと言っていたソウル大学の

学ぼうとしていました。そこに事業の本質をとらえようという姿勢
がありありと見えて、緊張感がありました。こうした人たちと仲間
になれたのは大きな収穫でした

学生が、プログラムが進むうちに就職先として検討してみたいと

ね。ゆくゆくは一緒にビジネス

考え方が変わってきたことです。授業ではあくまで客観的なデータ

をしたいと思ったものです。

で分析しますから、主観的にならずに各国のビジネス環境を検討
できるようになったのではないでしょうか。
このように各国が抱える問題点と可能性が冷静に見られました

また、日中韓は、東アジアの
なかでも重要な３国ですから、
互いに理解を深めることの重要

し、そのなかで日本企業の進むべき

性を改めて感じました。これは、

方向について考えられたのがいい経

ビジネス云々という前に、自分なりに認識しておかなければならな

験でした。実は、これから交換留学

いことです。そこに気づけただけでも、意味があります。

生としてＵＣＬＡに行きます。そこで

学部時代に１年間イギリスに留学して、外から日本を見る経験を

本場のマーケティングを学び、さら

しました。これからは日本発世界で自分のキャリアを磨きたい。こ

にネットワークを世界へと広げてい

のプログラムでの経験は、企業や産業への貢献という面でも役立つ

きたいと考えています。
（談）

と思います。
（談）

BEST Alliance：Double degree program

東アジアビジネスの可能性を肌で感じたい
大学院国際企業戦略研究科修士2年

ソウル大学のＭＢＡが連携してつくり上げたプログラムですが、それは

アリエル ダニエルさん

単に大学間のつながりではなく、それぞれの国が期待を寄せているプロ

（Ariel Daniel）
アメリカ合衆国出身。2007年に英会話学校の教師
として来日。英会話教師として勤務する傍ら、エリア
マネジャーとして教員の相談役やマネジメントの業務
を任された。この経験から組織マネジメントの重要さ
に気づき、大学院国際企業戦略研究科（ＩＣＳ）でＭ

所属大学と留学先大学の両方から修了証書が得られるので、自分の
キャリアを築くうえでさらに広い選択肢を与えてくれると信じています。

経済的に影響力のある三つの国で学ぶ

ＢＡを目指すことに。現在ＭＢＡ１年。2013年より１

北京大学への留学を決めたのには、二つの理由があります。一つ

年間BEST Allianceダブルディグリー・プログラム

は、中国は、今後の世界経済を考えるうえで間違いなく重要な役割

を利用し、北京大学に留学する。

を果たす国だと思ったからです。中国の企業文化に触れた経験とそ

東アジアにおけるビジネスに影響を与える
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グラムだと理解しています。なかでもダブルディグリー・プログラムは、

こで築いた人的ネットワークは、将来の貴重な財産になってくれる
でしょう。二つ目は、私がこのプログラムの１期生だということです。

企業や組織がグローバル化するなかで、組織で働く人々には異文

初めてのことには苦労が伴いますが、その経験が自分を鍛えてくれる

化環境への適応が求められます。その意味で、学生時代にビジネス

と思います。また私の経験から得たノウハウが、プログラムの発展

という切り口から近隣諸国で学ぶことは、大変有益だと思います。

につながれば、とても嬉しく思います。私にチャンスをくれたＩＣＳ

BEST Allianceは一橋大学大学院国際企業戦略研究科、北京大学、

には、心から感謝しています。
（談）

ナッジ を す れ ば ︑
人 々 は 地 震 リ スク に 真 正 面 か ら
向 き 合 う よう になる

考えて︑魅力のある地震保険商品を家計向けマー

ケットに投入しようとせず︑公的地震保険を消費者

相手にそっと売っているだけです︒

また︑政府や地方自治体は︑住宅の耐震化や地震

保険の購入について︑補助金や税の減免を行うな

の３つの事例は︑私が研究代表者となった文部科学

しょうか︒私たちの研究プロジェクトでは︑一般に

では︑人々は本当に地震リスクに無関心なので

ど︑経済学的には﹁金銭的誘因づけ﹂をはかってき

省委託研究・近未来課題解決事業﹁高質の住宅ス

流布しているこのような見方に対してチャレンジを

この小文では︑行動経済学の実証的知見に基づい

ト ッ ク を 生 み 出 し 支 え る 社 会 シ ス テ ム の 設 計 ﹂で

してきました︒私たちの研究成果によれば︑一見す

ました︒しかし︑そうした政策的インセンティブが

２００８年度から２０１２年度にかけて取り組んで

ると地震リスクに無頓着にみえる消費者行動も︑あ

て住宅市場の質の向上を促す制度設計の新たな可能

きた研究プロジェクトの一部です︒

ることをきっかけとして︑あるいは︑行政や企業が

人々の間で十分に活用されていません︒

﹁一般市民は︑地震リスクに無頓着である﹂としばし

性をさぐっていきます︒これから紹介する実証研究

ばいわれています︒地震の到来に備えた危険回避行

これらの研究成果を踏まえると︑人々は生来的に

ほんのわずか人々に nudge
する︵ナッジする︑緩や
かに働きかける︶と︑人々は︑またたくまに真正面

政府も︑企業も︑そうした理解を前提とした地震

地震リスクに無関心どころか︑本能的に地震リスク

動などは︑市民の日常行動にまったく認められない

リスクマネジメントを展開しているようにみえます︒

に備えているといった方が正しいといえます︒地震

から地震リスクに向き合うようになります︒

政府や地方自治体は︑地震リスクに無関心な人々の

リスクに対する感覚が本能的であるがゆえに︑自覚

というのが︑広くいきわたった理解かもしれません︒

行動を前提として︑
﹁市場に対して思い切った介入

されていないのかもしれません︒ちょっとしたきっ

この小文では︑こうした人間行動の機微を踏まえ

をしなければならない﹂という認識に立っていない

とえば︑ほとんどのマンション・ディベロッパーは︑

れば︑政府や地方自治体は新しい防災政策を展開で

でしょうか︒たとえば︑
﹁法律によって最低限の建

査プロセスを厳格にしなければ建築基準は遵守され

建築基準法が求める最低水準を上回る耐震性に市場

き︑企業も新しいビジネスチャンスを活用できるこ

かけや︑ほんのわずかの nudge
で︑人々の中で眠っ
て い る 地 震 リ ス ク に 対 す る 本 能 が 呼 び 起 こ さ れ︑

ない﹂と考えているように思います︒

ニーズはないと想定して︑建築基準ぎりぎりの耐震

とを示していきます︒それにもまして︑地震リスク

築基準として定められている耐震基準を引き上げな

地震リスクに関連するビジネスに従事する企業

性しかない物件を供給しています︒損害保険会社

に備える本能が自分たちにしっかりと備わっている

人々にしっかりと自覚されるようになるのです︒

も︑人々が地震リスクに無関心であるという前提を

は︑高額の地震保険など消費者は見向きもしないと

ければ建物の耐震性は改善しない﹂
︑
﹁建築確認の審

暗黙のうちに置いてしまっていないでしょうか︒た
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歩であることを伝えていきたいと思っています︒

震リスクマネジメントの小さな︑しかし︑重要な一

ことを︑私たちが正しく認識していくことこそ︑地

反映する契機となったことをみてみましょう︒

地域︵大阪府上町断層帯︶でも地震リスクが地価に

断層型地震︵阪神淡路大震災︶が発生すると︑他の

もに取り組んだ実証研究に基づいて︑ある地域で活

鹿さん︑顧濤さん︵現在︑経済学研究科研究員︶とと

とが明らかになりました︒以下では︑中川さん︑山

が整うと︑地震リスクは地価に着実に反映されるこ

した︒なお︑１９９５年の地価公示は
はは１月１日を評

近辺ほど︑地価が大きく割り引かれるようになりま

せんでした︒しかし︑１９９６年以降︑上町断層帯

辺の地価が低下する傾向など︑ほとんど認められま

図１によると︑１９９５年までは︑上町断層帯周

り引かれていると判断することができます︒

あれば︑活断層帯周辺の地価は︑統計的に有意に割

ろ︑
﹁地震リスクなど︑地価に反映するはずがない﹂

地震リスクと地価の関係に関する研究に着手したこ

さん︵現在︑関西学院大学︶とともに︑ 年以上前に

私が︑中川雅之さん︵現在︑日本大学︶
︑山鹿久木

た︒しかし︑１９９５年１月 日に隣県の兵庫県で

はまったくといっていいほど知知られていませんでし

ごろから認識されていましたがが︑一般の人々の間で

の専門家や都市計画の関係者のの間では１９７０年代

て直下型地震が生じる危険性にについては︑地震研究

大阪府東部を南北に走る上町町断層帯が起因となっ

に反映されるの

影響が地価公示

神淡路大震災の

降に発生した阪

いるので︑それ以

価時点に設定して

阪 神 淡 路 大 震 災で
活 断 層 リ スク に 対 す る
認 識 は一変 し た！

という批判をあらゆるところで受けてきました︒し

0.0001

0.00005

２００９
２００７
２００５
２００３
２００１
１９９９
１９９７
１９９５
１９９３
１９９１
１９８９
１９８７
１９８５
１９８３

0

-0.00005

-0.0001

-0.00015

は一変しました︒上町断層帯周周辺の地価が地震リス

活断層に起因して大地震が発生生したことから︑事態

してください︒

６年となることに注意

は︑早くても１９９

です︒なお︑図１の点線は︑ ％の信

度合いを︑年ごとにプロットししたもの

に 近 づ く ほ ど 地 価 が 低 下 す るる

データに基づいて上町断層帯

図 １ の 実 線 は︑ 地 価 公 示

たのです︒

スクを認識する契機ともなっ

とは︑上町断層帯周辺の地震リリ

全般に対する社会的な関心がが高まったこ

ルに含む書籍の売上が著しく増増大しました︒活断層

地図の販売が飛躍的に高まりり︑
﹁活断層﹂をタイト

を根本的に改める契機となりまました︒全国で活断層

の原因の１つである活断層帯にに対する社会的な認識

そもそも︑阪神淡路大震災のの勃発は︑直下型地震

クをきっちりと反映するようにになったのです︒

17

頼区域を示しているので︑信信頼区域の下
限がゼロ水準の周辺︑あるいはは︑その上方に
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上町断層帯からの距離の係数：
２キロ圏内の地価公示地点（点線は95％信頼区域）
図１

95

10

かし︑めげずに研究を続けた結果︑いくつかの条件

0.00015

耐 震 性 の 高い
マンションへの需 要 は
意 外 に 強 い！

らず︑耐震性の非常に高いい免震構
造のマンションに対してももっとも
高い選好を示しました︒ささらに興
味深いことには︑たとえ白白地の
状態で耐震等級１を選好しした
とは︑意外に知られていません︒むしろ﹁建築基準
かんでは耐震性の高い物

ト︵標準仕様︶の設定い

世帯であっても︑デフォーール

法が定める水準が〝 望ましい 〟ものだ﹂と受け取ら
件に選好を誘導するこ

建築基準法が定める水準が最低基準にすぎないこ

れる傾向さえあります︒新築マンションの耐震性に

私たちのアンケートで

とができる点です︒

築マンションの実に９割以上が︑建築基準法ぎりぎ

は︑４０００世帯に対し

ついても︑こうした傾向が顕著に認められます︒新
りの耐震等級１なのです︒建築基準法の ％増の耐

て︑デフォールトの設定
を異にする建て替え計画

震性︵耐震等級２︶のマンションは４％弱︑ ％増
の耐震性︵耐震等級３︶は１％弱です︒耐震性が著

をランダムに割り当てて︑

対象としたインターネット・アンケートで標準的な

で︑中川さんと私は︑首都圏在住の４０００世帯を

いない証拠と受け止めてよいのでしょうか︒そこ

はたしてマンション購入者が耐震性に関心を示して

ないマンションが供給の主体となっている事実は︑

耐震性能が建築基準の最低基準しか満たされてい

ンとして耐震等級３や免震震構造への変

の変更︑アップグレード・・オプショ

オプションとして耐震等級級１へ

計画では︑ダウングレードド・

デフォールトとする建て替替え

す︒たとえば︑耐震等級２２を

選択するのかを聞いていまま

どのような建て替え計画をを

マンションの間取りについて耐震性別の分譲価格を

すると︑たとえ白地の状状態で耐震等級１

更が含まれています︒

都内で実際に分譲されたマンションの設計図に基づ

を選好した世帯であってもも︑それよりも高い

が︑耐震等級１︵建築基準ぎりぎりの耐震性︶に比

すると︑興味深い結果として︑６割を超える世帯

級３をデフォールトとしてて提示すると︑４割強の世

して選好を示すようになりります︒たとえば︑耐震等

示すと︑相対的に高い耐震震性の建て替え計画に対

耐震性能をデフォールトととする建て替え計画を

べて２５０万円も分譲価格が割高になるにもかかわ

数字です︒

いて建築士に実際の建築コストをはじいてもらった

提示しました︒そこで提示された分譲価格は︑東京

弱にすぎません︒

しく優れている免震構造のマンションも全体の２％

50

25

26

帯が依然として白地の選好と同じ耐震等級１を選好

を優先しているのではなく︑安全性と快適さを天秤

実験結果は︑人々が無条件に安全性よりも快適さ

ようになるのではないでしょうか︒

識されるようなマンションを開発することもできる

ば︑耐震性と快適さが両立できていると購入者に認

ています︒こうした実験結果をうまく活用していけ

にかけて耐震性を慎重に評価していることを示唆し

するものの︑４割弱の世帯は耐震等級３を選好しま
す︒すなわち︑高い耐震性をデフォールトとすること
で︑耐震性の高い物件へ選好を誘導する余地がある
ことになります︒ただし︑白地の状態で高い耐震等
級を選好した世帯に対して︑相対的に低い耐震等級
をデフォールトとした建て替え計画を示しても︑耐震
性に対する選好を変更する傾向は認められません︒
依然として︑耐震性に対する意識がそもそも高い世
帯は︑低い耐震性へ誘導することができないのです︒
われわれの研究によれば︑高い耐震性︵特に免震

なマンションについて耐震性能の向上によって︑ど

ます︒実際に一橋大学の教員や職員に協力しても

耐震性評価額︵万円︶

快適性の間にどのようなトレードオフがあるのかを

トラッカーと呼ばれる実験器具を用いて︑安全性と

そこで︑竹内幹さん︵経済学研究科︶と私は︑アイ

す︒図３が示すように︑梁の突出具合が気になる人

を横軸に︑被験者の評価額を縦軸にとったもので

した︒図３は︑被験者が室内の梁に注目した度合い

いていくら高く評価するか﹂についても聞いてみま

﹁耐震等級１の物件に比べて耐震等級３の物件につ

被験者に対しては︑一連の図面を提示した後に

書房︑２０１２︶を手に取ってみてください！

のマネジメント 新しい社会制度を設計する﹄︵勁草

誠・中川雅之編著﹃人間行動から考える地震リスク

『人間行動から考える地震リ
スクのマネジメント：新しい社
会制度を設計する』
齊藤誠・中川雅之／編著
勁草書房刊
定価：3,675 円（税込）
2012 年 3 月発行

あるかもしれません︒

分析してみました︒アイトラッカーとは︑ディスプ

ほど︑耐震性への評価額が低くなっています︒逆に
く評価する傾向が強くなります︒

レイの四隅にあるセンサーによって視線の移動や滞

私たちの研究プロジェクトの成果をまとめた齊藤

もし︑この小文に関心をもっていただいた方は︑

図３ 梁に対する関心と耐震性への評価

構造︶への人々のニーズはそもそも強く︑低い耐震
性で満足しているようにみえる世帯に対しても︑工

らい︑そのデータに基づいてマンションの間取りを

のような空間上の制約が生じるのかを見積もっても

夫をして nudge
をすれば︑高い耐震性へ導くことが
可能となります︒

３Ｄ画面に作図しました︒図面は︑和室もあれば︑
洋室もあり︑立った位置で部屋を眺めているものも
あれば︑座った位置で部屋を眺めているものもあり
ます︒一般的には︑耐震性が向上すると︑柱が太く

しかし︑上述のような分析結果に対しては︑
﹁マ

らって︑耐震等級１と耐震等級３の図面についてさ

室 内 の梁 の突 出 感 が
気 になる 人 ︑
気 に な ら ない人

ンション購入者はまさかの時の安全よりも日々の快

まざまな３Ｄ画面を示しました︒

なり︑梁が下に出てくるという空間上の制約が生じ

適さを求めているので︑耐震性の高いマンションが

R2 = 0.3577

いうと︑梁の突出感を気にしない人は︑耐震性を高

消費者ニーズを満たすわけではない﹂という反論も

y = -90.25x ＋ 326.14

在時間︑あるいは集中度を計測する実験器具です︒
私たちは︑先の建築士に依頼して︑都内の標準的

27

梁を注視した回数

図２ アイトラッカーが記録した視線の移動

長谷 海平
情報化統括本部情報基盤センター助教

語ったものです︒
﹃アメリカの夜﹄はフィクションで

作品で︑冒頭で引用した台詞は監督役の登場人物が

リカの夜﹄は映画づくりの悲喜こもごもを描いた映画

にも体力的にも︑それはもう大変なものです︒
﹃アメ

ら︑映画を制作することは楽ではありません︒気分的

映画を鑑賞することは楽しいものです︒しかしなが

ずしもマイナスに響く訳ではないのです︒

になったというのは有名な話です︒表現では妥協が必

だ成果ではなく︑制作面の問題からあのコスチューム

の格好なら人気が出るぞ！﹂と制作者が効果を見込ん

月光仮面が真っ白な姿をして人気を博したのは︑
﹁こ

不思議なところです︒映画ではありませんが︑かつて

人々が喜ぶ作品として成立してしまうところが映画の

映画を制作する際︑妥協に妥協を重ねなければなら

すが︑冒頭の言葉は映画作品を制作する本質のある側
面を的確に表現しています︒

ないのはほぼ仕方ないことです︒しかし︑制作者は手

を抜いているのではありません︒表現に取り組む中で

す︒妥協することはあっても︑映画の制作者達は映画

映画の制作が大変である理由はいくらでもあります

制作に対する誠実な姿勢を決して失わないからこそ︑

いかんともしがたい事情で妥協しなければならないと

映画において︑制作中の失敗はあとで気がついても

が︑精神的な面で大変になる理由の１つとして︑作品

取り返しがつかない場合が少なくありません︒ また︑

すばらしい作品を生み出すことができるのです︒しか

き︑映画制作者達はそれでも作品を成立させ︑少しで

制作上の制約が多く︑最終的な完成作品は妥協のかた

し︑彼らが妥協してもすばらしい作品を生み出すこと

を完成させるまでに妥協をたくさんしなければならな

まりにならざるを得ません︒妥協をしなければならな

ができるのは︑精神論で問題を乗り越えるからではあ

も良い作品になるように最大限の心血を注ぎ込むので

い状況は︑いい作品を制作しようという意気込みを痛

りません︒彼らが自ら育んできた知的能力が作品を支

いことが挙げられます︒

めつけてくれるので気分的にマイナス方向へ響きま

えているのです︒

で手を打たなければ作品は完成できないのです︒ま

界などがありますので︑こだわりもほどほどのところ

しているのではありません︒時間的な問題や予算の限

イデアを具合化する知的能力が必要です︒

しいアイデアを生み出す知的能力や︑生み出されたア

る具体的な知識だけではありません︒表現に対して新

映画制作に必要な知的能力は︑制作時に必要とされ

ⅱ

す︒もちろん︑映画の制作者達は好きこのんで妥協を

た︑何か取り返しのつかない失敗をしてしまった場合

た︒それぞれ︑分析的知能︑創造的知能︑実用的知能

心理学者のスタンバーグは人が持つ知能は多次元に

です︒ これらを簡単に説明すると次のように言うこと

には︑必然的に妥協せざるを得ません︒せいぜい完成
良い作品を制作することは映画制作者の使命であり

ができます︒分析的知能とはおおむねＩＱ に置き換え

構成されていると解釈し︑３つの側面があるとしまし
希望ですが︑至上命題は作品を完成させることです︒

ることができるもので︑標準化されたテストを解く能

に向け︑失敗したことを全力でごまかすのみです︒

未完成は失敗ですらありません︒作品を完成させるた

力に重点を置いた知能︒創造的知能とは考え方を組み

ⅲ

めには︑妥協しなければならないのです︒
しかし︑妥協のかたまりであっても鑑賞してくれた
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問などによる知識を現在の状況に応用する能力に重点

形成する能力に重点を置いた知能︒実用的知能とは学

合わせたり︑過去の経験から問題解決に向けた思考を

用いる知的能力として︑実用的知能が必要です︒例え

ありません︒アイデアを表現として具体化するために

そして︑出されたアイデアも実現できなければ意味が

す︒つまり︑創造的知能が必要と言うことができます︒

わせたり新たに関連づけたりする知的能力が必要で

知識や経験︑アイデアなどを適切に集

方法が発展した結果︑合理化しただけではなく多様な

きた経緯があります︒しかし︑分業化する方向で制作

なったのは︑合理的に作品を制作するために発展して

映画が分業化による集団作業にて制作されるように

な知能は分析的知能と言うことができます︒創造的知

映画を制作する際の機材に関して機能を理解するよう

撮影でも同じように用いることができます︒つまり︑

識などはカーアクション映画の撮影でもホラー映画の

化することはありません︒例えばレンズの光学的な知

れらに関する事実は制作に関する状況などによって変

す︒映画の制作に必要な機材は工業製品ですので︑こ

すので︑それらに対する知的能力は必ず必要になりま

映画を制作するにはカメラなどの機材が必要となりま

析的知能とは︑例えば機材の操作で必要な知能です︒

分業して１つの作品を完成させます︒映画に必要な分

えられた知能能を全て発揮しなければならな

もとにすると︑映画を制作するには人に与

す︒このよううに︑スタンバーグの尺度を

知能は映画の制作に必要な知的能力で

れば意味があありませんので︑実用的

けアイデアがが良くても実現できなけ

示できる知的的能力が必要です︒どれだ

識と映画が制制作されている状況をふまえて具体的に提

という問題が生じます︒そのとき︑映画の技術的な知

を映画的に示示すにはどのように表現すれば良いのか︑

なった場合︑主人公を軸に時間がループしていること

ば︑主人公の時間がループする映画を制作することに

り︑より良い

積させることが可能にな

映画はこれら３つの知能を最大限に発揮しながら︑

を置いた知能︒

能は経験︑考え方の組み合わせ方がものを言います︒

いことが分かります︒
これらの映映画の制作に必要な知能は誰

例えば︑時間をテーマに作品を制作することになった
とします︒その企画内容を検討する際︑

﹁いやいや︑現代人の感覚を刺激するならループもの

新しく︑現代人が感動する作品になる﹂

作品の中にある普遍性を見出せば一周まわってむしろ

ように人生に対する肯定感が描けるはずだ︒古典的な

るのではないだろうか︒
﹃素晴らしき哉︑人生！ ﹄の

時間という概念そのものにより深い意味を持たせられ

﹁タイムトラベルよりもパラレルワールドに行く方が

したぞ﹂

画は作品

はじめて映

ことによって

ゆる知能を提提供する

画制作に必要な専門家があら

門家など︒これらさまざまな映

家︑演技の専専門家︑美術の専

ます︒例えばば︑撮影の専門

よって分業化化が行われてい

せ ん︒ 映 画 のの 制 作 は 専 門 に

だろう︒
﹃恋はデジャ・ブ﹄を観てみろ︒同じ時間を繰

として完

か一人が発揮揮しているのではありま

り返す日常感覚は︑変わらぬ日常を暮らす閉塞感を感

成するの

﹁時間を扱うならタイムトラベルものが良いのではな

じている人々から共感を呼びやすいはずだ﹂

です︒

いか︒
﹃バック・トゥ・ザ・フューチャー﹄は凄くヒット

など︑アイデアを出す上で経験や︑考え方をかけ合
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形で作品を結実させる仕組みも内包することとなりま

ａ ．映画をつくる

と現代の状況に適した仕組みを持っています︒

画の持つ作品形成の過程は︑知識のあり方から捉える

よって知識の生産性を上げることができると述べてい

た︑
﹁知識に対して知識を体系的に応用すること﹂ に

ⅷ

現代の経済と知識の関係性について指摘しています︒ま

得られる収益こそが競争力の決定的な要因である﹂と

ⅶ

るべき︶資源﹂ であり︑
﹁国や企業において︑知識から

ⅵ

ドラッカーは現代において﹁知識は中心的な︵生産す

ｂ．メンバーは映画の制作に役立つ技術や知識を持っ

ｄ．作品の規模に応じた適正な人員数で制作する

る

ｃ ．メンバーは映画を制作する上で互いの役割が異な

ている

した︒
複雑系学者のスコット・ペイジは︑優秀な個人がい
くら挑戦しても最適な解を見出せないほど困難な問題
であっても︑多様な人々の持つ観点︑解釈︑解決策を
持ち寄ることによって解を見出せることを明らかにし
ⅳ

ました︒ ペイジは困難な問題について多様性を用いて
ａ．
映画作品を制作することは容易に解決できる問
ある作品は︑完成させるまでこの世に存在しません︒

的に応用すること﹂で作品として完成します︒このよ

映画は︑多様性を前提に﹁知識に対して知識を体系

解決を行うための条件を４つ挙げています︒
Ａ．問題が難しい

映画の制作は解の無い問いを解くような行為なので

うな映画制作の持つ知識の応用体系は︑制作フローの

ます︒

Ｂ．微積分条件

す︒ｂ．
分業化された作業を担当できるだけの技能や

中に見ることができます︒
︵図１参照︶

題とは言えません︒映画の制作における最終的な解で

Ｃ．多様性条件

知識を持っていること︒ｃ．
参加スタッフのお互いが異
なる役割を持っていること︒ｄ．
制作規模に応じた人員
数がいること︒もともと映画制作にはたくさんの人員

ど困難であること︒Ｂ．
解決に集まったメンバー
︵以下︑

ます︒Ａ．
問題が直面した時点で解が明らかではないほ

って作品をより良く結実できるような仕組みを構造的

するための４条件を備えており︑集団の知的努力によ

このように映画の制作は多様性をもとに問題を解決

プロダクション

ポストプロダクション

完 成

Ｄ．大勢のソルバー候補からかなりの大きさの集団を
選ぶ

ソルバー︶が問題を解決する上で役立つ一定以上の知

に含んでいると言えます︒また︑ここから︑すばらし

が必要です︒

識を持っていること︒Ｃ．
問題を解決するソルバーの観

い映画作品を制作しにくい状況も想定することができ

これらの４条件を簡単に解説すると次のようになり

点︑解釈︑アイデアの出し方︑知識︑解決のための立

ます︒条件がかなえられない状況を考えてみましょう︒
映画は制作できません︒映画照明の専門家が１００人

ち位置が多様であること︒Ｄ．
ソルバーはできるだけ多
前述の４つは十分条件であり必要条件ではないもの

集まった場合︑クリエイティビティを発揮した作品や

例えばｃ の場合︑同じ役割の人材を１００人集めても

の︑４条件が満たされることで多様性が問題解決に向

現象を生み出すことは可能かもしれません︒ しかし︑

プリプロダクション

・編集
・サウンドデザイン
・グレーディング
など

・企画会議
・撮影
・脚本作成
・演技
・ロケ地決定
など
・スケジューリング
など

くの候補からできるだけ多くの人員を選ぶこと︒

けて有効に機能するとペイジは述べています︒映画

それは映画とは言いがたいものになるでしょう︒

する知能から知識を生み出して結集させ︑作品という

映画の制作は言い換えればさまざまな専門家が発揮

ⅴ

が︑分業化による集団作業にて制作することで︑より
良い作品を結実させる仕組みも備えていると言えるの
は︑映画制作はその行程にペイジの提示した４条件を
以下のように含んでいるためと言えます︒

一つの形にまとめ上げてゆく過程です︒このような映

図１
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作を映画化しよう﹂などと企画が挙がり︑企画意図を

まず︑最初に﹁この企画で映画をつくろう﹂
﹁この原
われていた知的作業の結果をもとに次の異なる知的作

このように映画は︑スタート地点を除いて直前に行

した︒そのとき私達は 代半ば︒大学を卒業して数年

とため息まじりに感想のようなものを述べてくれま

ふまえて脚本化を行い︑完成した脚本をもとに撮影の
生み出された知識が︑異なる知的作業によって次元の

業が行われ︑作品の完成を終点とするようにして制作

たまりで構成されているようでした︒失敗や妥協ばか

ぎ︑毎日の仕事や暮らしは失敗のごまかしと妥協のか

間︑彼の上にはままならないことばかりの日々が過

りしていたら何者にもなれないのではないかという恐

方法が体系化されています︒つまり︑知的作業の結果
高い新しい知識の生産に応用されることを繰り返し︑

クション︶
︒役者が与えられた役に従って演技し︑演技
されたものを撮影し︵プロダクション︶
︑撮影された映

れと焦り︑そしてあきらめの始まりがあったのかもし

頼らず︑互いに協力し合い知識という資源を生産する

ます︒このことから映画の制作は︑優秀な個人のみに

りません︒そして︑ここまで述べてきたように映画の

画の制作は作品の完成に至る過程であって結果ではあ

確かに映画の制作は妥協のかたまりです︒しかし︑映

ければ良いのかわかりませんでした︒しかし︑本文の

ための協力関係を体系的に構築した︑１つのシステム

制作は妥協や失敗をしても誠実に知性を持って取り組

映画が﹁知識に対して知識を体系的に応用すること﹂

モデルとなり得ます︒また︑知識の生産を行う人材

めば問題を解決する仕組みが含まれているので︑すば

ように映画の制作を捉えてゆくと︑それでいいのかも

を育成するトレーニングモデルとして用いること

らしい結果を生み出す力を持っているのです︒また︑制

によって生産されるのであれば︑映画の制作は知識と

も可能でしょう︒モデルとして用いる際の留意点

作過程で行った妥協が結果としてプラスに働くことだ

しれないよ︑と言えば良かったのかもしれません︒

として︑映画の制作で行われている知識の生産

ⅸ 図 1 や文中の映画の制作フローに関する説明は
解りやすくするために単純化しています。実際に
は例示したよりも数多くの要素があり、複雑です。

ってあるのです︒途中経過は結果ではありません︒な

ⅷ 同上 , p314

過程には合理的ではないものが往々にして含

ⅶ 同上 , p307

らば︑映画の制作に似た彼の暮らしが失敗や妥協のか

ⅵ P.F. ドラッカー著 , 上田惇生 , 佐々木美智雄 , 田
代正美訳 ,『ポスト資本主義社会』, ダイヤモンド
社 ,1993 年 , p348

たまりであろうと全く構わないと今の私は思うのです︒

ⅴ 表現としてはどのようなものになるのか興味深く
はあります。

まれていることが挙げられます︒映画制作者

いう現代的な資源を生産できるシステムの一種と言え

れません︒そんな彼の心情を察すると私は何と声をか

映画作品は完成するのです︒

ンがなされ︵ポストプロダクション︶
︑完成します︒

ⅸ

像を編集し︑編集された映像をもとにサウンドデザイ

準備がなされる過程で役者が決まります︵プリプロダ
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, 「多様な意 見」
ⅳ スコット・ペイジ著 , 水谷淳訳 『
はなぜ正しいのか』, 日経 BP 社 , 2009 年

達の話を聞いていると︑好意的なものやそう

ⅲ Beyond IQ Robert J. Sternberg, Cambridge
University Press, 1985 年

でないものなどさまざまな人間的な感情が現

ⅱ 爆破シーンなどやり直しが困難な撮影で、カメラ
がまわっていなかったら目も当てられないのです。

場には満ちており︑合理化できない関係性の
もと映画制作は行われています︒もしかする
と︑現代的な資源は合理化できない人間関係
の上で生産されるものなのかもしれません︒
余談になりますが︑映画の制作が
﹁あとで失敗に気がついても取り返しがつか
ない場合が多く︑結果は妥協のかたまり﹂
と︑一見︑映画の制作が持つ負の部分のように感
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じるこの事実について友人に聞かせたとき︑彼は︑
﹁最近俺︑そんな感じやわ﹂

ⅰ 日本語字幕では「映画せい作」の語について「製」
の文字が使われていますが、映画の内容と本文の
内容をふまえ「制」の文字を使用しました。

意でも︑
﹁どう売るか﹂については必ずし

は﹁何をつくるか﹂を突きつめることは得

苦戦するのでしょうか︒おそらく日本企業

るかもしれません︒

生にとっても関心のある研究テーマといえ

重要な市場であるのはもちろんのこと︑学

ケースも多いはずです︒日本企業にとって

く︑東南アジアなどの新興国に赴任する

能 の一部 が 営 業 部

マーケティング機

織 図 を 見 る と︑

日本企業の組

ます︒実際︑

な戦略がないため︑ノウハウ

ます︒組織全体として明確

での対応には課題もあり

しかしこうした現場

が多いのです︒

門のなかにあること

も得意ではないのでしょう︒その課題が海

マーケティングだけでなく︑
欧米的な
マーケティング・マネジメントを

属人的・経験的な

外 ││ 特に東南アジア各国のような新興国
││ に進出するプロセスのなかであらわに
研究のプロセスとして︑最初に日本国内

なってきた︑と私は考えています︒
におけるマーケティング活動の実態を確認
しました︒そもそも日本という閉じた市場
のなかで︑日本企業はどのようにやってき

営業部門の強い影響下にあったと考えてい

日本企業のマーケティングは︑伝統的に

能な知識になっていないのです︒ま

念されます︒複数の市場に転用可

産として共有されないことが懸

は 現 場 に 蓄 積 さ れ︑ 組 織 の 財

す︒次に国内で培ったマーケティング活動

ます︒日本国内では︑消費者も組織の仲間

学び直す時期がきている

のノウハウが︑新興国に進出するときにも

たかを把握すること︒これが第一段階で

なぜ新興国で苦戦するのか︒

有効か︒通用しないとすれば原因は何か︒

どのように戦っているのか︒ふだん日本に

本企業はエンドユーザーを獲得するために

に取り組んでいます︒新興国において︑日

日本企業のマーケティング﹂というテーマ

私は現在︑共同研究で﹁新興国における

マーケティングを行う組織としての課題を

た︑ と い っ た 目 に 見 え る 部 分 で は な く︑

広告を打った︑製品の性能や価格を工夫し

に働いているか﹂を見ていきます︒こんな

業のなかでマーケティング機能がどのよう

これらの検証を経て︑最終的には﹁日本企

ターンをつかむことがそれほど難しくな

な営業担当者にとって顧客の嗜好や購買パ

特に一億総中流といわれた時代には︑優秀

わかっている部分﹂が少なくありません︒

値観もある程度共有しており﹁語らずとも

もほとんどが日本人で︑生まれも育ちも価

くれている広告会社など︑日本国内のマー

営業部員︑自社のブランドをよく理解して

や︑顧客の購買行動に関する理解︑優秀な

題が表出しています︒社内の暗黙の了解

しい市場への進出をきっかけに多くの課

しか機能しない仕組みです︒近年の新

た︑価値観が共有されている市場で

まざまな要素がすべて利用できない状況に

ケティングで重要な機能を果たしていたさ

置かれたからです︒現場対応の課題が表出

にマーケティング戦略を策定しなくても︑

営業部員を中心にして現場で対応するこ

かったのかもしれません︒そのため︑明示的

とができてしまい︑結果的に欧米企業に見

したのではないかと考えています︒

整理し︑今後に向けた提言を行うことが最

られるような強いマーケティング部門が

大の目的です︒
そしてかなり高い確率で︑海外勤務を経験

組織のなかで形成されなかったのだと考え

いると案外見えないものです︒実際に調査

することになるでしょう︒特に若手の頃は

本学の学生の多くは企業に就職します︒

戦を強いられているケースが少なからず見

アメリカやＥＵといった先進国だけではな

を持たれている大企業でも︑新興国では苦
受けられます︒モノづくりに関して世界に

進出先の現地法人と︑日本国内の本社間
誇る技術力を持っている日本企業が︑なぜ

してみると︑日本では安泰というイメージ

一橋生にこそ学んでほしい

海外赴任の機会が多い

日本企業は

日本企業が新興国で成功するために︑
今︑何をすべきか

﹁何をつくるか﹂から﹁どう売るか﹂へ︒
Wataru Uehara

chat in the den

上原 渉
商学研究科准教授
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も指摘できるでしょう︒成長が鈍化した先

で交わされるコミュニケーションの難しさ

のグローバル企業 ││にアドバンテージを

市場を求めてやってくる競合 ││ 特に欧米

投資は難しいようです︒それは同じように

き上がった製品を売るマーケティングへの

り ま せ ん︒ た だ︑ 欧 米 企 業 が

年代にソ

ただ真似ればいいと思っているわけではあ

もちろん私は︑欧米のグローバル企業を

る欧米企業が提供しているインスタント

が実際にはインドネシアの多くの方が︑あ

のは難しい市場のように思えます︒ところ

いという可能性があります︒

する本社側から︑許可を得ることができな

思っても︑日本国内の経験に依存して判断

がマーケティングのやり方を変えようと

能なのでしょうか︒あくまで仮説ですが︑

投資を惜しみません︒なぜそんなことが可

﹁ここ﹂と決めた市場に対しては︑巨額の

場を客観的に見ているようです︒そして

い︑自国の市場も含め︑つねに世界の全市

欧米のグローバル企業は日本企業とは違

取り組んでいます︒

うな体制が必要なのか︒現在はこの問いに

のよいところを取り込むためには︑どのよ

いると思います︒欧米的なマーケティング

米企業のよいところを学び直す時期にきて

攻勢に出たように︑日本企業もそろそろ欧

ニーやトヨタの強さの源泉を研究して反転

た︒味覚というのは客観的に語れないもの

であるにもかかわらず︑買われていまし

インスタントコーヒーのほうが高い価格

行って確認したところ︑コーヒー豆よりも

買っていたのです︒スーパーマーケットに

コーヒーのほうが美味しいと答え︑それを

いので︑インスタントコーヒーが成功する

進国で求められているマーケティングと︑

たとえば︑日本の消費財メーカーがアジ
マネジャーたちがＭＢＡに象徴されるよう

定着していない今こそ︑

ないでしょうか︒

急速に成長している新興国で求められる

ア某国に進出するとします︒まずは事務所

な経営理論 ││マーケティングはもちろ

いう議論はできませんが︑少なくともその

インスタントコーヒーが手間を省くこと以

すから︑ある程度まとまった額のマーケ

ら知られていない市場でのブランド構築で

が必要です︒日本とは違い︑会社の名前す

て︑広告やメディアを使ったブランド構築

なりません︒初めて購買する顧客に対し

ではなく︑直接消費者に訴えかけなければ

ります︒取引先や流通へのアプローチだけ

きません︒競争のやり方を変える必要があ

⁝⁝営業担当者による人海戦術では追いつ

いよ市場がテイクオフする段階にきたら

程度取引先ができて︑流通網が整い︑いよ

されることが多いと思います︒しかしある

生きるため︑この段階では﹁成功﹂と判断

合もあり︑日本で培ったノウハウが十分に

やフェーズによって主体的に使い分け︑ク

企業は彼らに丸投げするのではなく︑戦略

係においても︑その違いは顕著です︒欧米

一部を担っている広告会社や代理店との関

でしょうか︒企業のマーケティング活動の

知恵ですから︑より応用がきくのではない

ることは︑特定の市場に限定しない知識・

ん︒一方︑学問を共通のツールとして用い

る環境に対してのアプローチは学べませ

な経験です︒しかし︑その体験と全く異な

らがマネジメントを担うときに生きる重要

ジを摺り合わせているプロセスであり︑彼

て︑顧客像や売上の立て方に対するイメー

験させます︒それは共通の現場経験によっ

きた新卒者のほとんどに対して︑現場を体

います︒日本企業ではさまざまな学部から

うニーズ以外でインスタントコーヒーが

安く手に入るのですから︑手間を省くとい

れているそうです︒美味しいコーヒー豆が

名ですが︑インスタントコーヒーがよく売

インドネシアはコーヒー豆の産地として有

たな価値を消費者に提示することです︒

す︒売り方を考えることは︑モノが持つ新

ノづくり﹂の大切なプロセスだと考えま

に︑それを﹁価値﹂として伝える努力も﹁モ

です︒品質や安全性を高める努力と同時

は︑モノの売り方も含めた言葉であるべき

す︒日本企業の強みである﹁モノづくり﹂

した﹁どう売るか﹂という視点だと考えま

直すうえで重要なポイントは︑冒頭に提示

日本企業が欧米のグローバル企業を学び

が欠かせません︒その学びの場として︑大

なマーケティングを離れて理論を学ぶ機会

その前段として︑いったん属人的・経験的

マーケットへの投資が必要ですが︑さらに

する必要があります︒そのためには︑マス・

業が新しい価値を提供し︑シェアを盤石に

が定着する前に︑競合に先んじて日本企

そ今が大切だと私は考えます︒イメージ

者を囲い込む余地が生まれます︒だからこ

価値の提供に成功すれば︑その企業が消費

外の新しい価値を提供した結果ではないで

ティング投資が必要になります︒少なくと

ライアントとしてマネージしているように

シェアを伸ばす余地はないように思えま

しょうか︒

も現地法人ではそう考えます︒問題は︑前

見えます︒市場環境の違いを超えて︑戦略

与えかねません︒

を立ち上げて︑仕入先・工場・販売網を開拓

ん︑ファイナンス︑経営戦略など││ を徹

マーケティングが違うからです︒現地法人

する︒この段階では︑町を歩き回って粘り

ですから︑どちらが本当に美味しいのかと

強く交渉を行う優秀な営業担当者が求めら

底的に学んでいることと関係していると思

年度の売上規模に依存した意思決定をする

を共有して実行できる︒このような土壌

のイメージが固定化していません︒新しい

2002年一橋大学商学部卒。

課程修了。武蔵野大学政治

2005年修士、2008年博士

経済学部専任講師を経て、

の新興市場におけるマーケ

2012年より現職。日本企業

を行う。近著に『日本企業

ティング戦略に関する研究

のマーケティング力』
（共著、

有斐閣、2012年）がある。

学はより重要な役割を担うことになるで

上原 渉

しょう︒
︵談︶

（うえはら・わたる）

インドネシアで面白い話を聞きました︒

このように︑新興国ではまだまだ消費財

ことが多い本社が︑リスクのある投資の意

す︒さらに︑お手伝いさんがいる家庭も多

新興国でのイメージが

れます︒欧米企業より早く進出している場

日本企業が盤石のシェアを

思決定ができないことです︒生産設備の増

は︑まだ日本企業では整っていないのでは

商学研究科准教授

獲得するチャンス

強に対しては投資がしやすいのですが︑で
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Hidetaka Fukasawa

め︑その世界の論理やシンボルを理解しようと試みる

るという態度を形成していくうえで︑非常に有用な

解を試みる︒宗教社会学は自分以外の他者を理解す

学問だと思います︒

近代化や科学の発達が排除してきた

公共宗教の復活によって

﹁宗教の問題﹂が︑

を構築していきます︒まずは︽家族︾のなかで︒次に

クローズアップされている

モーショナルな反応が返ってくることがあります︒そ

﹁宗教を研究対象にしています﹂と言うと︑ときにエ

宗教に興味を持った理由

信者でもなく︑神学者でもない人間が︑

家はとても興味深い研究対象となったのです︒

界をあっさりと︑かつ堂々と超えてしまう宗教や宗教

うがありません︒そんな私にとって︑人間の認識の限

これはもう﹁体質的にそうだった﹂としか説明のしよ

デンティティを構築しないとどうも落ち着きません︒

ないものと呼ばれる概念 ││ との関係のなかで︑アイ

抽象度の高い︽世界︾││ 自然・実在・存在・目に見え

で⁝⁝というように︒私の場合はさらにその先︑より

││ そう語られていたのです︒しかし１９７０年代後

が自分の宗教性を生きるという形で残っていくだろう

げる過程でその役割を終えた︑今後宗教は︑一人ひとり

のキリスト教やイスラム教などは︑世界が近代化を遂

が社会学者の間でも定説でした︒
﹁公共宗教﹂として

教に対する支持は下降するばかりだろう ││ というの

９６０年代まで︑世界は科学によってリードされ︑宗

近現代において︑宗教の存在感は変わりました︒１

学︑本学で教えているのは人間と人間の﹁関係﹂にフォ

の立場もとっていません︒私が研究しているのは宗教

ません︒また﹁最初に神の啓示ありき﹂という神学者

私自身は︑特定の宗教に入信しているわけではあり

教はなぜ︑どのように受け皿としてあり続けるのか︒

を促すこと︒そして近現代の社会の変化のなかで︑宗

なっていたのが宗教です︒まずはこの前提への理解

にも否定できません︒これまでその問いの受け皿に

えることは人間の自然な欲求であり︑問い自体は誰

す︒宗教が政治的・文化的意味合いを強め︑世界が次

移動とともにイスラム教世界の脱世俗化を促したので

スラム共和制への革命は︑折からのグローバルな人口

命でした︒特にイランのホメイニ師による帝政からイ

直接の契機の一つは︑イスラム教圏における政治革

半から状況は変わり︑さまざまな事象を考えるうえで

ーカスした宗教社会学です︒では宗教社会学とは何

それを考えるためには︑特定の宗教を否定するでも

のフェーズに移ったきっかけとされています︒宗教と

もともと﹁この世を超えたものとは何か？﹂を考

か︒それは︑宗教に関わる人間を前にして︑先入観や

肯定するでもなく︑あるがままに見つめ︑対象への理

宗教は避けて通れないものになりました︒

思い込みをいったん排除してあるがままの相手を見つ

先に私自身の立ち位置を明確にしておきましょう︒

の反応が起きるメカニズムは後ほど見ていくとして︑

利益共同体にしばられない︑いわゆる︽社会︾のなか

学校や会社など︑帰属する︽集団︾のなかで︒そして

てからさまざまなステージを経て︑アイデンティティ

と自分との関係が気になったからです︒人間は生まれ

のアイデンティティを構築するうえで︑より広い世界

そもそも私が研究対象に宗教学を選んだのは︑自ら

学問︑と言えるでしょう︒

宗教社会学は︑人間関係を出発点にした学問︒
相手のありのままを理解することが最大の目的です

chat in the den
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以降の科学主義の揺らぎです︒科学論自身が科学を相

宗教の復活を促したもう一つの契機は︑１９７０年代

は︑まずそのことに気づいてほしいと思っています︒

公共宗教の復活はすでに常識となっています︒学生に

政治の関係について見れば︑グローバルなレベルでの

いないでしょう︒ところが﹁宗教﹂の場合︑そうはい

葉を聞いて︑エモーショナルな反応をする人はあまり

たら︑
﹁科学﹂はもちろん︑
﹁芸術﹂
﹁倫理﹂という言

生まれてしまいました︒たとえば言語連想実験を行っ

り︑
﹁宗教﹂という言葉にすら過敏に反応する社会が

そのため人びとの宗教に対するとらえ方が一面的にな

否定に走ってしまう︒

ワークした宗教像に照らし合わせ︑どちらかと言えば

態からは脱しきれていません︒皆が自分なりにパッチ

るけど﹂というアンビバレント︵二律背反︶な心理状

とがわかります︒それでも総じて﹁宗教は︑気にはな

といった紋切型のイメージを持つ学生は減っているこ

そこで私は学生に︑まずはありのまま

対化していき︑また科学的世界像が描くリアリティー
が至高のリアリティーであるという感覚が︑次第

そこで︑近代化︑合理化︑科学や経済の発

の状態にして︑宗教に関わる人間や社会

しているのは︑判断をいわば﹁一時停止﹂

に理解する大切さを伝えようと試みてい

達によって︑一度は排除・抑圧されてきたも

集 団 を あ り の ま ま に 見 る こ と で す か ら︒

に薄れていきました︒あるいは科学的世界像を

の︑すなわち︽死︾
︽生︾
︽超越︾
︽霊性︾など︑

神話の内容︑儀礼やシンボルの意味︑生

ます︒否定するにせよ︑肯定するにせよ︑

﹁この世を超えるもの﹂の受け皿としての宗教

活様式⁝⁝ 先入観を排除して相手を見て

疑わないにしても︑それがコミットするに値

の相対的地位が高まってきました︒これらの

みると︑部外者からはどんなに馬鹿げた

まずは自分のエモーショナルな反応を

問題に向き合うことは人間の自然な欲求であ

非合理的なことであっても︑当事者にとっ

するのぞましい現実であるかは疑わしくなっ

ると先に述べましたが︑どんなに抑え込まれ

てはまったく別の論理が働いていること

カッコに入れること︒宗教社会学が目指

ても決してなくならないこうした問題が︑１

がわかります︒よい・悪いと判断するのは︑

てきたのです︒

９７０年代後半の世界で再度浮かび上がってき
きません︒否定するにしろ︑惹きつけられるにしろ︑

ひるがえって自分が身を置く意味世界を相対的にとら

ん︒相手が身を置く意味世界をありのままに理解し︑

その理解に至ってからでも遅くはありませ

済のさまざまな要素が複雑にからんでおり︑またグ

とにかく人は冷静ではいられないことが多いのです︒

ました︒もちろん宗教の︿ 復興 ﹀には︑政治や経
ローバル化のなかで生じたあらたな﹁貧・病・争﹂が

門博士課程単位取得退学。

研究科宗教学・宗教史学専

同年東京大学文学部宗教

学研究室助手、1995年一

経て、1999年同学部教授。

橋大学社会学部助教授を

学／ベルリン自由大学客員

現在に至る。ミュンヘン大

性』
（岩波書店、2006）が

研究員。著書に『啓蒙と霊

えていく︒そんな人間と人間の﹁関係﹂を出発点にす

ンディー語）卒業。1988

特に日本はそうでしょう︒急速な近代化のなかで︑

年東京大学大学院人文科学

その原因ともなっています︒現代を生きる私たちは︑

1980年東京外国語大学イ

る視座を︑宗教学に携わる者として提供していきたい

ンド・パーキスタン語科（ヒ

宗教を国家と社会のなかにどう位置づけたらいいの

深澤英隆

まずこの事実を受けとめる必要があると思います︒

（ふかさわ ･ ひでたか）

と考えています︒
︵談︶
年では︑地下鉄サリン事件などを体験したことも大き
社会学研究科教授

か︑日本人は明治以来ずっと悩んできました︒また近

否定や肯定ではなく︑

なトラウマとなっています︒
私は宗教に関する授業を行う前に︑学生にアンケー

まずあるがままを理解すること

トをとっています︒すると︑この 〜 年の間に︑宗
15

教に対する学生の関心は高まり︑
﹁弱者の非常手段﹂
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くり返しになりますが︑長い間︑近代社会は宗教
︵が引き受けてきた問題︶を排除・抑圧してきました︒

ある。

10

経済学部４年

グローバルとは︑

環境の変化に対して︑自分をいち早く適応させることです

日本に留学する

思っていたため︑

も迷ったそうだ

そこで選んだ留学先が日本だった︒プラ

決 意 を 固 め る︒

し︑タイ語と英語はできて当たり前の世

ンシリさんが高校生の頃︑タイではちょう

以前家族で日本

が︑安全かつ清

ど日本がブーム︒
﹁ファッションやマンガな

に旅行をしたこ

界︒そのなかで差別化を図るために考えた

どを通して︑日本に親しみを感じていた﹂

とがあり︑日本

潔で﹁住みやす

と語る︒そして高校３年生のとき︑友だち

には好意的なイ

い国﹂といつも

働き方についても︑プランシリさんは明確

と誘いあって受けた日本政府︵文部科学

のは︑経営についてしっかり学ぶことと︑

なビジョンを持っていたのだ︒

省︶奨学金試験に合格︒一時はアメリカと

第三の言語を身につけることでした﹂

﹁タイで会社を経営したいと思いました︒

﹁親元を離れて暮らすのは︑私にとって

いたという︒

メージを持って

でも起業する人は国内にたくさんいます

プランシリ・ブンカダさん
Boonyada Plangsiri

母国・タイでは
経験できないことに
たくさん出合っておきたい
プランシリ・ブンカダさんはタイからの

たす︒まずは東京外国語大学・留学生日本

２００９年︑プランシリさんは来日を果

生まれて初めてのこと︒日本なら︑両親も

国立大学︑チュラーロンコーン大学を卒

語教育センターで日本語を学んだ︒日本語

安心してくれると思いました﹂

業︒当然︑プランシリさんも母国での進

もと︑三姉妹の末っ子として大切に育て

学を期待されていただろう︒しかしそう

の習得に打ち込みながら︑留学先をどこに

い！﹄と考えていました︒いずれはタイで

どこがいいだろう？ と考えていたとき︑一橋

う思いはありました︒東京の国立大学なら

﹁まず﹃このまま東京に残りたい﹄とい

するか絞っていった︒

働くとしても︑その前に︑自分の国では経

人くらいいることを知りました︒実際に

験できないことにたくさん出合いたかった
しかも﹁いずれはタイで﹂という将来の

大学の経済学部にタイからの先輩留学生が

﹁ 私は高校生の頃から﹃ 海 外 に 行 き た

はならなかった︒

られてきた︒家族は全員︑タイ王国最古の

留学生である︒母国では︑優しいご両親の

家族とともに

からです﹂

10
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話を聞かせてもらううちに︑自分も一橋大
学に入りたくなったのです﹂

た︒経済学を学ぶためにきたのに︑肝心の

キストも日本語というのはとても大変でし

﹁どんなに授業に集中しても︑講義もテ

か理解できていなかったそうだ︒

語がうまく使えない状態で︑電気や水道の

﹁最初はとても心細かったですね︒日本

トで一人暮らしを始めることになった︒

大学入学を機に︑プランシリさんは︑アパー

で暮らしていたので何かと気もまぎれたが︑

の復習をしました︒当時の私の手帳を見直

の部屋︑いろいろな場所でほぼ毎日︑講義

制限時間を設けて︑図書館︑カフェ︑自分

た︒
﹃何時までに必ずここを復習する﹄と

決めたのです︒特に復習にはこだわりまし

授業に対する工夫は︑復習や予習だけで

日本語がわからないのでは意味がありませ

はない︒履修方法について︑タイ人の先輩

すと︑スケジュールがビッシリ書き込まれ

多いときには週に３〜４回︑スカイプを

留学生からたくさんサポートを受けられた

ていて︑まるでガリ勉みたいですよ︵笑︶
﹂

それでも入学してから仲よくなった日本

使って実家の人たちと話をしたり︑相談に

手配︑インターネットのことなど︑全部自

人学生に︑わからないことは何でも聞くよ

乗ってもらったりして︑不安をまぎらわせ

分でやらなければなりませんでしたから︒

うにしたと語る︒それでも入学時の４月

ん︒最初は︑とても焦りました﹂

は︑日本人の学生同士でもまだまだコミュ

ことも大きかったと語る︒

自分にはわからないので﹃え︑どうしよう

﹁センター試験のことが話題になると︑

ん質問したり︑タイで読んで

うにもなりません︒そこで友だちにどんど

﹁まずは日本語を上達させなければ︑ど

ことなく反転攻勢に出る︒

ほうがいいけど︑内容が

﹃この授業は今出ておいた

は少し待って２年次に履修するといいよ﹄

いろいろ教えてもらいました︒
﹃この授業

な順番で履修すればいいか︑最適な方法を

﹁経済学を学ぶうえで︑どの科目をどん

ていました﹂

⁝⁝﹄という状態でした︒２か月ほどす

いた日本のマンガのオリジナ

しかし︑プランシリさんはここで挫ける

ニケーションがとれていない︒共通の話題

ると︑話題が授業やサークルなど今のこと

といえば受験勉強ぐらいだ︒

に変わり︑私も会話に参加できるようにな

ル版 を 古 本 屋で買って読ん
日常生活で使われる単 語は

だり︑テレビを観たりして︑

日

日本語版はなかっ
英語

難しいからわからないこ

りましたけど︵笑︶
﹂
入学とともに生活環境も変わった︒留学

タイ語

電子辞書も役に立ちました︒

徹底的に覚えました︒また

生日本語教育センターで学んでいた頃は寮

タイ人の先輩、後輩たちと図書館前で

入学試験に向けて学習を重ねた結果︑プ
ランシリさんは無事︑一橋大学経済学部の
学部留学生となった︒経済学部を選んだ理
由は三つある︒一つ目は︑前述のようにタ
イ人の先輩がいたことだった︒
﹁二つ目は︑得意な英語と数学を活かし
て経済学を学びたかったからです︒そして
三つ目は⁝⁝ タイでは︑将来ビジネスを
行いたい人は経済学部で学ぶという傾向
があります︒だから私も経済学部を選びま
した﹂

たので︑タイ語

い︒が︑理解できるようにしなければ留学

門用語を理解するのはたやすいことではな

会話は理解できても︑授業で使われる専

きましたし︑励みにもなりました︒授業

﹁１年次の成績がよかったことで安心で

次の努力があったからだという︒

本人は謙遜して﹁成績がよかった﹂とい

これなら大丈夫なのではないかと思ったの

う表現にとどめているが︑正確にはオール

決心をした︒
きっとよい成績はとれないと思いました︒

です﹂
だから必ず授業のあとに２〜３時間復習

Ａである︒しかも未来を先取りすれば︑プ

﹁私はほかの学生の２倍頑張らないと︑

も７割くらいは理解できるようになって︑

気持ちになれたのは︑１年

うになったそうだ︒そんな

は大 丈 夫だ﹂と思 えるよ

には﹁ も う 日 本での生 活

そして２年 次の夏 学 期

本当に心強かったです﹂

ださる方々が学内にいて︑

具体的なアドバイスをく

とは教えてあげる﹄など︑

日本人の友だちとお寿司を食べにいきました

した意味がない︒プランシリさんは一大

問題は授業である︒日常

を覚えていきました﹂

本語と︑英語を介して単語

⇔

２０１０年４月︒親元を離れて２年目の
春に︑プランシリさんは一橋大学の門をく
ぐった︒

授業内容を復習することで
留学生活を好転させる
１年間日本語を学んだプランシリさんで
あっても︑日本語による大学の授業を理解
し︑日本語で暮らしていくのは簡単なこと
まず日本語による授業が大きな壁とな

⇔

⇔

をして︑時間に余裕があれば予習もやると

37

ではなかった︒
る︒本人の感覚として︑最初は５割程度し

2番目の姉の誕生日会で

一つ︑
﹃得意なことほど努力しなさい︑努

与えられたりはしませんでしたが︑ただ

うでした︒親からは特別なプレッシャーを

﹁勉強は︑小学生の頃からよくできたほ

ている︒

４ 年 連 続 オ ー ルＡ と い う 偉 業 を 成 し 遂 げ

ランシリさんは卒業が決まった現段階で

をやり繰りするためにアルバイトも経験し

また︑プランシリさんは日本での生活費

が︑貴重な体験ができたと思っています﹂

た︒諸事情で長くは続けられませんでした

く︑ダンスの楽しさを感じられる場でし

ンテストで勝つぞ！﹄というストレスはな

ら︑私の高校時代のように﹃何が何でもコ

とは大切だと感じました︒実際入ってみた

のを経験して︑共通の話題を持っておくこ

ですね︒ですから日本での部活動というも

した﹂

たい私にとって正しい選択で

を選んだことは︑見聞を広め

ように思いました︒一橋大学

一橋大学ほどの自由度はない

には︑いろいろ制約があり︑

が︑ほかの大学では科目履修

ちに大学の様子を聞きました

本語教育センター時代の友だ

の国立大学に行った留学生日

る努力をしたという︒
﹁ほか

専門外の分野にも視野を広げ

で﹁日本の丁寧なサー

び︑さらにアルバイト

を習得し︑経済学を学

て第三の言語＝日本語

本での留学生活を通し

く変わっていない︒日

さんのなかではまった

国でビジネスをするう

ビス業﹂を体験した︒母

力をし続けないと自分の身にはならないか

ている︒タイ語や英語の塾講師のほかに︑

ら﹄と教えられてきました﹂

一番鮮烈に記憶に残ったものとしてアパレ

えで︑差別化につなが

る要素はそろったかに

思える︒

日本語の習得や授業の復習に相当の時

まず驚いたのが︑接客のトレーニング︵研

募しました︒採用してくれた会社について

世界でアルバイトをしてみたいと思い︑応

ので︑もともと好きだったファッションの

﹁日本語がある程度話せるようになった

と思います︒制限を決めてスケジュールを

の学業や生活に責任を持てるようになった

験しました︒その経験を通して︑私は自分

大学に留学してから︑たくさんのことを経

﹁勉強︑部活︑アルバイト︑生活⁝⁝ 一橋

力がついたという︒

り︑プランシリさんは自己マネジメントの

はイギリスの大学への修士留学を目指し︑

えています︒そこで︑ヨーロッパ大陸また

は︑ファイナンスの専門知識も必要だと考

脈を広げたいと思っています︒そのために

就職し︑会社やビジネスの仕組みを学び︑人

思っています︒その前に︑投資銀行などに

会社を立ち上げるのは

﹁まだまだです︵笑︶
︒

間を費やしたプランシリさんだが︑目の

修︶です︒挨拶の仕方︑声の出し方など︑

申請しています﹂

さまざまな体験を振り返

前の勉強以外にもさまざまなことに取り

すごく丁寧に教えてもらい︑改めて日本人

組む︑家計をやり繰りする︒そんなふうに

ル販売のアルバイトを挙げた︒

組んでいた︒まず︑体育会競技ダンス部

自分を﹃マネージ﹄する大切さを学べたこ

年後でもいいと

への参加である︒

で︑遅刻なんてもってのほ

の真面目さを感じましたね︒時間には正確

で︑その経験を活かそう

技ダンスをやっていたの

いました︒高校時代に競

はもちろんアルバイトで

意識はすごく高いし︑社員

か︒タイムマネジメントの

た︒当時の私からは考えられないほどの成

親が何から何まで面倒を見てくれていまし

とは︑大きな収穫です︒タイにいた頃は︑

お互いの違いを認めあうことが大切です︒

﹁言語や国籍のバリアがない環境では︑

バルとはどういうことか︑聞いてみた︒

一に考えていて⁝⁝日本の

バルであるということです﹂

応させること︒それが私にとって︑グロー

す︒その変化をつかみ︑自分をいち早く適

化に敏感でなければいけないと思っていま

そして認めあうためには︑つねに環境の変

ダンスを続けたかった

サービス業はすごい︒私は
タイにこのノウハウを持っ
て帰り︑起業したいと思い

親元を離れ︑何もかも異なる環境で自分

に発揮してきたプランシリさんだからこ

をマネージすることを学び︑能力を最大限
一橋大学に留学する前に持っていた﹁タ

そ︑つかめた思いではないだろうか︒
︵談︶

そして勉強の面でも︑経

ます﹂
済学部の授業以外に商学部

イで起業したい﹂という夢は︑プランシリ

母国での起業を
﹁ 年先﹂と考え︑
さらにビジネスを学び︑
人脈を広げたい

長です﹂

最後に︑プランシリさんにとってグロー

10

あってもお客様のことを第

活も経験したいと考えて

﹁大学に入ったら︑勉強だけではなく部

部活動︑アルバイト︑
他学部の授業 ││
積極的に見聞を広めながら
学んだタイムマネジメント

3年のゼミ生とともに

や法学部の授業も履修し︑

10

と思ったのです﹂
というのが一番の動機だ
が︑一橋大学にきてさら
に別の観点からも入部を
﹁日本人の友だちの間

決めたそうだ︒
では︑部活が話題にのぼ
ることがけっこう多いん

一橋祭で、タイ料理の屋台を出しました
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グローバルとは︑とても自然なこと︒

言葉︑文化︑価値観の違いを尊重し合いながら︑

に身を置くことに疲れを感じ︑コミュニケー

かしさを感じていました︒また︑新しい環境
そして留学を決意する大きなきっかけに

焦りもあったと振り返る︒

自分の﹁色﹂を見つけていきたい

ず︑入学してから２年のあいだに周囲から

は︑いくつかのプロセスがあったという︒ま

ションを取ろうとする姿勢を失ってしまった
クルの活動だ︒日本とスイスの両国におい

思うようになりました﹂

より長い期間を海外で過ごし成長したいと

次は短期の旅行やホームステイではなく︑

瞬間もありました⁝⁝︒この後悔の念から︑

なったのが︑ 年次に参加した国際交流サー

になった︒

て 週間ずつのホームステイをしながら文

影響を受け︑少しずつ海外を意識するよう
﹁たとえば商学部の授業のなかで先生方

化交流を行うこの活動が︑麻柄さんにとっ

年後︑

て初めて海外に触れた経験だった︒

がよく﹃あなたたちのなかに５〜

海外で働いている人はたくさんいるでしょ

﹁とても刺激的な時間でした︒スイス人メ

イス人のメンバーがとて

い 合って 笑って ⁝⁝︒ス
も優しく︑大らかな人柄
であったため︑日 本の外
に出る楽しさを実感する

を入れることになる︒

豪・メルボルン大学で
留学生活がスタート︒

﹁居場所﹂探しに奮闘した１か月

麻柄さんが留学先に選んだのは︑オース

科目について学びたいと考えていた麻柄さ

トラリア・メルボルン大学︒英語圏で専門
サークル全体としては

んは︑当時メルボルン大学から一橋大学に

学を勧められ︑留学先を決定したという︒

やってきていた交換留学生にメルボルン大

﹁メルボルンのことは︑正直に言ってそれ

活動︒しかし麻柄さんは︑
個 人レベルでは満 足には

まではよく知りませんでした︵笑︶
︒ただ︑

ること︑気候が穏やかで過ごしやすいこと︑

﹃世界で最も住みやすい街﹄に選ばれてい

﹁ 自 分の 個 性 や 考 え を
ができないことに︑も ど

思うように表現すること

至らなかったという︒

成 功に終わったこの交 流

ことができました﹂

いよいよ麻柄さんは︑留学に向けて本腰
ンバーとともに生活し︑お互いの国の文化

学 や 海 外 イ ンターンに

を紹介し合い︑冗談を言

う﹄などとおっしゃいます︒まさか⁝⁝と
向を知ると納 得 もでき

思いながら︑でもニュースで日本経済の動

2

商学部４年

麻 柄 彩 子 さん
国際交流サークルの活動で
スイスへ︒
そこで感じたもどかしさが︑
留学のきっかけに

行っていたりしました︒

友人も積極的に海外留

ま す︒周 り を 見 る と︑
いう言葉は︑麻柄彩子さんにとってそれほ

一橋大学入学以前︑
﹁海外﹂や﹁留学﹂と
ど身近なものではなかった︒進学先に一橋

自 分 が 思っていたより

こうして麻 柄さんの

大学商学部を選んだ理由も︑海外に関連し

好 奇 心 に 火 が つい た︒

と思いました﹂

な国立大学を探していたのです︒一橋大学は

同 時に﹁こんな 時 代 を

も︑海 外は身近なのだ

キャンパスも素敵ですし︑周辺の街並みも

生きるのに︑海外経験が

﹁教員と学生の距離が近い︑アットホーム

落ち着いていて気に入りました︒商学部を選

ないことはディスアドバ

た部分はない︒

たから︑また将来役に立つ勉強をしたかった

んだのは︑社会の仕組みについて学びたかっ

かもしれな い ﹂と い う

ンテージ︵不利︶になる

そんな麻柄さんが留学を決意するまでに

からです﹂
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3

フランス人の親友と。グレート・オーシャン・ロードにて（左が麻柄さん）

10

メルボルンの風景

学であることを知り︑

でトップレベルの大

学がオーストラリア

そしてメルボルン大

多くの学生がとても積極的に議論に参加し

ウトプットすることまで求められており︑

﹁知識のインプットのみならず︑意見をア

士で議論を行う︒

さないと独りになる︑という孤独感をつね

していたと思います︒自分から行動を起こ

かったので︑友だちづくりには体力を消耗

﹁もちろん来豪時に友人はほとんどいな

のです﹂

素敵だなぁと思った
を深める環境は刺激的であるとともに︑慣

ています︒表面的に学ぶのではなく︑考え

ない性格で友人と交流することは大好きな

に感じていました︒もともと人見知りはし

次の冬 ︑２０１３年
るという課題です︒自分がどれだけチーム

意見を出し合って長いエッセイを書き上げ

﹁学生４〜５人でチームを組み︑全員で

どのように乗り越えたのだろうか︒

り返る︒では︑それらの壁を︑麻柄さんは

な疲労から頭痛を起こすこともあったと振

まった麻柄さんの留学生活︒当初は精神的

さまざまな困難に直面することから始

心持ちの変化だったのだろうか︒

ずつ留学生活に慣れてきたという︒どんな

そして︑２〜３か月ほど経つ頃には少し

トレーションを感じていました﹂

２月にメルボルンへ
に貢献できるか︑ほかのメンバーとうまく

ントが課される︒

自分らしさをうまく出せないことにフラス

のですが︑英語の環境になると勝手が違う︒

意志が固まった麻
柄さんは如水会の留

飛んだ︒

コミュニケーションが取れるかということ

多くの友人の支えがあったからだ︑という

現地に入ってまず驚かされたのが︑街を

分のなかでいくつかポリシーをつくりまし

上がれなくなる気がしました︒ですから自

ペダルを漕ぐことをやめてしまったら立ち

上っているような感覚でした︒辛いけれど︑

﹁初めの１か月は︑自転車で急な坂道を

えようとすること︑そして何よりいっとき

なく︑自分の考えを持ち︑それを相手に伝

大切なことは完璧な英語を話すことでは

境のなかで︑コミュニケーションにおいて

セントを持った英語を話します︒そんな環

ことが当たり前で︑それぞれが異なるアク

す︒異なるバックグラウンドを持っている

人々の気質にはとても助けられたと思いま

大らかでフレンドリーなオーストラリアの

とが何よりの支えでした︒多様性に寛容で︑

てきたのです︒心温かい友人に恵まれたこ

﹁しだいに︑走り続けることが楽しくなっ

ことを自分に言い聞かせていました﹂

行き交う人々の民族・国籍の多様さだった

に加え︑もう一つの大きな課題は﹃自分の

新しい生活環境と学習環境に慣れること

に不安を抱いていました﹂

南北アメリカ︑アフリカ⁝⁝ ほとんどすべ

居場所を見つけること﹄だったという︒

﹁ 驚 き ま し た ⁝⁝︒ア ジ ア︑ヨーロッパ︑
ての大陸から人々が集まってきています︒

た︒まず︑自分から人に働きかけること︒

肌の色や髪の色が違えば︑文化も慣習も違
国かを思い知らされました﹂

います︒単一文化である日本がいかに独特な

新しく人と知り合ったら連絡先を教えても

いっときを﹃楽しむ﹄ことなんだと気づい

ボルン大学では交換留学生も正規の学生と

グと経営の科目を中心に学んでいる︒メル

ン大学の商学部に籍を置き︑マーケティン

が本格的に開始する︒麻柄さんはメルボル

そんなカルチャー・ショックのなか︑授業

らい︑後日自分から連絡を取ってコーヒー

同じ授業を受ける︒

中国人フラットメイトと自宅にて（5月）

両親をはじめ︑一橋大学や如水会の方々︑

ないこと︒自分が今メルボルンにいるのは︑

た︒そして三つ目は︑感謝の気持ちを忘れ

信じてきたので︑継続させようと思いまし

が幸せを呼ぶ︑ということを幼少の頃から

つ目のポリシーは︑笑顔でいること︒笑顔

くることができることに気づきました︒二

ていく︒自分らしさに自信を持つことで︑

て英語を使っているうちに語学力も向上し

流も自然に楽しめるようになった︒そうし

らしさを出せるようになると︑友人との交

話すことに対する恐怖心から解放され自分

な環境にしだいに適応していった︒英語を

メルボルン大学︒麻柄さんはそんな多文化

海外からの学生が４分の１以上を占める

たのです﹂

﹁初めはすべてに怯えていました︒英語
を使うことに対して恐怖心を持っていたこ
とに加え︑無意識のうちに自分自身に何ら
かの劣等感を感じていたんだと思います﹂
授業のスタイルが日本と異なる点にも苦
労したという︒メルボルン大学では︑チュー
トリアルと呼ばれるディスカッションを行う
ことに基づき特定のトピックについて学生同

クラスがどの教科にもあり︑講義で学んだ

で︑素敵な友情を築くチャンスを自分でつ

やランチに誘う︒そんな一つか二つの行動

支えてくれたのは人の温かさ︒
プレッシャーから解放され︑
歯車が回り出す

という︒

学制度に応募︒３年

また︑多くの教科でグループアサインメ

れるまでは大きな困難でした﹂

留学生向け「メルボルン大学・ウェルカムプログラム」グループ写真（2月）
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のサイクルがそこにはあった︒

新たなことに挑戦する力も湧いてくる︒正

しまって︑
﹃ボランティア随時募集中﹄の掲

んが集まってきます︒このカフェのコンセプ

ストランで︑近隣からも遠方からもお客さ

い街に住み始め︑自分の考えに基づいて行

を学んできたと感じています︒何も知らな

﹁自分の世界を広げていくことの面白さ

こう答える︒

事をしたいと語る︒そんな麻柄さんにとっ

留学を経験した今は︑海外とかかわる仕

います﹂

たく違う人生を歩むことになっていたと思

て︑
﹁グローバル﹂とはどういう意味を持つ

トと︑その温かく和やかな雰囲気に惚れて

動し︑自分の生活や自分の居場所を築き上

現地のカルチャーに慣れる一つのよい機会に

ア活動︒人との交流を楽しみながら英語や

うようになった郊外のカフェでのボランティ

４月から週に１回︑授業の合間をぬって通

そ︑自分を成長させるよい経験

いく︒簡単ではなかったからこ

の人と出会い素敵な経験を得て

げていく︒そのなかでたくさん

感じました︒この広い地

とても 自 然なことだと

﹁グローバルとは⁝⁝

ものだろうか︒

示を見つけたので︑すぐに応募しました﹂

麻柄さんは大学に通う一方で︑課外活動

郊外の非営利カフェでの
ボランティア経験を通して
さらに積極性が芽生えていく

にも精力的に取り組んできた︒その一つが非
ティア活 動は今︵２０１

て合唱を楽しんだり︑カフェの

ならず︑音楽サークルに参加し

も さ せ て も ら い ま し た︒ 振 り

ンにある日本企業でインターン

億以上の人が
になったと思います︒学業のみ

３年９月現在︶も続けて

行うカフェやレストラン

とは冬休みを利用してメルボル

ボランティアに携わったり︑あ

がメルボルン市内にいく

返ってみるとどの活動も刺激に

﹁ほかにも社会貢献を

いるそうだ︒

つかあることがわかった

満ち溢れていて︑学ぶことが多
く︑貴重な経験でした﹂

ので︑現在︑それらのお
店を訪ね歩いてオーナー

暮らしていて︑そこに異

なる 言 葉や 文 化︑価 値

観があるのはとても 自

然なことです︒そのなか

ことが大切だと感じま

で私は︑自分の色を持つ

した︒それは生まれ育っ

た 国の文 化 や 慣 習 で

あったり︑情熱を持って取り組んでいる趣
自主研究を行っていま

焚き火を囲みながら︑人生について︑世界

﹁たとえば友人と山でキャンプをした夜︑

に大きな影響を与えたという︒

の文化・価値観を持つ人たちと︑多様性を

そして自分の色に誇りを持ちながら︑ほか

ら︑自分の色を見つけたいと思っています︒

あったり︒私を取り巻くさまざまなものか

味であったり︑物事の考え方や価値基準で
す︒ お 店 を 始 め た 理 由︑

について︑未来について︑満天の星を眺めな

尊重し合える関係を築けるような人になり

たくさんの友人との出会いも︑麻柄さん

どのように社会貢献して

たいなと思います﹂

年 配の方 まで︑さま ざ

ボランティア︒学生から

のです︒スタッフは全員

いきたいか⁝⁝︒ビジネ

出です︒そして︑そのように多様な人たち

がら語り合ったことはかけがえのない思い

２年次まで︑海外とはまったく縁のない生

スについて学んできたので︑とても興味深

活を送っていた麻柄さん︒留学当初は自分

いです︒将来は私もカフェを始めようかな

と接するなかで︑自分の視野が広がってき

に自信がなく︑英語にコンプレックスを持っ

まな国籍の人々が楽しそうに働いています︒

化で︑人々の価値観も似通っていて︑それ

たくさんの人に会ってみたい︑世界のさま

の可能性に出合える︒留学の魅力を︑麻柄

歩︑また一歩と踏み出すことで︑新たな自分

と︑そこには新しい世界が広がっていた︒一

自分らしさを素直に表現できるようになる
ざまな場所に行ってみたいと考えるように

ていた︒しかし少しずつ困 難 を 乗 り 越 え︑

な り ま した︒も し も 留 学 を 経 験 していな

違う文化や価値観があるとわかり︑もっと
戻る予定の麻柄さん︒帰国まで数か月を残

が普通だと思っていました︒でも︑こんなに

たと思います︒日本にいたときは︑単一の文

そして料理もコーヒーもとても美味しいので
社会的︑経済的な境遇に関係なく︑誰も
が美味しい食事とコーヒーを楽しめるよう
に︑という理念の下に設立されたというこ

した時点では気の早い質問だが︑留学を通

さんは改めて実感している︒
︵談︶

のカフェは︑一種のソーシャルビジネス︵社
﹁ソーシャルビジネスの存在は以前から耳

かったら⁝⁝︒ 想像はできませんが︑まっ

２０１３年 月にメルボルンから日本に

にしていましたが︑まさかメルボルンで発

して得たことは？との問いに︑麻柄さんは

会貢献事業︶であるという︒

自分に誇りを持ち︑
自分の﹁色﹂を表現する大切さ

と思ったりします︵笑︶
﹂

さんに取材をするという

球 上に

なったと語る︒このボラン

営利のカフェレストラン
での︑スタッフとしての
ボランティア活動だ︒
﹁初めて友人に連れら
れてこのカフェを訪れた
え て い ま す︒ 何 と メ

ときの感 動は今でも 覚
ニューに値段がなく︑お
客さんが好きな金額を
ドネーション︵寄付︶と
して支 払 うという 仕 組

70

驚きました﹂

みの下に成り立っている

合唱サークルの発表会（5月）

見できるなんて︒一見︑ごく普通のカフェレ
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ボランティア先の非営利カフェにて（ 7月。誕生日を祝ってもらいました）

12

第 回は︑国際交流基金ジャカルタ日本文化センターで
アシスタント デ
･ィレクターを務める後藤愛さんです︒
聞き手は︑商学研究科准教授の山下裕子です︒

39

彼女たちがいかにキャリアを構築し︑どのような人生ビジョンを抱いているのか？

一橋大学には︑ユニークでエネルギッシュな女性が豊富と評判です︒

第39回

２０１３年 月 日︑本館４０１教室で行われた山下

愛は未来を拓く

一橋の
女性たち
18

があったという︒以下︑授業

をきっかけに現地での出会い

ルタを訪問︒フェイスブック

クトの一員として毎年ジャカ

をテーマとした国際プロジェ

下准教授は︑地球環境と都市

もらうための試みである︒山

との意味と示唆を感じとって

働くこと・生き方を選択するこ

いただき︑学生たちに海外で

んに﹁仕事と生活﹂を語って

ネシア大学大学院で﹁現代日本社会論﹂を教える後藤さ

的交流班長︑図書館長等の通常業務のほか︑国立インド

とジャカルタに単身赴任︑総務・経理班長︑日本研究・知

後藤愛さん︵２００３年法学部卒︶である︒３歳の長男

日本文化センターでアシスタント・ディレクターを務める

スペシャルゲストが招かれた︒国際交流基金ジャカルタ

裕子商学研究科准教授の﹁流通システム論﹂の授業に︑

10

Yuko Yamashita

2008年６月帰国、国際交流基金日本研究・知的交流部欧州・中東・アフリカチーム配

画
企
載
連

国際交流基金
ジャカルタ日本文化センター
アシスタント･ディレクター

後藤 愛氏

Ai Goto

商学研究科准教授

山下裕子

後藤 愛（ごとう・あい）

1999年一橋大学法学部入学。2001年９月〜 2002年５月アメリカ・ペンシルバニア大

流基金入職、日米センター事業第一課（後に知的交流課に名称変更）配属。2007年

学交換留学。2003年一橋大学法学部卒業（大芝ゼミ）
。同年4月独立行政法人国際交

７月〜 2008年６月アメリカ・ハーバード大学教育大学院留学教育学修士（Ed.M）
。

属。2012年よりインドネシア・ジャカルタに赴任。現在に至る。
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談を再構成した︒

の内容を交えながら︑２人の対
どない如水会の留学制度を意識して勉強しました︒

りました︒１年生のときから︑自己資金の負担がほとん

ね︒どういうきっかけだったのですか？

山下 そうした状況のなかで海外赴任されたわけですよ

る講義︑次いで後藤さんがスラ

グ・インテリジェンス﹂に関す

よ る﹁ ア ジ ア の マ ー ケ テ ィ ン

頑張れば３年間で必要単位を取れるのでは

えていました︒私法コースを選んだのは︑

後藤

なぜですか？

ね︒ゼミは国際関係論ですが︑私法コースだったのは︑

山下

グ・マザーにとっては海外のほうがラクかもしれないと閃

をしたいという気持ちに加えて︑ひょっとしてワーキン

らないまま︑即答しました︒海外でやりがいのある仕事

はないか？﹂と尋ねられたので﹁行きます︑行きます﹂と︒

がらでも︑海外へ行きたいと言っていた気持ちに変わり

後藤

就職活動も海外を視野に入れていた

インドネシアの子育て事情も治安状況もほとんど何も知

いたのです︵笑︶
︒職場でも子連れの新興国赴任は初めて

海外のほうがラクという発想は︑ただ者ではない

審査・採用業務に携わり︑全世界から寄せられる応募書類

系の法人に就職し︑奨学金や研究助成金の

そうなところを選びました︒最終的に政府

れも赴任が内定してから気づいたことだったのですが⁝⁝

ターです︒実は︑ジャカルタには保育園がないのです︒こ

後藤 午前は幼稚園︑午後から夕刻にかけてはベビーシッ

︵笑︶
︒働いている間︑息子さんは誰が見ているのですか？

高校生︒後藤さんは最近︑イス

派遣してくれるベビーシッター派遣会社があるわけではな

人の上司がいる外資系など︑チャンスがあり

ジャカルタへ転勤していた元上司に﹁子育てしな

イドを交えながら現在の仕事を
ないかと思ったからです︒

そしてペンシルバニア大学に留学されたわけです

紹介した︒ジャカルタ日本文化

授業の冒頭は︑山下准教授に

センターのミッションは︑
﹁日本のファン﹂を増やすこと︒
山下

山下

のケースで︑最初は驚いたようです︒

留学しても４年間で卒業しようと考

日本研究・日本語教育・文化芸術交流の三つを核に︑日本

後藤 はい︒ 社ほど受けたのですが︑外国

のですか？

いる︒世界最大のイスラム国イ

文化の発信を行うための各種プログラムを企画・運営して
ンドネシアでは約 万人が日本

ラム系寄宿学校で１５００人の

に目を通していました︒ 歳のときにフルブライト奨学金

く︑すべて人づての紹介というアナログな方法で︑自分で

給料を決め︑面接し︑適任かどうか見定めなければなり

ません︒子どもと留守を任せるわけですから︑誰でもい

び契約するのですが︑離職も多く︑半年くらいでやめて

いというわけにはいきません︒４︑５人に会って１人を選

多少お願いできますので︑生活面では

月曜から金曜まで住み込みで︑家事も

し ま うので︑現 在 早 く も３ 人 目です︒
後藤 ワーキング・マザーは大変だよと聞いていましたが︑

安 定しましたね︒ベビーシッターがま

夫が３週間︑次は実家の母が２週間と

いうように︑家族がサポートしてくれ

だ見つかっていない赴任直後の時期は︑
どあり ません︒仕 事の面でも︑気

ました︒当初は子連れ単身赴任だった

もの世 話などつねに走り 続けてい

づかって配慮していただけたのです
山下

のですが︑現在は夫がジャカルタにいてくれています︒
す︒出産 前に比べて半人 前の仕 事

後藤

ているのでしたね︒

そうです︒一橋大学を中退してシカゴ大学を卒業

しかしていないと感じていました︒

ご主人はインターネットを使ったビジネスをされ

な仕事は巡ってこないと思ったので

が︑裏を返せば大変な仕 事や重要

る状 態︒自分の休み時間はほとん

時間短縮してくれたのですが︑保育園の送り迎え︑子ど

やってみたら本当に大変でした︒職場では勤務時間を１

海外のほうが︑子育てはラク？
子連れでジャカルタへ

帰︒その後︑２０１０年に長男を出産しました︒

︵笑︶
︒ベビーシッターについては︑日本のように安心して

中高生に講演を行ったという︒

育学を学びました︒２度目の留学後︑また元の職場に復

に合格して渡米し︑ハーバード大学教育大学院で国際教

を含む事務所全体の管理・運営
や人事システムの構築︑予算の
執行管理等に責任者としてかか
わっている後藤さん︒対談は︑そのエネルギッシュな活
動の原点をひもとくことから始まった︒

海外で働きたいという思いは︑高校生のときから

海外留学制度を求め︑
一橋の門をたたく
後藤

ありました︒もちろん当時は︑何をしたいというところ
まで考えていたわけではありません︒まずアメリカに行
こうと︑大学の留学制度を調べ︑プログラムが一番充実
している一橋大学を選択︒１年生の夏学期に︑大芝亮先
生︵現副学長︶の﹁国際関係論﹂の授業ガイダンスに参加
して︑
﹁自分が勉強したいのはこれだ！﹂と衝撃を受けま
した︒本来︑主に３年生以上を対象とする授業でしたが︑

27

95

20

人のインドネシア人スタッフ

語を学んでいるが︑その ％は

90

先生に相談して受講させてもらい︑そのまま大芝ゼミに入

43

30

した人で︑基本は自由人︵笑︶
︒夫も︑仕事や夢を続ける
学部レベルではとても少ない

くありません︒でも︑一橋大学は 世紀から海外で活躍

が盛んですし︑現地にオフィスを設けている大学も少な

一橋の女性たち

のが実情ですね︒

Administrative/political、Geographical、Economic）

妻がいい︑というスタンスで応援してくれているのが︑

る。その主要な論者ゲマワットは、CAGE（Cultural、

に取ることと︑両立させるための環境づくりを自分でマ

るためには︑両立させるためのセットアップ時間を長め

ありがたいです︒私は︑海外で子育てと仕事を両立させ

呼び寄せてインドネシアとの

英語圏で学び︑将来は家族を

アへ留学する人が多いですね︒

シンガポールやオーストラリ

後藤

後藤

ますね︒

学生たちも︑ぜひこの資産を有効活用してほしいと思い

が大勢いるという資産と価値は︑非常に大きいのです︒

可能ではないか。かくして、グローバル人材を外に送り

出せない日本。

は、国境の壁は思いのほか高いとする考え方が主流であ

グローバル化という言葉が普及してから30年、今で

ジャカルタにも如水会の支部があり︑約 人のＯ

する人材を育てている大学です︒海外で活躍している人

ネジメントすることが大事だと思います︒私の場合︑初

ビジネスがしたいと考えてい

山下

るようです︒私の部下の１人

インドネシアの学生は

もう一つ︑パートナー選びも重要なポイントです

ね︒男性でも女性でも付き合う相手が変わると生き方が

は 高 校 時 代 に 日 本 に 留 学 し︑
日本語の日常会話ができます︒英語はビジネスレベルで

変わる︒人生のマップが変わるわけですから︑このこと
をアタマの隅に置いておいて仕事や配偶者を選ぶと︑人

けでも大変な日本だ。グローバルが絡むと、ほとんど不

休みなどを利用し

があ り ま す が︑夏

まざまな留学制度

す︒一橋大学にはさ

てからの卒 業 生で

Ｂ・ＯＧが活躍しています︒そのうち約 人は平成になっ

70

の背中を押してあげられる男性がもっと増えることを祈

す︒そういう能力のある人でも新卒の手取りは日本円に

ケージの最たるものかもしれない。

生のハッピー指数が少し高まると思いますね︒

と、国内に縛り付ける家庭の磁力。仕事と家庭の両立だ

ん海 外へ出て 行 く

精神的なケージに取り込まれがちだから。未来の愛さん

して月収３万円ぐらいです︒彼らは非常にハングリーで︑

家庭を持つと一挙に事情が反転する。海外に開ける能力

40

L.O.V.E.の原則、学んでほしいのは男子学生たち。女

自分がどんなライフスタイルをつくっていきたい

ション能力も高い。海外でのキャリア向きだ。しかし、

後藤

グローバル化と女性のパラドクスをかねてから感じて

て 自 分からどんど

性が物理的なケージに苦労するのに対して、男性たちは

目の前にあるチャンスにとにかく飛びついて全力で働き︑

モデルを使い、国の壁の存在を実証している。家庭こそ

期の準備に約１か月︑安定稼働まで約半年かかりました︒

19

Ｅ Earthy 地に足を着けること

次を目指します︒社会保障に全く頼れない新興国ですか

Ｖ Velocity スピードが大事

のかを考えることは︑とても重要だと思います︒同時に︑

Ｏ Open-minded 思い込みは捨てる

これはいいなとか︑こういうのは嫌だなと︑素朴な感覚

いた。女性は異文化への好奇心が強いし、コミュニケー

の もいいと 思いま

愛さんから学んだ、L.O.V.E.の原則。

ら︑自らの力で稼ごう！という意欲の強烈な人たちなの

なんと生き生きとチャーミングな女だったろう！

す︒現地に行くと︑

Ｌ Leverage 人の手を借りる

も大事だと思うのです︒１００％完璧な相手なんている

愛さんとは、今年の夏、ジャカルタで初めてお目にか

必ず 何かが見 えて

を抱えてインドネシア語までマスターしちゃったとは！

です︒日本の学生もアグレッシブさに一度でも触れたら︑

もしれない。それにしてもそのために、小さな赤ちゃん

負けていられない！と危機感を持つと思いますよ︒

がいる国に家庭と仕事の場を据えるのは直球な未来像か

わけはありませんから︑お互いが成長していかなくては

かった。息子さんを連れて約束の場に現れた愛さんは、

くるからです︒

人口が激減する日本。子育ての手と消費の担い手の双方

なりません︒お互いが理想とする生活の形を一緒につ

「CAGEからL.O.V. E.へ」

大学でも自然科学系や土木など技術分野では交流

しかし、
「子育てしながら働くなら、海外に行くしかな

山下

いと思った」と愛さんはさらりと言うではないか。若年

くっていくことだと思います︒子育てと並んで大事だと

対 談 を 終 え て

思っているのが︑
﹁夫育て︑妻育て﹂です︵笑︶
︒
現在の私が担っている仕事上の責任は︑感覚的に言え
ば︑日本で働いていたときより 倍重いと思います︒で
も︑キャリアアップできたし︑海外で働くという目標も
達成できました︒何より仕事も子育ても楽しんでいます︒
仕事も生活も能動的にマネジメントできる環境にいます
から︑あのとき︑海外赴任を選んで本当によかったと思っ
ています︒

最後に︑国際交流から見た一橋大学について伺い

新興国の学生たちは︑
自分のキャリアにアグレッシブ
山下

た い と 思 い ま す︒イ ン ド ネ シ ア で は 日 本 の ポ ッ プ カ ル
チャーが大人気ですし︑研究者同士の交流はありますが︑

（山下裕子）

りつつ。

10

44

﹁世界一おいしいジャガイモ﹂づくりのため
人間関係づくりを追求する

氏

45

伊村農園 代表

伊村達児
第 3 回

鹿児島から南へ約５４０㎞︑

徳之島

沖永良部島

そして︑夢はレストランの経営︒

顧客から感謝状が届くほどのおいしさだという︒

桐箱に詰めホームページで販売するジャガイモは︑

家業を継ぐ形で就農しジャガイモの生産を始めた︒

琉球大学大学院に入学し農業経済を学ぶとともに︑

広告代理店最大手の電通を退職後︑

同地で生まれ育った伊村達児は︑

沖縄本島の北約 ㎞に位置する沖永良部島︒

奄美大島

そんな伊村の︑転身への思いとは ││︒︵文中敬称略︶

米ぬかや海水を撒くなど
土壌づくりを工夫

沖永良部島は︑行政としては鹿児島県に属するもの

の︑気候・風土は沖縄圏に属する位置にある︒全島が

海底から隆起したサンゴ礁でできており︑山の中腹で

あっても海水のミネラル分をふんだんに蓄えた土壌が

広がっている︒そんな土壌を活かして︑テッポウユリ

やフリージアなどの球根︑花卉︑サトウキビ︑ジャガ

イモの栽培が盛んに行われている︒沖永良部のジャガ

イモはミネラル分をたっぷり含んだおいしさが特長

で︑一部は﹁春のささやき﹂というブランドネームで

売り出されている︒

伊村は︑就農当初からできるだけ農薬を使わない栽

培に挑戦している︒
﹁安全・安心を求める消費者が大半﹂

との確信があるからだ︒それに加え︑さらに味をよく

するための試行錯誤も重ねている︒３期目の作付けと

なる２０１２年秋︑種芋を栽培する前の畑に海水を撒

いてさらにミネラル分を加える土壌づくりを行った︒

﹁ユリには消毒のためによく海水をかけるのですが︑

沖永良部では海水を使ってまで味にこだわるジャガイ

モ生産者は︑ほかにいないのではない

かと思います︒昨年は土のなかの微生

物を増やすために米ぬかを撒いてみま

した︒来年はさらにミネラル分の濃い

ニガリを撒いてみようと考えていま

す︒とにかく今は︑世界一うまいジャ

℃

ガイモをつくってやろうと思って取り

〜

22

組んでいるところです﹂

ジャガイモ栽培の適温は

15

で︑沖永良部では毎年 月に種芋を植

11

60

沖縄

ミネラルがたっぷり含まれている沖永良部の土地。伊村はここに大きな

可能性を感じ、今は日々土と向き合い、大学院で学ぶ生活を送っている。

メークイン、ホッカイコガネ、ニシユタカ、

デジマ、ゴールドなどの品種を生産している。

46

春︑そうやって丹精込めて育

牧草地を所有︶
︒伊村は毎年

が手がける畜産業用に４ の

を収穫する︵それ以外に父親

村農園は２ のジャガイモ畑

え︑２〜４月に収穫する︒伊

クでした︵笑︶
﹂

よく調べなかった私がいけないのですが︑少しショッ

みたら︑都留先生は十何年も前に退官されていました︒

単純に思ったのです︒しかし︑合格して大学で聞いて

で︑それなら都留先生のいる一橋大学を受けよう︑と

ルには一橋大学の先生であると書かれていましたの

たら︑
﹃都留重人﹄と書いてありました︒プロフィー

ラエティ豊富だったと思います︒先輩後輩入り乱れて

学生もいれば︑自分みたいなバンカラな学生もいて︑バ

﹁４人部屋には︑外交官を目指して勉強に励んでいた

寮では︑夜中に応援歌を歌うなどの〝武勇伝 〟も︒

また︑大学１︑２年時に暮らした小平キャンパスの一橋

の演舞は︑今でも伊村の脳裏に鮮烈に焼き付いている︒

伝統の端艇部︵ボート部︶の商東戦や三商戦などで

を所有し︑順調ならば年 ｔ

２７００円︿送料別・税込﹀等を販売︶
︒

３０００円︵送料・税込︶だ︵その他︑家庭用に ㎏

ジで販売している︒価格は︑

㎏ を桐箱に詰め︑ホームペー

てた新ジャガ︵メークイン︶３

の先輩から声をかけられた︒

た﹂と言うが︑たまたま体育会應援部の奄美大島出身

ガッチリした体格の伊村は﹁アメフトや空手に惹かれ

にあう︒中学時代は相撲の選手として活躍するなど

入学後︑ほかの新入生と同様に伊村は部活動の勧誘

のルールやマナーを踏み外すような失敗をせずにやっ

ともできたと思います︒おかげで︑社会に出ても組織

部では組織においてどのように行動すべきかを学ぶこ

した︒小さな社会経験とでもいうのでしょうか︑應援

ケンカもしたりと︑今思えばとても充実した４年間で

いろいろな議論をしたり︑励まし合ったり︑ときには

そんな動機であっても︑應援部の水に合ったせいか

﹁いろいろと優しく歓待してくれたのです︒それで

さんとも電通時代から交流があるのですが︑ジャガイ

伊村は部活動にのめりこみ︑４年次で主将を務めるな

人間関係の大切さを学んだ
電通での 年間

﹁電通時代にお世話になったクライアントの方や会

モを２００㎏ も買ってくれました︒ご自身のオフィ

ど中心的な存在となる︒

てくることができました﹂

シャルサイトでも紹介してくれましたよ︵笑︶
︒なかに

﹁おかげで︑学業のほうは決して褒められた成績では

つい入部してしまいました︵笑︶
﹂

は︑
﹃今年は申し込まなかった︒ごめん⁝⁝﹄とわざわ

伊村は︑１９９３年に卒業し︑電通に就職する︒同

社でリクルーターを務めていた應援部の先輩の招きで

﹁政治経済と倫理で受験しようと参考書を買って読

学部に合格︒伊村はその経緯を次のように振り返る︒

志望校を一橋大学に変更し︑２年の浪人期間を経て社会

校に進み︑神戸大学への入学を志望していた︒浪人中に︑

沖永良部で生まれ育った伊村は︑宮崎県の都城東高

テレビ局のエグゼクティブプロデューサーとして 人

と伊村は述懐する︒その後︑退職するまでの２年間は︑

ジタル化された時期で︑面白い仕事がたくさんあった﹂

まさに花形のポジションに就いた形だ︒
﹁テレビがデ

松下電器産業は当時の電通のトップクライアントで︑

器産業︵現・パナソニック︶のテレビＣＭを担当する︒

できた︑という感じです﹂

ありませんでした︵笑︶
︒しかし何とか留年せず卒業

なと思いますね﹂と伊村は目を細める︒

入社試験を受け︑合格した︒関西支社の営業部門に配

属され︑以降 年間︑クライアントである関西電力を

担当する︒その後︑テレビ局︵テレビＣＭの放映枠買

んでみたら︑
﹃こんなに面白い見方もあるのか！﹄と

ほどのメンバーのまとめ役を務める︒

い付けを担当する部署︶に異動し︑４年間ほど松下電

感動してしまったのです︒参考書で感動するなんて初

﹁電通に入社したからには︑一度は東京本社で仕事を

都留重人・元学長に惹かれ
一橋大学を志望

17

10

ざメールをくれる人もいます︒つくづく︑ありがたい

社の仲間がよく買ってくれます︒また俳優の高橋英樹

10

めてでしたので︑著者は誰なのだろうと思って見てみ

47

ha

30

ha

40

したいと思っていましたが︑それはかないませ
んでした︒しかし︑関西支社でも非常に充実した
年間の仕事生活を送ることができました﹂と

ですが 歳を越え︑長男の自分はそろそろ実家に戻ら

もう一つ︑最も大きな理由がある︒
﹁自分の手で何

なければ︑と思ったことです﹂

80

﹁関西電力さんやパナソニックさんの仕事は大きなス
ケールで︑自分１人でできるものではありません︒い
ろいろな人に助けてもらえたから︑成し遂げられたの
です︒関西支社は︑皆で協力し合おうという風土が醸
成されるのに最適な規模だったのかもしれませんね﹂
スポンサーは︑当然のように自社の宣伝をしたいと
考えており︑広告代理店を通じて番組のＣＭ枠を買い︑
自社の宣伝を第一に意識したＣＭを制作してもらおう
とする︒一方︑制作者側は︑あくまでも視聴者の心に
届かなければＣＭの意味はないと考え︑見る側のこと
を強く意識したＣＭを制作しようとする︒
﹁極論すると︑代理店の仕事は双方が１００％満足
する仕事はほとんどありません︒私の役目は︑両者の
間に立って︑双方に妥協してもらいつつ満足度を ％︑
％と最大化して︑落としどころを追求することでし

70

た︒そんな正解のない仕事を通じて︑人間関係の大切
さを深く学ばせてもらいましたね﹂
そうして熟した人間関係は︑簡単に風化したりはし
ない︒前述のように︑伊村と仕事でかかわった多くの
人が︑今では伊村農園のジャガイモのファンとなり
毎年購入し続けてくれる︒また︑かつて共に番組制作
をしたテレビ局のプロデューサーが︑あるテレビ番
組の制作で沖永良部島でロケを行い︑
﹁沖永良部島と
いえば伊村さんだから︑制作中は伊村さんのことが
頭に浮かんでいました﹂と︑そのＤＶＤをわざわざ

家屋を除いて仮復旧させる︒

であった関西電力は︑約１週間後の１月 日には倒壊

０万戸が停電した︒しかし︑自分の担当クライアント

最重要なライフラインの一つである電気は︑約２６

と思うほどの変わりようでした﹂

﹁もしかすると︑戦争とはこういう状態になるのか

未曾有の大震災による惨状を目の当たりにする︒

17

仕事にめぐり合うことができました﹂
︒そう語る伊村

なくては︵笑︶
︒こうして振り返ると︑電通ではいい

﹁嬉しかったですね︒最高のジャガイモでお返しをし

送ってくれた︒

いが︑自分もモノをつくる仕事がしてみたい︒
﹁伊村﹂

てプロジェクトを進めるという仕事の反動かもしれな

タッフの意見や考えを調整し︑多くの人と力を合わせ

う実感を得ることはなかった︒クライアントと自社ス

それを特定の人に届け︑その人の役に立っているとい

の看板で勝負してみたい︒

﹁そう考えたとき︑ふと︑自分の父親は沖永良部で

農業をやっているではないかと︑気づいたのです︒幸

会社にいれば就くであろう上席の仕事が︑あまり魅力

﹁理由はいろいろとありました︒一つは︑そのまま

を張って仕事をする代償でもありました︒本当の幸せ

たが︑毎晩のようにクライアントなどと酒を飲み︑体

した︒電通では少なくはない給料をもらってはいまし

い︑広い農地はある︒ああ︑農業もいいな︑と思いま

的に思えなかったこと︒もう一つは︑両親はまだ元気

大震災で芽生えた思い

﹁自分の手でモノづくりをしたい﹂

だが︑ではなぜ電通を辞めて農業の道に入ったのか︒

〝 自分の手 〟で何かモノをつくり︑
の自負はあったが︑

もちろん︑広告代理店の仕事も人の役に立っていると

人の役に立っている︒それに対して︑自分はどうか︒

その後担当したパナソニックも︑家電製品をつくり

に立っている電力会社をすごいと思いました﹂

ませんでした︒そして︑そんな電気をつくって人の役

﹁このときほど︑電気の大切さを感じたことはあり

23

は︑そういうわけにはいかなかっただろう︒

かモノをつくりたい﹂と希求するようになったことだ︒

もしきれない。

伊村は言う︒関西支社には１０００人ほどの社

無事に収穫できたのは、地域の多く

その話は︑１９９５年１月 日に発生した阪神・淡路

の人の助けがあったから。感謝して

員がいて︑
﹁何となく全員の顔が見渡せる規模﹂

農作業に向かう姿勢に、頭が下がる。

大震災にさかのぼる︒当時関西で暮らしていた伊村は︑
収穫を手伝いにきてくれた、95歳のハルばぁ。

であった︒その何倍もの社員が集う東京本社で

17

80

48

とは何か︒それはカネでは得られないかもしれないと
も思ったのです︒私は一度結婚しましたが︑現に独身
に戻っていましたから︵笑︶
︒独身だから︑就農など
という冒険が気楽にできたのかもしれません﹂
伊村は笑いながら︑屈託なくそう言う︒

ネットワークづくりも
大学院進学の大きな理由
就農を決心するとともに︑伊村は農業経済を学ぶた
めに大学院への入学も決めた︒農業で生計を立てるう
えで︑販路をいかにつくるかに大きな関心があったか
らだ︒また︑沖永良部という地方にいるだけでは得ら
れる情報には限りがあり︑人的ネットワークを構築す
るのも難しい︒そのことも︑大学院入学を決めた大き

49

な理由となった︒

児島を行き来する。

両親と暮らすことになる沖永良部から通うのに︑最

沖永良部島から沖縄にはフェリーで通う。博士課程に入っ

も近い大学ということで︑自ずと琉球大学に絞られた︒

た現在は、
「農業 2対学業1」の割合で沖永良部と沖縄、鹿

そして２０１０年７月︑電通を退社し帰郷︑受験の準

琉球大学の先生と有志の学生が、沖縄から沖永良部島ま

備を進め︑２０１１年４月に琉球大学大学院農学研究

で、収穫を手伝いにきてくれた。

科修士課程に入る︒伊村︑ 歳の再出発だ︒琉球大学

﹁ 年ぶりに学生に戻りましたので︑学生生活を楽

は沖永良部に帰るという生活が始まる︒

のある那覇には月曜から水曜か木曜まで滞在し︑週末

42

沖永良部には〝 ジャガイモ御殿 〟もあるほど︑やり

方によっては収益を上げている農家もある︒生活に困

るために必要となるであろう繋がりを︑できるだけ多
くつくっておきたいのです﹂

の金儲けが目的ではないが︑自分の事業の価値は収益

らないだけの収入が得られればそれでよく︑それ以上

価格の不安定さなど

力で測られる︒今はまだ栽培や農作業だけで時間的に

沖永良部も周りは海で︑行き来するのに乗る片道約５

あったことから︑伊村は鹿児島大学大学院農学研究科

２ 年間の修士課程がそのように意義のあるもので

ホームページ経由の売り上げは５％程度で︑残りは農

﹁ホームページの運営が十分にできておらず︑今は

農業の難しさにも直面

時間のフェリーも海の上です︵笑︶
︒１か月で飽きて

博士課程に進学し︑さらに研究活動を継続することに

協ルートに頼るしかありません︒しかし︑農協経由で

も精神的にも余裕はないが︑少しずつ伊村なりの﹁農

しまいましたので︑学生寮に入りました︒すると︑隣

した︒といっても︑学業に割く時間は軽減されるので︑

た意義は大いに得ることができているという︒農業経

構大変な思いをした﹂と打ち明ける︒しかし︑入学し

肝心の学業のほうは︑
﹁学部時代のつけもあり︑結

緒に扱われてしまいます︒ですから︑何とかホーム

ガイモは︑鹿児島県の経済連でほかの産地のものと一

なければならないのです︒しかも︑沖永良部産のジャ

ることはできず︑ほかと同様の仕切り価格で売り渡さ

業ビジネス﹂を確立させていく構えだ︒

の部屋には 歳の学生がいたりするわけです︒いろい

は丹精込めた自分独自のジャガイモをブランド化させ

済を研究するために︑農家や農協︑Ｊ Ａ鹿児島県経済

ページでの直販を ％まで高めていくことが︑当面の

課題です﹂と伊村は力を込める︒

﹁人間力﹂さえあれば
どこででも

コミュニケーションは取れる

そんな伊村に︑一橋大学で学ぶ学生へのメッセージ

ガイモ料理を出したいと考えています︒ミシュランの

ていることも確かだ︒２期目は︑農薬を使わなかった

しかし︑農業で収益を上げることの難しさに直面し

と思いますね﹂と伊村は言う︒

な人と人間関係をつくることはとても大事ではないか

﹁学生時代こそ︑いろいろな世界を見て︑いろいろ

のハウス栽培も始めようと思っています﹂と伊村は意

星を世界一持っているシェフとして知られるジョエ

ことにより作物に病気が蔓延し︑３分の１をだめにし

や︑大学に期待することを聞いた︒

ル・ロブション氏は︑ジャガイモのピューレで有名に

歳のとき︑登山に惹かれた伊村は︑さっそく山に
円です︒正直に言

﹁ジャガイモは価格変動も大きく︑３年前は１㎏ ２２

なった︒海外での登山では現地のガイドを雇う必要が

登り始め︑じきに海外の山にもアタックするように
うと︑ここ２年間は赤字です︒４期目の次の収穫では︑

あり︑必然的に英語力が必要となる︒そこで伊村は

０円だった下代が︑今年は︑ 〜

かった﹄と言っていただく︒それが今の自分の夢なの

歳の冬︑休暇を利用してカナダのとある家庭にホーム

お客さまに楽しんでもらう︒そして﹃とってもおいし

30
何としても黒字化しないといけないと思っています﹂

50

です︒とても遠い道だと思いますが︑これを実現させ

30

そのジャガイモで最高の料理をつくり︑一人ひとりの

てしまった︒

いったのである︒

50

なったと聞きます︒私も︑最高のジャガイモをつくり︑

欲を燃やす︒

にかかわるステークホルダーとの人間関係を構築して

して︑そうした研究活動を通じて︑伊村は自分の事業

を確保するかという命題に核心的な役割を果たす︒そ

しているのかといった情報は︑農家としていかに販路

もあった︒また︑都会ではどのようにして作物が流通

になるが︑学生の立場だからこそ教えてもらえること

連などにアンケート調査やヒアリングなどを行うこと

ろと新鮮な体験ができましたね﹂

19

﹁いずれ︑レストランを開業して自分がつくったジャ

士課程の現在では逆転させている︒
﹁来年にはマンゴー

修士課程では﹁学業２﹂対﹁農業１﹂だった割合を︑博

風光明媚な場所にマンションを借りました︒しかし︑

しみたいという気分になり︑当初は那覇で海が見える

17

34

50

ある農家に行ったら︑ 人ぐらいの家族が集まってい

の交換留学制度でタイの農村に行った︒そのときも︑

２０１１年の修士１年のとき︑タイのコンケン大学と

そんな行動力こそが︑伊村の身上である︒

上の日本人がきた﹄とびっくりしていました︵笑︶
﹂

﹁その家の奥さんは自分よりも若い方で︑
﹃私より年

れたのです︒きっと私が﹃トムヤムクン！﹄と連発し

のお父さんがトムヤムクンをつくってごちそうしてく

しました︒そうしたら︑最終日のランチに︑その農家

お酒を飲みながら身振り手振りでいろいろなことを話

など通じなくても仲よくなれるのです︒農家の人々と

でした︒一応︑通訳の方が付いてくれましたが︑言葉

和 年代までそういう家もありました︒生活の豊かさ

とうに見られなくなった光景ですが︑沖永良部では昭

して家族が全員集合しているというのです︒日本では

ご健在でした︒聞くところによると︑月に１回はそう

さんやお祖母さん︑曾お祖父さんも曾お祖母さんも︑

そのご主人と子どももきていました︒そして︑お祖父

たのです︒その家の５人の娘はそれぞれ結婚していて︑

おいしいという意味の﹃アローイ﹄の三つの言葉だけ

農家に宿泊しながらいくつかの村を回り︑作物の栽培
ていたからでしょうね︵笑︶
﹂

ステイをしに行き︑短期集中で英語を学んだ︒

や流通の実情を調べて歩いた︒

30

﹁タイ語しか通じない環境でしたが︑私が知ってい

伊村は︑ややはにかみながら﹁人間力﹂と言った︒こ

たった三つの言葉だけでも仲よくなれる力︒それを

大都会で大企業の広告プロモーションを扱うとい

とは何なのか︑考えさせられましたね﹂

るタイ語は﹃トムヤムクン﹄と﹃トゥクトゥク﹄と︑

http://www.imura-nouen.jp/blog/

う仕事と︑離島でジャガイモを栽培し販売するという

◆伊村農園ホームページ

の地球上︑どこに行っても同じ人間同士︑人間力さえ

在は、同大に籍を置きつつ鹿児島大学大学院農学研究科博士後期課

仕事︒どちらにも共通する極めて重要な要素が︑人と

程で研究を続ける。

あればコミュニケーションは取れるという信念が伊村

農業経済を学ぶために、2011年琉球大学大学院農学研究科入学。現

の関係づくりである︒このコア・コンピタンスを体得

故郷である沖永良部島に帰郷し、農業を開始。農業に従事する傍ら

にはある︒そんな人間力を養うには︑環境が大切だ︒

同年株式会社電通入社。同社にて17年間勤務の後、2010年に生まれ

している伊村は︑いつの日か自分の夢を実現させるに

1968年鹿児島県沖永良部島生まれ。1993年一橋大学社会学部卒業。

伊村は続ける︒

伊村達児（いむら･たつじ）

違いない︒

51

50

﹁ラオスにも足を延ばしたのですが︑地方の農村の

ラオスの農村を訪れた。ここでは、大家

琉球大学の交換留学制度を利用し、タイ、
族で協力して生きる、日本とは違った生
活の豊かさを感じた。

藍の天草 宝島

車で 分ほど東に行けば︑イルカウォッチングの二江港︒

逆に天草西海岸を下れば源泉掛け流しの下田温泉︒その

先には大江と崎津の天主堂が待つ︒

富岡半島には︑天草・島原の乱の際に天草四郎率いる一

揆軍が攻め寄せた富岡城がある︒乱の後︑天草は天領とな

り富岡に幕府の代官所が置かれた︒幕末には海軍伝習所で

訓練中の勝麟太郎︵海舟︶が訪れて寺の柱に落書きを残し

大江まで歩いている︒その記録が紀行文﹃五足の靴﹄に収

た︒明治末期には与謝野鉄幹が北原白秋らとこの地を訪れ

最初に揚がったのはアゴの群

められ︑白秋の﹃邪宗門﹄が生まれた︒頼山陽が向こうは

右往左往している︒
れ︒群青色の背中と大きな目が

広がる﹁しろき磯﹂は︑特産の陶石の﹁白﹂であろう︒天

く﹂と詠った天草灘がどこまでも広がる︒晶子の足下に

﹁呉か越か﹂と吟じ︑与謝野晶子が﹁江蘇省より秋風ぞふ

網を戻して港に戻る途中︑水槽からイカを取り出して

草陶石は江戸時代から知られ︑平賀源内が﹁天下無双の

続いてアカイカ︑アジ︑カマス︑ヤー︑ヒラス︒

朝日を受けて輝いている︒

﹁こっちはミズイカ︒こっちはアカイカ︒値段がもう全

上品﹂と賞賛したという︒今でもこの陶石を活用した陶

読者の皆さんも︑まずは次の旅の目的地としてぜひ天

芸が盛んで︑陶芸まつりの際には窯元めぐりで賑わう︒

然違う﹂
手早くイカがさばかれ︑刺身でいただく︒どちらも口
の中でとろけるようではあるが︑確かにアカイカの方が
甘みが一段深い︒

草をお選びいただき︑豊潤な自然と文化が織りなす島の

人々の暮らしを体験されたい︒長崎の茂木港から富岡港

分︑

20

熊本から鼻のように突き出した三角半島︒その先の大

分︒天草空港までは熊本空港から

まで高速船で

海の幸は︑定置網以外にも潜水漁によるウニ︑アワビ︑
一本釣りのアジ︑磯建網の伊勢エビ︑クルマエビ︑さらに
はガラカブやワタリガニ︑キビナゴ︑もちろんタイやヒラ
メも舞い踊る︒海藻も︑アオサやトサカ︑ヒジキなど色と
りどり︒
陸に上がれば︑志岐平野を中心として苓北町は県内一
のレタスの産地である︒秋から冬にかけてレタスを栽培
し︑春からは同じ場所で稲作をする︒周辺の山には柑橘
糖度の高さに定評がある︒

類が植えられ︑特に 月に収穫する越冬袋掛けみかんは︑

35 45

を求めている︒

い自己実現の可能性への挑戦者

る︒天草は︑都会では得られな

ションが不可欠な場所といえ

農山漁村こそ︑新たなイノベー

会を構築するか︒その意味では

せ︑地域レベルで持続可能な社

中で︑いかにして地域を再生さ

い︒高齢化︑少子化︑国際化の

あ り︑ 天 草 も そ の 例 に 漏 れ な

日本の農山漁村は存亡の危機に

天草の虜になったら︑次のステップも用意されている︒

矢野島から天草五橋を渡ると上島︒さらに本渡の瀬戸大

山下英俊

がっている︒このあたりが苓北の町︒

福岡空港から 分︒忽ち天草の人となる︒

隻の船で反対側から 人がかりで網を揚げていく︒
はじめ︑鉛色の﹁鏡﹂の下は静かで︑どこまでも深く

経済学研究科准教授

まもなく︑銀色の閃光が時折はしり︑そのうちに青︑黄︑

見通せるかのようである︒
やがて赤や緑の光りも加わり︑水
面が盛り上がるように波打つ︒
気がつくと︑網を揚げていた船
が目の前に戻ってきている︒
二畳ほどの狭い水面の下で︑追
い込まれた魚たちが出口を求めて

1

2

定置網の一方に固定した船にわれわれを残し︑もう一

橋を渡ると下島︒下島の西から海に向かって拳を突き出

月 日午前 時︒熊本県天草郡苓北町の沖合︒

15

したような陸繋島が富岡半島︒その陸側に志岐平野が広

6

朝焼けの空を鏡のように映した〝 べた凪 〟の海︒

19

﹁ここで待っとってください﹂

8

藍の天草 宝島

52

アメリカ映画に呑み込まれることなく︑独
自の存在感を放っているフランス映画界で︑
一九九〇年代に新しいタイプの作品が登場
し︑一つのジャンルを形成するにいたった︒
それが﹁郊外映画﹂である︒アメリカ合衆国
や日本とは違い︑フランスの郊外は一九世紀
以降工業地帯として発展し︑高度成長期には
アフリカの旧植民地から動員された移民労働
者が急増した︒一九七〇年代の産業構造の転
換で失業者が増大し︑八〇年代以降︑移民の
子弟による﹁暴動﹂が繰り返され︑今日では
﹁社会的排除﹂や﹁治安悪化﹂などと結びつ
けられ︑ネガティブに表象されることが多
い︒このような郊外を舞台に︑住民である移
民の姿を描く作品が撮られるようになったの
である︒
すでに一九八〇年代にも同様の作品は存在
したが︵八四年﹁アルキ・アーメッドのハー
レムのお茶﹂︑五九年﹁響きと怒り﹂︶
︑一九
九〇年代半ば以降︑まとまった数の作品が作
られ︑一つのうねりを生み出すようになる︒
この時代の作品で最も知られているものに

者三人組が︑警官の落
とした拳銃を手に入れ
たことで︑日頃からの
不満を警察への憎しみ
として爆発させていく
様子を︑モノクロ映像

森 千香子

た︒現在でもフランスには旧植民地出身の住

治構造も変えることはできず︑失望が広がっ

する差別構造も︑彼らの声が反映されない政

十万人を動員する成功を収めたが︑移民に対

スの移民二世が企画した﹁平等への行進﹂は︑

九八三年︑黒人公民権運動に着想してフラン

よる社会運動が失速する時期とも重なる︒一

このような﹁郊外映画﹂の開花は︑移民に

とに光を当てようという眼差しが共通する︒

人物に取り上げられてこなかったような人び

ようという姿勢︑そしてこれまで映画の登場

ローチも多様であるが︑社会の現実に肉薄し

価を受けた︒これらの作品はジャンルもアプ

うように流れる移民音楽も印象的で︑高い評

事者の経験や情動に誘い込む︒映像に寄り添

景にある構造的暴力を描き出し︑観る者を当

本作品は︑移民の証言を通じて﹁移動﹂の背

どる︒
﹁父﹂
﹁母﹂
﹁子ども﹂の三部からなる

アフリカから連れて来られた一世の記憶をた

スの戦後復興を支える安価な労働力として北

民二世のヤミナ ベ･ンギギは︑二世の若者の
陰で沈黙してきた親世代に光を当て︑フラン

リー﹃移民の記憶﹄がある︒アルジェリア移

もう一つの代表的な作品にドキュメンタ

たが︑
﹁大文字の歴史﹂か

超えて撮られるようになっ

では﹁ 郊 外 ﹂の枠 組みを

ている︒彼の作 品は狭 義

映画と︑創作の幅を広げ

少女を主人公にした恋愛

熱い色﹄はレズビアンの

した﹃アデル︑ブルーは

際 映 画 祭 最 高 賞 を受 賞

作で二〇一三年カンヌ国

ヴィーナス﹄
︑そして新

いた 歴 史 映 画﹃ 黒い

バートマンの生涯を描

ス﹂と呼ばれたサラ・

テントット・ヴィーナ

たが︑その後も﹁ホッ

作で一躍スターとなっ

街を舞台とした三部

て﹄
﹃クスクス粒の秘密﹄という︑郊外の移民

シュは︑
﹃ヴォルテールのせい﹄
﹃身をかわし

フ・ケシッシュだ︒チュニジア系移民のケシッ

ではない︒その代表的な存在がアブデラティ

ンス映画界をリードしているといっても過言

〇〇〇年代以降も数々の作品が生まれ︑フラ

﹁郊外映画﹂のうねりは消えることなく︑二

政治的に表現する回路を持たない郊外の住民

民は多いが︑議員はほとんどいない︒郊外の

らこぼれ落ちてきた人びとに光を当てると

で美的に描き出したこの作品は︑カンヌ国際

移民は常にメディアなどで﹁語られる﹂存在

いう 点で︑
﹁郊外映画﹂のエスプリを内包し

による新しい表現手段として考えられる︒

だが︑自ら﹁語る﹂回路を持たない︒このよ

続けており︑今後の展開が楽しみである︒

映画祭監督賞を受賞した︒

うな文脈で現れた﹁郊外映画﹂は︑社会的︑
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﹃憎しみ﹄
︵監督マチュー・カソヴィッツ︶が

法学研究科准教授

ある︒パリ郊外の移民街で暮らす失業中の若
フランスの
「郊外映画」とは何か

フランスの「郊外映画」とは何か

Campus Information
卒業生のご家族・在学生の保護者等

5名（370,000円）

黒沼忠彦

様

関口修道

様

野間口雅彦

様

紅葉山健策

井村浩一

様

大岩俊也

様

高井

潤

様

様

古川教行

様

他１名

桑原隆人

様

関根

淳

様

野村貞晴

様

森下一義

様

小池陸夫

様

髙橋重行

様

長谷部英男

様

森島

聡

様

五石陽司

様

髙橋正明

様

馬場拓郎

様

森田

稔

様

鴻﨑勝男

様

髙橋正明

様

浜田

工

様

守矢

進

様

小坂雅俊

様

髙橋保弘

様

早川泰弘

様

森山

聡

様

小島敏男

様

田口

聡

様

林

建一

様

森山智夫

様

一般社団法人如水会

様

小菅栄修

様

竹内伸行

様

速水哲弥

様

康本昭赫

様

株式会社エディト

様

企業・法人等

14団体（53,642,500円）

小林徳至

様

武智浩隆

様

原

正男

様

山口仁史

様

株式会社金融データソリューションズ 様

小林宏之

様

武久

様

春山祥一

様

山﨑喜男

様

株式会社なかやしき

様
様

裕

小宮山郁太郎 様

田坂謙二

様

平賀茂孝

様

山下和則

様

株式会社日立製作所横浜研究所

小森一真

谷栄一郎

様

弘中

様

山下隆雄

様

株式会社法学館

様
様

様

聡

小山行央

様

谷口

優

様

深澤満穂

様

山田順一

様

公益財団法人国際理解支援協会

斉藤一彦

様

樽谷昌樹

様

福田裕一

様

山田大輔

様

S&P Capital IQ

様
様
様

斎藤健次郎

様

塚本文一

様

福地俊明

様

山田高章

様

明産株式会社

齋藤牧郎

様

土橋信夫

様

藤木達夫

様

山田

様

明治産業株式会社
他４団体

優

榊原邦泰

様

露崎春吉

様

藤田浩展

様

山田良平

様

坂口裕一

様

遠山

敬

様

藤平慶太

様

山村雄輔

様

坂本豪史

様

徳永康邦

様

保坂証司

様

山本和正

様

寒川裕之

様

栃木孝一

様

細田

弘

様

山本耕平

様

佐々木洋

様

冨野増男

様

堀江宏朗

様

山本壯兵

様

佐々木啓之

様

中川

隆

様

堀川泰延

様

山谷裕幸

様

浅沼香織

様

佐竹龍雄

様

中里孝之

様

堀口和巳

様

横須賀裕

様

伊藤

洋

様

佐藤一郎

様

中澤陽子

様

堀篭賴雄

様

横山隆史

様

岡崎健一

様

佐藤敢二

様

長沢洋一

様

堀之内俊也

様

吉國眞一

様

国吉恵理子

様

佐藤隆弘

様

中嶋康雄

様

前田哲男

様

吉沢国穂

様

畑

智恵

様

佐仲祐治

様

長瀬順也

様

前田泰生

様

吉田輝夫

様

山下結華

様

澤

他２名

英資

様

永田敬生

様

松井

弘

様

吉田用親

様

澤田知宏

様

永利新一

様

松田健志

様

吉田靖孝

様

茂岩利恵

様

中西洋一

様

松田康男

様

吉野

様

柴田篤志

様

中野祐嗣

様

松田靖子

様

米倉立二郎

様

島田弘道

様

中林

毅

様

松永典生

様

若林雪雄

様

清水

優

様

中村

聡

様

松宮一男

様

渡辺一史

様

下島文明

様

中村正孝

様

松本康男

様

渡部

潔

様

朱

殷卿

様

中村佳央

様

眞鍋博俊

様

渡辺浩司

様

荘

緑

一般の方

8名（362,000円）

本学役職員

雅行

様

名和俊一

様

摩庭佑弥

様

渡辺

徹

様

白土久彌

様

西岡

巌

様

真野森作

様

渡辺

滉

様

城山貴司

様

西澤

豊

様

真野弥太郎

様

如水会ソウル支部有志一同

進藤久佳

様

西村伸治

様

溝越

修

様

他81名

新西知之

様

西盛竜太朗

様

薬袋政彦

様

鈴木一行

様

西山信之

様

南川和義

様

鈴木清晃

様

根本香織

様

蓑田隆介

様

鈴木啓介

様

野澤

勝

様

宮林明弘

様

鈴木庸夫

様

野澤兆博

様

望月俊宏

様

鈴木康徳

様

野田昌宏

様

元戎祥俶

様

関

様

能谷

様

元利大輔

様

正利

充

13名（2,058,494円）

様
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一橋大学基金へのご協力、
心より御礼申し上げます。
卒業生、在学生の保護者・ご家族の方をはじめと
した皆様からご寄付をいただき、2013年10月末現在
で、総額約56億3,000万円（入金済分）に達しまし
た（うち２億円は、創立125周年記念募金より繰り入
れ）
。この場をお借りし、皆様のご協力に厚く御礼申

［ご寄付者ご芳名］※五十音順に掲載させていただきます。
卒業生

387名・2団体（43,479,839円）
ご寄付金額（累計）

100万円以上

50万円以上
100万円未満

21名

18名・1団体

引頭麻実

様

安藤宏史

遠藤乾治

様

大竹一彦

様

今号では、2013年８月１日から2013年10月末日まで

尾﨑允英

様

新

の間にご入金を確認させていただいた方を公表させ

梶原徳二

様

髙橋信行

小塚埜武寿

様

田中愼造

小峯

し上げます。
ご寄付をいただきました方々へ感謝の意を込め、
ここにご芳名を掲載させていただきます。

ていただきます。公開不可の方、本学役職員につき
ましては掲載しておりません。また、ご寄付者で万が

348名・1団体

様

青木晴人

様

大箸

渡

様

大石克洋

様

青木

均

様

大林

宏

様

清水好郎

様

青木喜彦

様

大屋清浩

様

様

青山真二

様

岡田幸佑

様

様

秋宗勝彦

様

岡田純子

様

様

浅井

晶

様

岡田隆史

様

悟

敦

様

田中正昭

様

浅川芳男

様

岡田祐治

様

縮でございますが、基金事務局までご連絡ください。

斎藤勝利

様

當麻雅生

様

旭

様

岡谷

功

様

一お名前がもれている場合につきましては、誠に恐

仁一

ご寄付をいただいた方すべての皆様を「一橋大学

白土種治

様

内藤俊一

様

荒井博彦

様

岡原慎一

様

基金寄付者芳名録」に記し、一橋大学の歴史に末

鈴木栄次

様

秦

哲也

様

有馬大介

様

岡部

進

様

永く留めさせていただきます。また、30万円以上（法

仙波英躬

様

松永正大

様

安藤里美

様

岡村

晃

様

鶴岡

坦

様

吉田幸夫

様

庵木孝公

様

岡本卓馬

様

寺田

人100万円以上）のご寄付に関
しましては、ご芳名を本館設
置の「一橋大学基金寄付者銘
板」に記させていただきます。
なお、募金目標額は100億円
となっております。皆様の一層

昭

様

昭和33年会・

飯田祐平

様

小川裕一

様

仲野嘉一

様

昭和33年

井尾篤男

様

奥富三平

様

中村敬太郎

様

伊賀良郎

様

小田幸正

様

池田龍哉

様

尾上康浩

様

藤田

のご支援を賜りたくお願い申し
上げます。

三木会
他６名

寛・

様

道雄

様

石川克美

様

貝原耕太郎

様

向山雄三

様

石川昌弘

様

柿田智行

様

様

掛水康朗

様

様

蔭山雄介

様

ご寄付のお申し込みについて

森

克彦

様

泉

● お手紙・ファックスまたはお電話で、ご住所とお名

山村輝夫

様

磯田

前をお知らせください。基金事務局より、ご案内、寄

山本千里

様

伊藤三喜男

様

片桐春美

様

付申込書および払込用紙をお送りいたします。

他１名

伊東祐次

様

片山一久

様

稲葉

淳

様

加藤

様

ページ上方の「ご寄付のお申込み」メニューからお

井上克正

様

加藤俊一

様

進みください。

今井義一

様

加藤博久

様

一橋大学基金ホームページ

今福

等

様

香取鉄也

様

http://www.kikin.ad.hit-u.ac.jp/

井山大介

様

加納謙二

様

如水会会員証カードを
お持ちの卒業生の皆様へ
継続ご寄付のご案内

石上宏憲

様

蒲原成人

様

植田

俊

様

加輪上浩之

様

● 一橋大学基金ホームページより、クレジットカー
ドによるお申し込みも受け付けております。トップ

清二
卓

省

上野嘉蔵

様

川上洋司

様

一橋大学基金では（社）如水会と連携し、如水会

上原佳典

様

川﨑

博

様

会員証カードによる継続ご寄付の受け付けをしてお

宇佐見昇

様

菊地政夫

様

臼山秀遠

様

菊池康夫

様

宇田

ります。
お申し込みいただきますと、如水会会員証カードか
ら定期的に自動払い込みにてご寄付を頂戴することと
なり、お振込の手間を省くことができます。
また、ご寄付の回数は、年１回（２月または８月）
と年２回（２月および８月）よりお選びいただけます。
如水会会員証カードをお持ちの卒業生の方はぜひご
検討ください。
詳しくは、ホームページをご参照いただくか、下
記までお問い合せください。

銘板色
【ブロンズ】
個人：30万円以上
法人：100万円以上
【シルバー】
個人：100万円以上
法人：500万円以上
【ホワイトゴールド】
個人：500万円以上
法人：1,000万円以上

［お問い合せ先］
一橋大学基金事務局
〒186-8601 東京都国立市中2-1
TEL：042-580-8888 FAX：042-580-8889
E-mail：gen-kj.g@dm.hit-u.ac.jp

55

50万円未満

【ゴールド】
個人：1,000万円以上
法人：5,000万円以上
【プラチナ】
個人：3,000万円以上
法人：1億円以上
（金額は累計）

均

様

木住野元通

様

内田博之

様

北出隆三

様

内海晃宏

様

木戸

彰

様

梅木哲也

様

木下

進

様

海野まい

様

木全亮三

様

大岩吉之

様

木村一郎

様

大久保秀克

様

木元

様

大久保裕一

様

久木田正樹

様

太田

要

様

草加健司

様

大谷典之

様

日下太一

様

大谷正俊

様

熊埜御堂真

様

大沼正博

様

黒木伸一

様

大野友久

様

黒田信忠

様

哲

Campus Information

「ヨーロッパ・アジア太平洋の社会科学ネットワーク
国際シンポジウム」を開催しました
本学は、ＥＵＳＩ東京の共催を得て、2013年10月29
日（火）にヨーロッパ・アジア太平洋の社会科学ネッ
トワーク国際シンポジウムを「アジア太平洋地域と
ヨーロッパにおける経済再生」をテーマとして一橋講
堂で開催しました。
当シンポジウムは、ロンドン・スクール・オブ・エコ
ノミクスをはじめとする世界の著名な10大学のネット
ワークの形成を目的としたもので、アベノミクスで盛
り上がりを見せる日本及び世界の地域の経済再生に
向けた取り組みや経済協力のあり方などについて午
前の部約240人、午後の部約100人、あわせて延べ約
340人が参加し、熱い議論が交わされました。

開会挨拶を行う山内学長

午前の部は、山内進学長の開会挨拶を皮切りに、文
部科学省の布村幸彦高等教育局長、駐日欧州連合ハン
ス・ディートマール・シュヴァイスグート大使からそ
れぞれ来賓挨拶が行われました。その後、本学商学部
ＯＢでもある楽天株式会社の三木谷浩史代表取締役
会長兼社長による「日本の国際競争力を高めるには〜
イノベーションこそが日本経済成長のドライバー〜」
をテーマとした基調講演が行われました。
午後の部では、本学経済研究所長の深尾京司教授を
はじめ、ポンペウ・ファブラ大学、パリ政治学院、オー
クランド大学、コペンハーゲン・ビジネススクールの

基調講演を行う三木谷楽天株式会社代表取締役会長兼社長

海外４大学からプレゼンテーションがありました。続
いてのパネルディスカッションでは、本学イノベー
ション研究センター長岡貞男教授をモデレーターと
して、プレゼンテーションを行った５大学に加え、プ
ラハ経済大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミク
ス、ソウル大学、コインブラ大学、オーストラリア国
立大学の海外５大学からの代表者が登壇しました。
翌日開催されたネットワークの代表者会議では、こ
のような国際シンポジウムを含むさまざまな会合を、
今後も引き続き開催していくこととなり、来年はヨー
ロッパにおいて開催する方向で調整が進められてい
ます。

パネルディスカッションの様子
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第2回チューニング国際シンポジウムを
開催しました

一橋大学広報誌「HQ」
〈編集・発行〉
一橋大学HQ編集部

「チューニングによるグローバル産学官連携」をテーマとする第２回

〈編集部長〉
副学長（財務、社会連携、情報化担当）

小川英治

〈編集長〉
言語社会研究科教授

坂井洋史

〈編集部員〉
商学研究科准教授

鷲田祐一

経済学研究科教授

岡田羊祐

法学研究科准教授

本庄

社会学研究科教授

阪西紀子

国際企業戦略研究科准教授

大上慎吾

経済研究所講師

小暮克夫

武

有限会社イプダワークス

吉田清純

〈印刷・製本〉

的ネットワーク事業で、日本では本学が他大学に先駆けて参画しました。
今回のシンポジウムは、国のグローバル人材育成政策を受けつつ産業
のニーズを反映したチューニングの展開を論じ合うことを目的とし、プ
ログラムは、山内進学長の開会挨拶を皮切りに、文部科学省高等教育局
副学長によるキーノートスピーチに続き、欧州でチューニングの創設と
運営を率いてきたフローニンゲン大学のローベルト・ワーヘナール教授

図書印刷株式会社

から基調講演がありました。

〈お問い合わせ先〉
一橋大学総務部総務課評価・広報室広報担当
東京都国立市中2-1

Tel：042-580-8032

国際通用性を確保して、学生や高度人材の流動性を高めようとする世界

国立大学法人支援課の吉田光成企画官による来賓挨拶、落合一泰理事・

〈外部編集部員〉

〒186-8601

チューニング国際シンポジウムを、2013年10月17日（木）に如水会館で
開催しました。
「チューニング」とは、国際大学間連携により大学教育の

Fax：042-580-8889

http://www.hit-u.ac.jp/

後半は、北原和夫東京理科大学教授による講演、そして産業界を代表
して、三井住友銀行の伊藤雄二郎取締役兼専務執行役員の講演の後、大

koho1284@dm.hit-u.ac.jp

学教育研究開発センターの松塚ゆかり教授をモデレーターとして、講演

※ご意見をお寄せください。

者によるパネルディスカッションを行いました。また、文部科学省の合

一橋大学総務部総務課評価・広報室広報担当

田哲雄学術研究助成課長にも途中からご参加いただき、国際社会・経済

koho1284@dm.hit-u.ac.jp
※本誌掲載の文章・記事・写真等の無断転載はお断りします。

が求める人材像を探り、それに応える大学教育のあり方とチューニング
の役割を討論しました。

●広告掲載お問い合わせ先
一橋大学総務部総務課評価・広報室広報担当

TEL：042-580-8032

編

集

部

か

ら

学生、企業、大学関係者など多方面からの多くの参加者で、会場が埋
め尽くされました。

本学が国立市と社会連携に関する協定を締結

最近、暇を見つけては国立の町をよく歩く。もう20年
以上もこの町に生息しているが、今さらながらにこの町
の奥深さに気づかされる。いつも目にする大学通りの洗
練された並木道も悪くはないが、谷保や矢川、国立の北
（行政区画としては国分寺や立川になる）には武蔵野の
雑木林が保存されているところがあちこちにある。ひと
しきり歩いたところで、静かな木陰で一休みしていると、
普段は忙しさにかまけて考えないようなことに思いを巡

本学と国立市は、これまでもさまざまな連携・協力を行ってきました
が、今後いっそうの相互の密接な協力と連携により、地域の課題に迅速

らしたりすることができる。また、甲州街道を越えて多

かつ適切に対応し、地域の発展と人材の育成に寄与することを目的とし

摩川に至るまでは畑も増えるし、街並みも途端に昔なが

て、2013年11月15日（金）に社会連携に関する協定を締結いたしました。

らのものに変貌する。そこでは流れている時間も急に

同日、国立市役所にて調印式を執り行い、山内進学長と佐藤一夫国立市

ゆっくりしたものとなり、その風景の一部を構成している

長が協定書を取り交わしました。

自分ものんびりした一時を味わうことができる。住み慣

今後、①人材育成に関すること、②地域振興・まちづくりに関するこ

れた町、通い慣れた町でも普段のルートから少し外れた

と、③行政経営に関すること、④経済政策・産業振興に関すること、⑤

ところには意外な発見があるものである。みなさんも時

国際交流・国際平和の推進に関すること、⑥学術研究及び教育に関する

間を見つけて、散策してみてはいかがだろうか。
（T.H.）

こと、⑦生涯学習に関することの７分野を中心によりいっそうの連携協
力を進めていきます。
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一橋大学兼松講堂レジデントオーケストラ
Hitotsubashi Quarterly

国立シンフォニカー
第8回定期演奏会

オーストリアの旅

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77／ブラームス
J.Brahms：Violin Concerto in D major, Op.77
《指揮》宮城敬雄
Yuki Miyagi

交響曲第6番 ヘ長調“田園”作品68／ベートーヴェン

《ヴァイオリン独奏》

イオアナ・クリスティーナ・ゴイチャ

L.V.Beethoven：Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral"

Miss Ioana Christina Goicea

第20回インターナショナルブラームスコンクール2013優勝者クリスティーナ日本デビュー！

その情熱的な演奏を乞うご期待！
開演 14：00

前売販売中 料金（税込）
：P席（プレミア）5,000円／

一橋大学兼松講堂

S席 3,500円／ A席 2,000円

JR国立駅南口より徒歩7分

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

主催：一般社団法人 国立シンフォニカー
後援：一橋大学、一般社団法人 如水会、国立市、国立市教育委員会、高輪プリンセスガルテン
協賛：IDC大塚家具、株式会社立飛ホールディングス、多摩信用金庫、松井証券株式会社
協力：一橋大学管弦楽団
販売窓口

号
冬
January 2014 Vol.41

2014年 4月29日
（火・祝日）
〔開場 13：15〕

03-3443-1524（10：00 〜 19：00 ／月曜定休）高輪プリンセスガルテン内 国立シンフォニカー事務局

プレイガイド

編集・発行／一橋大学HQ編集部

■三菱東京UFJ銀行 三田支店（店番 653）
（普）0028127 名義：一般社団法人 国立シンフォニカー
■多摩信用金庫
国立支店（店番 005）
（普）3856872 名義：一般社団法人 国立シンフォニカー
■チケットぴあ 0570-02-9999
■電子チケットぴあ http://t.pia.jp/（Ｐコード：214 -136）
■国立市内の取扱店 ●一橋大学生活協同組合（西ショップ）042-575-4184
●洋菓子・喫茶「白十字」南口店 042-572-0416
●国立楽器 国立店 042-573-1111 http://kunitachi-gakki.co.jp/

第11回

※事務局へお申込みの方は、左記口座までお申込み日
より１週間程度以内にチケット代金をお振り込みく
ださい。
※手数料はご負担ください。ご入金確認次第、チケッ
トを郵送いたします。
※予告なしに曲目、出演者等が変更となる場合があ
ります。これに伴うチケットの払い戻しは、いたし
かねますのでなにとぞご了承ください。

一橋大学

〒186-8601

関西アカデミア

東京都国立市中2-1

アベノミクスを考える
─3本の矢はどこまで飛ぶか？

テーマ：

Tel:042-580-8032

日

時：2014年2月22日（土）13：30

会

場：新梅田研修センター

Gホール

〜（13：00開場）

〒553-0003 大阪市福島区福島6-22-20

http://www.hit-u.ac.jp/
koho1284@dm.hit-u.ac.jp

加：無料・先着200名 2014年2月17日（月）までに下記URLよりお申込みください。
http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2013/1220.html
プログラム
開 会 挨 拶：山内 進
パネル・ディスカッション：
一橋大学長
大 学 紹 介：中西優美子 一橋大学大学院法学研究科教授
（パネリスト） 高橋 進 株式会社日本総合研究所理事長
塩路悦朗 一橋大学大学院経済学研究科教授
「アベノミクス2年目の課題」
基 調 講 演：
佐藤主光 一橋大学国際・公共政策大学院院長
高橋 進
株式会社日本総合研究所理事長
深尾京司 一橋大学経済研究所長
報
告：第1の矢「大胆な金融政策─予想は変えられるか？」
（ 司 会 ） 小川英治 一橋大学理事・副学長
塩路悦朗
一橋大学大学院経済学研究科教授
主
催：一橋大学
報
告：第2の矢「機動的な財政政策─いまそこにある危機」
佐藤主光
一橋大学国際・公共政策大学院院長
《お問い合わせ先》
報
告：第3の矢「民間投資を喚起する成長戦略
国立大学法人一橋大学 研究・社会連携課
─経済成長率と実質賃金引き上げに何が必要か」
TEL：042-580-8058（平日9：00 〜17：00）
深尾京司
一橋大学経済研究所長
ご

参

一橋大学広報誌「HQ」41号 ウェブアンケートご協力のお願い

ISSN 1881-3887

「HQ」に関するみなさまのご意見・ご感想を、広報誌をよりよくするための貴重な資料として参考にさせていただきたく、
ウェブアンケート調査にご協力くださいますようお願いいたします。

http://www.hit-u.ac.jp/hq/enquete.html

