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巻頭特集

グローバル社会を力強く生き抜くために
駐日オーストラリア大使のブルース・ミラー氏。
幼少期に、親族が日本を旅行した時の話を聞いて日本を意識し始めたという。
17歳で初来日、20歳で日本の大学に留学、そしてシドニー大学では日本語学や日本文学・歴史を学び、
母国の外務貿易省では対日政策にも関わった同国きっての“日本通” である。
グローバルな環境に身を置いて学ぶことの重要さから二国間関係の在り方まで、
大使の堪能な日本語で大いに語り合った。
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グローバル社会を力強く生き抜くために

全く同感で、外国で勉強し生活することで、世界の中で
自分とは何かを考えることができるようになる、そんな
人間としての器を大きくすることが留学の重要な意義な

んから、学生の方々と接することができて私も貴重な時

ミラー 普段はそれほど若い人と接する機会がありませ

しい時期でしたので、お越しいただけて嬉しく思います。

ありがとうございました。国立はちょうど桜が満開で美

蓼沼 入学式では素晴らしいご講演をいただき、どうも

神戸港から船でオーストラリアに帰った、という話でし

ステーションホテルに泊まり、神戸駅まで汽車で行って、

たそうです。横浜港に着いて列車で東京駅に行き、東京

９３６年、船で東アジア各国を旅行し、日本にも立ち寄っ

たち２人から、日本に旅行した時の話を聞きました。１

ミ ラー 私が５〜６歳の頃だったと思います。祖父の妹

には、どういったきっかけがあったのでしょうか？

のだと思います。ミラー大使が日本に関心を持たれたの

間となりました。

た。その時に、私は初めて日本という国の存在を知った

初めての海外体験が
日本での研修プログラム

願いをいたしまして（笑）
。ミラー大使は日本語が堪能で

蓼沼 今回は大変珍しい、と言いますか、厚かましいお
わけです。

ミ ラー そして 歳の時に、父

する社会で活躍する人の理想像を学生に示したかったか

は私に「もし外国語を学ぶとす
と い い 」 と 言 い ま し た。 そ れ

印象に残りました。命令口調ではなかったからかもしれ

うことなど素直に聞かないものですが（笑）
、その言葉は

が、アジア・太平洋地区の一角

大変素晴らしい言葉を学

ません。

ミラー ありがとうございます。

生に届けてくださいまし

蓼沼 それと、幼少期の親族の方のお話が心に残ってい

を占めるオーストラリアの将

た。中でも特に私の印象

たのかもしれませんね。

蓼沼 日本語に切り替わった時、学生たちは、相手の母

に残ったのは、
「内なる

ミ ラー おっしゃるとおりですね。だからこそ、小学生

来のためになるというわけで

留学」という表現で、留

国語で話す言葉がいかに相手の心に届くかということを、

学は単に訪れた先で終わ

のうちから海外を意識させることも有意義だと思います。

す。子どもとは得てして親の言

るものではなく、帰国し

その後、高校では日本語を学ぶ機会はなかったのですが、
歳の時に日本の国際交流基金による研修プログラムで
で見えるようになる、と

ていた環境が新たな視点

すね。そして大学では本格的に日本語や日本文学を専攻

ての海外体験ということで、インパクトが大きかったで

来日しました。２週間だけでしたが、私にとっての初め

17
語られたことです。私も

育って当たり前だと思っ

てからも、自分が生まれ

身をもって理解できたのではないかと思います。そして、

ださいました。

れば、アジアの国の言葉を選ぶ

を自在に操り豊かな内容を語れるという、グローバル化

蓼沼 そうでしたか。

いらっしゃるので、講演の最初の 分は英語で、その後
10

の 〜 分は日本語でお話しいただきました。２か国語
30

らです。そんな私どもの願いを、大使は見事に叶えてく
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駐日オーストラリア大使

ブルース・ミラー氏

Bruce Miller

戦略政策部部長、北東アジア部部長、在日オーストラリア大使館政務担当公使、内閣調査庁副長官等を歴任。2011年10月駐日オーストラリア大使に就任。

1986年外務貿易省に入省後、在日オーストラリア大使館参事官を経て、首相内閣省防衛情報部シニアアドバイザー、アジア太平洋安全保障課課長、

専門は国際政治経済や安全保障。日本を含む東アジアの地域安全保障問題等に精通。シドニー出身。シドニー大学卒。
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グローバル社会を力強く生き抜くために

もありました。
「百聞は一見にしかず」と言いますが、留

1992年同経済学部助教授、2000年同経済学研究科教授、2011年経済学研究科長（2013年まで）を経て、2014年12月一橋大学長に就任。

ましたね。そのように日本にどっぷりと浸りながら、夏

学時代ほど、この言葉の意味を実感した経験は後にも先

専門分野は社会的選択理論、厚生経済学、ゲーム理論。近著に『幸せのための経済学──効率と衡平の考え方』
（2011年岩波書店刊）がある。

しようと考えました。入学前に独学で日本語を勉強した

蓼沼 学生時代には関西学院大学に留学されましたね。

1982年一橋大学経済学部卒業。1989年ロチェスター大学大学院経済学研究科修了、Ph.D.（博士）を取得。1990年一橋大学経済学部講師に就任。

目漱石や森鷗外の文学作品を改めて読んだわけです。す
ると、オーストラリアで勉強した日本への理解が、さら

ミ ラー オーストラリアの大学で３年間勉強してから、
にもありません。

Koichi Tadenuma

蓼沼宏一

りもしました。
に深まっていくのが分かりました。想像していたものと
同じだったこともありますし、日本を肌で感じて初めて

日本で１年間学びました。

蓼沼 日本という風土で書かれた文学を同じ風土で学ぶ

「こういうことだったのか」と、すとんと腑に落ちたこと

蓼沼 高校時代とは、日本に対してまた違った印象を抱

ことには、大きな意義があると思います。

人生を大きく変えた
日本での１年間の留学

かれたのではないかと思いますが、いかがでしたか？

ミ ラー ええ。そして留学中には、たくさんの日本人や

んでしたか？

ミ ラー そのとおりですね。高校時代に滞在した時は見

ミ ラ ー オーストラリアの大

ほかの国からの留学生との出会

蓼沼 日本の大学で学んでみて、どういったことが印象

学では、何よりも議論すること

いもありました。私を自分の子

に残りましたか？

を重視します。ところが、その頃の日本の大学は違いま

るものすべてが新鮮で面白かったのですが、学生時代の

ミラー 入学式でもお話しさせていただいたことですが、

した。学生は先生の言うことを聴いている形が多かった

留学は１年間という時間がありますから、徹底的に見て

この時の喜びと興奮は、何十年経った今なお、ありあり

のです。そこが少し違うと思いましたね。

どものように受け入れてくれ

と思い出すことができます。期待に胸を膨らませて、こ

蓼沼 今では日本でもインタラクティブ（双方向）な授

やろうと考えました。また日本語も上達していたので、

の日本の地に降り立ちました。結果的に、私の人生を大

業がだいぶ定着していますが、当時は確かに教員が一方

たホストファミリーにも恵ま

きく変えた１年でした。

的に講義をするというスタイルが大半でしたね。

さらにいろいろなことが理解できるようになりましたね。

蓼沼 そうでしたか。

ミ ラー 講義も重要ですが、少人数で議論するというこ

れましたね。

ミ ラー まず、毎日耳に入ってくる言葉が英語から日本

とも重要だと思います。講義だけでは物足りない印象が

２週間の滞在では物足りなかったですが、もっと学びた

語に変わりました。目に映る風景も見慣れないものばか

蓼 沼 日本の大学で学ばれて、

りです。低く連なる家の軒先や、こんもりと茂った杜に

ありますね。私がオーストラリアの大学で学んだ時、ほ

戸惑うようなことはありませ

たたずむお寺や神社など、いかにも日本的な風景は私を

かの学生や先生と一緒に何かについて話すということが

いという意欲につながりました。ですから私は、短期留

優しく歓迎してくれているように思ったものです。また、

とてもためになりました。

学も長期留学もどちらも意義があると思っています。

南半球に位置するオーストラリアと北半球の日本では、

蓼沼 知識を効率的に習得するには講義形式がいいと思
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季節も真逆です。日本ならではの美しい四季に魅せられ

一橋大学長

などもこれにあたります。
〝 Capability
〟も似ていますが、
潜在能力、ポテンシャルというニュアンスもある単語で

を覚えたことが結構ありましたね。子どもの頃に戻って

しまったような感覚でした。これは私にとっての久しぶ

りの大きなチャレンジだったと思います。ですから、おっ

ミ ラー ええ。まずは日本語という外国語の〝 Ability
〟
が飛躍的に向上しました。しかしそれだけでなく、母国

力が育ったとおっしゃっていました。

蓼沼 そしてミラー大使は、日本への留学でいろいろな

も言えるかもしれませんね。

表すというところです。そして〝 Resilience
〟は、困難
から立ち上がる力です。逆境に負けない力強さ、底力と

いのです。母国語ならば当たり前にできることが外国語

らばできても、それを同時にうまくこなすことができな

こなさなければなりません。一方で、講義を聴きながら

程なので、課題を非常に多く出され、大量の論文を読み

特に最初の１年間は言語の問題で苦労しました。博士課

学の大学院に留学し、博士課程の５年間、学びました。

す。
〝 Strength
〟は強み、力強さのことです。〝 Capacity
〟
は容積が大きいというイメージで、その人の持つ〝器〟を

とは全く違った環境に身を置くことで、自分のあらゆる

しゃるとおり〝 Resilience
〟が大いに鍛えられました。
蓼沼 よく分かります。私もアメリカのロチェスター大

いますし、一方で自分の考えをまとめて発表し、ブラッ

ミ ラー 全く同感です。母国語ならば、聞きながら適度

に端折りつつメモを取れるのですが、外国語はセンテン

では難しいということを実感しました。

ノートを取るのが難しい。聴くこと、書くことの一方な

シュアップするには少人数のゼミ形式がいいと思います。

〝 Capability
〟が伸びていきました。時には文化や言葉の
違いで戸惑うことや、簡単ではないことも経験しました

一橋大学では、伝統的にゼミを重視しています。先生１
人に学生７〜８人の割合で、まず学生が発表し、先生や
というスタイルのものです。

いう体験が〝 Resilience
〟を鍛えてくれるわけですね。ミ
ラー大使も慣れない日本で文化や言葉の違いで戸惑うこ

わけですから、うまくいかないことも起こります。そう

〟が鍛えられましたね。
ience
蓼沼 確かに、海外留学は異文化の中に入ることになる

ですね。

けを書き取ることができますが、外国語の場合は難しい

場合は話を聞きながら「これが大事」と思ったところだ

スを全部聞かなければ理解できないわけです。母国語の

ミ ラー そういう方法ならば、知識を掘り下げて習得で

ともあったとおっしゃいましたが、どういった経験をさ

が、それを乗り越える過程で、逆境に負けない〝 Resil-

がら、考える力を育成することにつながると思います。

れたのですか？

ほかの学生が疑問点や異なる意見などを述べて議論する、

蓼沼 おっしゃるとおりです。自ら興味を持って学んだ

ミ ラー 自分の言いたいことがうまく伝わらず、挫折感

きると思いますね。学生が持っている好奇心を活かしな

ことは忘れませんが、試験のために勉強したことはすぐ

蓼沼 外国語を使う時は本当に集中力が必要ですね。

失敗したことを振り返り
やり直す時間こそが重要

忘れてしまいます（笑）
。
ミラー そのとおりですね（笑）
。

ミ ラー 逆に言えば、そういった障害があるからこそ語

学も徹底的に学ばなければならないという動機付けにな

蓼沼 日本語には〝七転び八起き〟という言葉がありま

ものは大きいと思います。

留学でいろいろな「力」が育つ
蓼沼 ところで、入学式でのご講演の中で、
「力」を表す

ると思うのです。そうポジティブに考えれば、得られる
英語には、いろいろな表現があると話されたことが大変

す。

蓼沼 異文化社会の中にどっぷりと浸って経験すること

い。そういう発想で取り組んだほうがいいですね。

ずは話してみて、間違えたらどんどん修正していけばい

ミ ラー 語学は間違えてもいいんですよね。とにかくま

印象に残りました。
ミラー 〝 Power
〟以外にもいろいろあるという話でした

ね。代表的なものでは、
〝
〟〝
〟〝
〟
Ability
Capability
Strength
〝 Capacity
〟そして〝 Resilience
〟などがあります。
〝 Abil〟は主に能力のことを表します。英語力などの語学力
ity
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を支給して、 年間、海外の交流協定大学に送り出して

蓼沼 一橋大学では、年に１００人以上の学生に奨学金

がためらわれるような雰囲気があってはいけません。

することが怖くなってしまいます。何かを発言すること

な環境をつくることが大切ですね。そうでないと、失敗

りません。ですから、大学は学生が失敗してもいいよう

ミ ラー そのとおりです。失敗は恥ずかしいことではあ

ても重要なのだと思います。

す。そして失敗したことを振り返り、やり直す時間がと

が重要ですね。そうしていくうちに必ず失敗も経験しま

蓼沼 ありがたいことです。

た。

支援を約束した食料は、その４日後に同町に到着しまし

舞いました。佐藤町長の要請に基づきギラード元首相が

藤仁町長と会談したほか、避難所を訪問し、被災者を見

が縁となって南三陸町も訪問することにしたのです。佐

予定されていたものでしたが、救助隊が派遣されたこと

を続けました。ギラード元首相の来日は元々震災前から

ミ ラー オーストラリア大使館は避難せず、ここで仕事

象に残っています。

いるのですが、学生たちには「どんどんチャレンジして

ミ ラー この都市救助隊の派遣、そしてギラード元首相

せん。

ミ ラー まさに自分の中にある〝 Capability
〟が鍛えら
れることになるわけですね。そこまでの経験をしないと、

て帰ってきます。

のような努力をした学生は、見違えるほど大きく成長し

を自分で考え、工夫して次のセメスターをやり直す。そ

に都市捜索救助隊を宮城県南三陸町に派遣しました。そ

ことでした。オーストラリア政府は、震災が起きてすぐ

ミ ラー 東日本大震災は、私が日本大使に就任する前の

す。日本国民の１人として感謝いたします。

その後も継続的に支援してくださっているということで

ださいました。そして私が素晴らしいと感じているのは、

災が発生した際は、迅速に被災地に支援物資を送ってく

いて伺っていきたいと思います。まず、先の東日本大震

蓼沼 ところで、次は日本とオーストラリアの関係につ

ラリアに本社を置く建設関連企業のレンドリースジャパ

にも、オーストラリア・ニュージーランド銀行とオースト

ラリア風バーベキューなどが挙げられます。それら以外

町での講演、そして地元の方々と一緒に楽しむオースト

したり、オーストラリアの子ども向けパフォーマーの同

生にオーストラリアでのホームステイプログラムを実施

ティアをしたりしながら〝 Team Australia
〟としてさま
ざまな活動を続けてきたわけです。たとえば、町の中学

時には独立した活動として、同町を訪問したりボラン

オーストラリアの企業・団体などが皆で協力し、またある

目を迎えましたが、この間は大使館のみならず、在日の

を築くことができました。今年で震災から５年という節

の訪問を縁に、オーストラリアは南三陸町と新しい友情

スターは勉強でも生活でも大抵うまくいかないわけです。

スター学ぶことになる場合が多いのですが、最初のセメ

失敗してきなさい」と言っています。１年間だと２セメ

〝 Team Australia
〟として
東日本大震災からの復興支援

蓼沼 ミラー大使の場合は、ホストファミリーの中で生

れとともに、オーストラリア空軍は日本の航空自衛隊と

その経験が大事なのです。その後で、どうすればいいか

活されたわけですから、完全に異文化にどっぷり浸られ

と自然と出てくるようです（笑）
。

ませんが、関西の人と話している

ミラー 意識して話すことはでき

は関西弁は出ませんね。

蓼 沼 なるほど（笑）
。でも、今

り、関西弁です（笑）
。

どの方々の多くが、放射能汚染を危惧して日本から避難

訪問してくださいました。当時、日本にいた外国企業な

蓼沼 ギラード元首相が外国首脳として初めて被災地を

です。私たちはその恩を忘れてはいませんでした。

襲われた際、日本が直ちに支援を寄せてくれていたから

月前、オーストラリアのクイーンズランド州が大洪水に

の救援物資を運びました。なぜならば、そのわずか３か

なかなか〝 Capability
〟も大きく花開かないかもしれま

たわけですね。

共同してＣ

という輸送機３機で人及び食料や水など

ミ ラー 朝から晩まで毎日毎日、日本語です。というよ

蓼 沼 日本語でもバイリンガル、
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しましたね。そうした中での訪問でしたから、非常に印

−

というわけですね（笑）
。

5

1

ストラリアの遊具をプレゼントしました。また岩手県で

避難先に移動図書館「コアラ号」と、仮設の幼稚園にオー

で避難生活を余儀なくされている飯舘村の方々のために、

も少し支援させていただいています。福島第一原発事故

ミ ラー 南三陸町だけでなく、福島県飯舘村や岩手県に

蓼沼 本当に数々の支援をしてくださっていますね。

建された、初めての仮設ではない公共施設となりました。

室を備えた生涯学習施設として、南三陸町内で震災後再

愛称がつけられました。コアラ館は図書室、学習室、研修

学習館が建てられました。これには「コアラ館」という

ンとの共同プロジェクトで、南三陸オーストラリア友好

問題なく実現できているところは両国の極めて重要な共

もちろんどちらもパーフェクトではありませんが、ほぼ

存を重視するといった価値観をとても大切にしています。

法による支配が行き届いており、自由や人権や平和的共

ミ ラー 日本もオーストラリアも、議会制民主主義で、

がよく理解し合えているということでした。

とです。そういうしっかりした土台があるから、お互い

日本とオーストラリアは価値観を共有しているというこ

式の講演でおっしゃっていたことで印象的だったのが、

蓼沼 おっしゃるとおりですね。そしてもう一つ、入学

いのではないかと思うのです。

人間なんですから、似ているところから始めたほうがい

が重要だと思ってしまうんですね。そうではなく、同じ

がありますから。最初からそれを出すとその違いのほう

たうえで違う点を考えたほうがいい。違いは明確なもの

ないですか？」とお返ししているのです。共通点を探っ

こが似ているかという観点から始めたほうがいいのでは

ラリアはどう違いますか？」と。そこで私はいつも「ど

ミラー よく聞かれることがあります。
「日本とオースト

進めていきやすくなりますね。

感覚がつかめれば、
「一緒にやりましょう」というふうに

をもって学べることがあると思います。そして、共通の

もかなり国際化していますが、オーストラリアでは 年

大学が同じぐらいあります。また、今ではどちらの大学

国とも世界大学ランキングでトップ１００に入っている

ミ ラー どちらも教育レベルの高さは似ていますね。両

が、共通点と相違点をどのように感じておられますか？

います。ミラー大使は日豪双方の大学を経験されました

蓼沼 次に、高等教育についてもお考えを伺いたいと思

ミラー そう思います。

いですね。

という意義も非常に大き

人的ネットワークを築く

国と国の関係の礎となる

ありますが、そのように

側面が強調されがちでは

う、ある意味で経済的な

ル人材を育成する」とい

蓼沼 留学は「グローバ

はないでしょうか。

する要素はたくさんありますね。思いやりの心は、その

種は違えど、同じ人間、怒りや競争心、協調性など共通

蓼沼 思いやりの数々、ありがたいことです。国籍や人

を続けています。

奏やワークショップを行うなど、音楽を通したサポート

ズミュージシャンが被災した学校を訪問し、ジャズの演

あって初めて今の日豪間の信頼関係が築かれているので

のことです。長年の人的交流で培われてきた強い基盤が

好な関係を保てているのは、こうした市民交流があって

なるわけです。日本とオーストラリアが政治や経済で良

あるからこそ、国としてもお互いが分かり合えるように

います。留学でも観光でも、お互いの人間同士の交流が

済に関わっていますが、最重要なのは人的交流だと思って

ミ ラー そのとおりです。私は大使として国の政治や経

るのは、草の根的な人と人とのネットワークですね。

蓼沼 そういった大きな国と国の関係の土台となってい

まな面でも協力し合えるのだと思います。

通点ですね。それがあるからこそ、政治や経済のさまざ

蓼 沼 私のゼミでも留学生を迎えたことがありますが、

験ができるというメリットがあると思います。

オーストラリアへの留学は、二重の意味でグローバル体

ていると思います。そういう環境があるので、日本から

することで国際的競争力が鍛えられ、レベルアップでき

トラリアの学生はキャンパスでそんな留学生たちと議論

ろな国から集まってきているのです。ですから、オース

の１ぐらいは、留学生が占めています。世界中のいろい

ミラー オーストラリアの大学で学んでいる学生の５分

蓼沼 なるほど。

になってからの取り組みという違いはありますね。

ほど前から国際化に取り組んできました。日本では最近

留学生たちと議論することで
国際的競争力が鍛えられる

は、２０１１年から毎年９月に、オーストラリアのジャ

大きな一つだと思います。留学の重要性の一つとして、

国と国の関係の土台は
草の根的な人的交流が築く

文化を異にする人間でもこうした共通性があることを身
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グローバル社会を力強く生き抜くために

に議論できるようになります。

はついていけない局面もありますが、最終的には積極的

す。授業は基本的に英語で行われるので、留学生は時に

ミラー オーストラリアでも同じような感じだと思いま

るようになりますね。

お互い努力を要するわけですが、半年もすれば議論でき

門的な話でどうコミュニケーションするかが問われる。

からすぐ打ち解けるのです。しかし、そこから先は、専

で見ていると、最初のうちはぎこちない感じでも、若い

い機会になっていると思います。そんな日本人学生を傍

日本人は普段あまり外国人と接する機会はないので、い

確かに留学生が加わると議論が面白くなりますね。特に

要素が絡み合っています。それぞれ

蓼 沼 現実社会では実にさまざまな

入れる、といったことです。

取り組みつつ、心理学や歴史も取り

大切ではないかと思いますね。たとえば、経済学主体に

学んだうえで他分野の影響も受ける学際的な取り組みも

ミ ラー 社会科学においては特に、専門分野を徹底的に

育成は、一橋大学の使命だと思っています。

とらえていくという面があります。それができる人材の

に限定されますが、社会科学系は社会全体の中で問題を

力だと思います。理科系の場合は比較的狭い専門的領域

解決策を考えるかというステップを論理的に組み立てる

こにどのような問題があって、それをどのように整理し

蓼沼 では最後に、一橋大学の学生や日本の若者に向け

みです。素晴らしいですね。

ミラー これからの国際社会がまさに必要とする取り組

考えています。

この問題の研究と教育に学際的に取り組んでいきたいと

の高度専門職業人を育成するプログラムを強化するなど、

れていますが、一橋大学でも医療や社会保障などの分野

えています。そんな日本の取り組みが世界からも注目さ

や社会保障をどうしていくのかといった大きな問題を抱

ぶという性質がありますから、社会

の学問は一面的なことをしっかり学

いきたいと思っています。ところで、一橋大学は日本に

の諸問題にアプローチするには学際

生が常日頃からグローバル感覚を磨ける環境を整備して
おける社会科学の研究総合大学としてこの分野をリード

的に取り組む必要がありますね。一

える人材を育成するこ

会の諸問題に対し「私はこう考える。なぜならば」と言

れが「考える能力」を養うのに適しているからです。社

論する場や機会が非常に重要であると思っています。そ

ミ ラー 繰り返しになりますが、大学教育においては議

日本大震災のように予想もしなかった災害や事件が起き

ミラー 私は政府の一員として働いているわけですが、東

成果を挙げています。

の危機管理の在り方について一定の

た時、被害を最小限にとどめるため

資産になると思います。

ミ ラー 私がつねに言っていることですが、世界に目を

て、何かメッセージをお願いいたします。

ぬまで持ち続けてください。それが一番大事なあなたの

この対談は2016年４月にオーストラリア大使館公邸にて、会話はすべて日本語で行われました。

蓼沼 一橋大学ももっと多くの留学生を受け入れて、学

する存在であると自負していますが、どういったことを

橋大学でも、東日本大震災を受けて、
経済学部と法学部が協力して「非常

期待されますか？

時における行政対応」という危機管
理を考えるプロジェクトに取り組み

とは、日本社会にとっ

ても適切に対応できる
が必要であると自覚して
Capacity
います。柔軟性と Resilience
ですね。そのうえで、危機
管理のノウハウが活用できると思います。こうしたこと

蓼沼 何事も好奇心から始まります。好奇心こそが、何

ました。次に同様の大震災が発生し

だと思います。そんな

を大学で研究するのは、とても有意義であると思います。

かに真剣に取り組む情熱を生むと思います。今日はいろ

現実社会の問題解決には
学際的な取り組みが必要

人材育成を期待したい

蓼沼 今、世界に共通する問題が増えていると思います

いろお話しさせていただき、有益な示唆をたくさんいた

向けてください。そして、若い時の好奇心は、どうか死

ですね。

が、その中の一つに少子高齢化が挙げられます。日本は

だきました。どうもありがとうございました。

て非常に役に立つこと

蓼沼 ご指摘のとおり、

まさに世界最速の少子高齢化国です。医療・介護の費用

「考える能力」とは、ど

7

彼の信条の一つに「余ったものは社会に還元すべし」と
いうものがあります。さらに「国家と福祉の利を増進す
る分子を播種栽培する」という強い意欲を持っていまし
た。翁の没後、この遺訓を深く心に刻み込んだ兼松の
役員たちは、翁の十三回忌にあたる1925年、東京商科
大学に兼松講堂の工費50万円を寄贈することを決めま
した。兼松講堂の寄
贈は、日豪貿易の発
展と、社会に貢献し
人々のために役立つ
ことをしたい、という
翁の強い思いによっ
て実現したのです。

オーストラリア と一橋大学

郎商店を設立、羊毛の輸入で大きな成功を収めました。

一橋大学とオーストラリアの大学が「交流協定」という形で関わりを持つようになったのは、

の将来性に注目し、1889年、神戸に豪州貿易兼松房治

26

１９９２年。最初の交流協定校は、オーストラリア国立大学でした。その後次々と協定が結

経済を牽引した人物の１人です。翁は、オーストラリア

ばれ、現在はオーストラリア国内トップクラスの５つの大学との交流が進行中です。

阪商船や大阪毎日新聞の創立にも参加した当時の日本

36

オーストラリアの交流協定校

は大阪に生まれ、奉公をしながら実力を蓄え、後には大

２０１６年５月現在、一橋大学は、海外 の国・地域の大学等との間に大学間学生交流協定

松房治郎翁（1845-1913年）の遺志によって一橋大学
の前身である東京商科大学に寄贈されました。房治郎翁

（ 機関）及び部局間学生交流協定（ 機関）を結んでおり、２０１５年度には１０４人の学

兼松講堂は1927年、現・兼松株式会社の創業者、兼

生が海外へと旅立ちました。その中でもオーストラリアには５つの交流協定校（オーストラ

大学の象徴ともいえる、兼松講堂の創建がオーストラリ
アと深く関わっていたのです。

リア国立大学、メルボルン大学、クイーンズランド大学、モナッシュ大学、ニューサウス

一橋大学の歴史をたどると、オーストラリアと一橋大
学の間には、意外な接点があることが分かります。一橋

ウェールズ大学）があります。いずれの大学も、オーストラリアでは８大学（ Group of
）と呼ばれる教育、研究の両面で高い実績を備えたトップレベルの名門校です。
Eight

一橋大学の象徴ともいえる兼松講堂は、
日豪貿易と深く関わっていた

64

●オーストラリアの交流協定校

オーストラリア国立大学

クイーンズランド大学

ニューサウスウェールズ大学

所在地

キャンベラ

ブリスベン

ケンジントン

創立

1946年

1909年

1949年

学生数*

22,393人

50,749人

53,481人

留学生数*

6,089人

12,195人

13,633人

その他

QS19位**

QS46位**

QS46位**

メルボルン大学

モナッシュ大学

所在地

メルボルン

メルボルン

創立

1853年

1958年

学生数*

55,596人

67,076人

留学生数*

16,159人

23,981人

その他

QS42位**

QS67位**

The Australian National University

The University of Melbourne

The University of Queensland

● ダーウィン

Monash University

：Selected Higher Education Statistics - 2014 Student Data
* 出典
(Australian Government Department of Education and Training)

** QS World University Rankings® 2015/16

The Univesity of New South Wales

● ケアンズ

ノーザン・
テリトリー

クイーンズランド州

● アリス・スプリングス

西オーストラリア州
● ブリスベン

南オーストラリア州
● パース

ニュー・サウス
ウェールズ州
● アデレード

ビクトリア州

ケンジントン

● シドニー

● キャンベラ

●メルボルン

タスマニア州

8

社会学部

年

年間留学）

学ならではの課外活動もあり、充実した

ア大使を訪問するなど首都に位置する大

とても刺激的でした。パプアニューギニ

眞野瑠里子さん （２０１５年、オーストラリア国立大学に
卒業研究を前に
広い視野を持ちたかった

オーストラリア国立大学で１年間を過

留学生活を送ることができました。

クに通用する英語力を身につけたいと思
ごしたことで、世界が広がったように思

もっと広い世界が見たい、アカデミッ
い、留学を考えました。先輩からオース
トラリアの治安の良さ、親日家の多さを
聞き、その中でもオーストラリア国立大
学に興味を持ちました。世界大学ランキ
ングで上位に入るオーストラリア国立大
学はアジア・太平洋研究で世界的に有名
で、アジアを中心に外交、政治、経済等
さまざまな分野をまたいで勉強すること
ができます。卒業研究を前に視野を広げ
たかった私には最適な環境だと思い、オ
ーストラリア国立大学への留学を決めま
した。
オーストラリア国立大学のある首都キャ
ンベラは学生、研究者、政府関係者の多
い落ち着いた街で、多文化主義を掲げる
とても住みやすかったです。大学の授業

地域を含めた各国の比較政治を研究する

います。ゼミナールではアジア・太平洋

オーストラリアは私のような留学生にも
は 科目週 時間の講義と 時間のディ

するには、英語力はもちろん知見が問わ

界各地から集まった留学生とともに勉強

リアの学生はもとよりアジアを中心に世

カルチャーショックでした。オーストラ

発言が活発で課題量も多く、良い意味で

スカッションで構成されており、質問や

生においてとても貴重な経験だったと思

ラリアに留学できたことはこれからの人

できたことも大きな収穫です。オースト

るようになりました。世界各地に友人が

キャリアが現実的な選択として考えられ

つもりです。また、世界を視野に入れた

モナッシュ大学３年（交換留学生）

ベンジャミン ト
･ ッドさん

Benjamin Todd

構造、文化習慣の違いなど、初めての海

外体験は、驚くことばかりでした。しか

し、そのことが自分の中で興味につなが

りました。オーストラリアでも１年間、日

モナッシュ大学の交換留学制度を利用

があると思っています。現在一橋大学で

しています。だからこそ、挑戦する意味

本語を学びました。そして難しさを実感

し、今年の４月に一橋大学に来ました。留

は、８科目を履修、そのうちの 科目は

言葉も文化も
かけ離れているから面白い。
留学は、自分の可能性を
広げる大きなチャレンジです

学の目的は、ビジネスの社会でも通用す

留学先として人気が高いのが、米国のス

また世界中から留学生が入学してきます。

しており、例年大勢の学生が海外留学し、

ナッシュ大学は、文化の多様性を大切に

る日本語を学ぶことです。私が属するモ

第一に考え、ビジネスでも通用する語学

留学期間中は、日本語のレベルアップを

対校試合で忙しい日々を送っています。

ボール部にも所属。毎日の練習と週末の

た課外活動では、一橋大学のバスケット

計学で、授業は英語で行われています。ま

日本語の勉強のみです。１科目は中級会

力の修得を目標にしています。そして可

ジ大学などです。またモナッシュ大学は、
全学生の約 ％が海外からの留学生です。

タンフォード大学やイギリスのケンブリッ

7

1

います。
（談）

1

化しており、提携校も世界中に広がって

そうした大学の特色から海外留学が日常

たいと思っています。
（談）

でのインターンシップにもチャレンジし

能であれば滞在期間を延長し、日本企業

本の高校の授業も体験しました。言葉の

玉県川口市でホームステイをしながら、日

０１１年、高校生の時でした。２週間、埼

そもそも私が初めて日本に来たのは２

おいても一橋大学は最適の留学先でした。

て私の専攻は会計学ですので、その点に

育も受けられるということでした。加え

の雰囲気も良い、さらに優れた日本語教

大学は学問のレベルも高く、キャンパス

判を聞いたからです。友人いわく、一橋

一橋大学に留学経験があった友人から評

います。その中で一橋大学を選んだのは、

40

4

2

れます。ハードな体験ではありましたが、

9

1

学生寮の一角で交換留学生たちが集まって記念撮影（本人は前列左から４番目）

「一橋大学強化プラン（1）
：３つの重点事項」

ガバナンスの強化は、

新

の実践のサポートを通して、

大学の自由を守るための

任

大学に恩返しをしていきたい

戦略でもあるのです

者

小笠原会計事務所 代表

ジ

人達とも今も連絡を取り合っています。一橋大学を起点

このお話をいただいたとき、ＯＧとしてとても光栄な

善に繋げていくという姿勢を、私も見習わなければいけ

所にヒアリングをして、疑問点を割り出して整理し、改

よりもまず、前任の方々の取り組みを引き継ぎ、関係各

一橋大学大学院国際企業戦略研究科知財戦略講座プログラム修士課程

われましたが、一般企業とは違っていても、いえ、違うからこそ、
組織の目的を効率的かつ効果的に実現するように内部統制がデ
ザイン・運用される仕組みを一つひとつつくり上げていくことが、
安定的な大学運営を行い、かつ、スピーディな発展を遂げ、国
際的な一橋大学の評価及び存在感を高めていくためには非常に
重要であると考えます。
組織の活動は、財務情報のみならず非財務情報も含めたうえ
で、何らかの形で会計情報として浮かび上がってきます。公認
会計士として、組織の本来あるべき姿はどういうものなのかを
つねに自問自答していきたいと思います。
私の心の中で、一橋大学でのびのびと過ごした４年間の思い
出は今でも燦然と光り輝いています。現役の在校生、そしてこ
れから一橋大学に入学する若者たちも大学で素晴らしい思い出
をつくることができるように、役員会や経営協議会、各部局に
対するヒアリング等を通し、一日も早く母校一橋大学の現状を
把握し、一橋大学の健全なガバナンスの構築のために少しでも
貢献できれば幸いです。

とした繋がりや縁の有難さを、身をもって知っているＯ

ことだと思いました。私が弁護士になったきっかけも、

ません。そして、監事や経営協議会委員の方々と話し合

理特別委員会副委員長。1992年3月一橋大学法学部卒業。2011年3月

一橋大学の最大の魅力は、学ぶ者にとって必要なあらゆる条
件や環境が整っており、しかも非常にリベラルであることだと
考えています。
一方で、監事とは大学の管理運営を適正に行うために理事の
業務執行を監査する機関ではありますが、大学の自由を制限し
なくてはならない立場であるかというと、決してそうではない
と考えます。
私は、公認会計士という職業柄、会計監査を通してさまざまな
組織の会計の不正や誤謬、内部統制の欠陥や不備を指摘し、修正
するよう指導してきました。しかしそれは組織の自由を奪うこと
を目的としたのではなく、組織が社会で思う存分その強みを発揮
し、スピーディに成長していくための基盤、つまり、ガバナンスを
より強固にするための支援をしているものと認識しています。
国立大学法人の経営においても、強いガバナンスを構築する
ことが重要であると考えます。上場企業等では会計情報に関連
する内部統制監査が義務づけられています。４月に監事に就任
してから、すでに何度か「大学は一般企業とは違うから」と言

経営体制のチェック、会計の監査をはじめ、一橋大学の

深めていますし、弁護士になった後に通ったＩＣＳの友

経営協議会では業務監査や内部統制にも重点が置かれて

Ｇとして、大学に恩返しができたら…… ということは、

監事は、大学のガバナンスをチェックする仕事です。

います。思った以上に幅広い業務ですが、前任の監事の

以前からの夢でした。

だからこそ私は、監事として、学長が掲げていらっしゃ

方々のお話を伺うと、お忙しい中、多方面にわたって積
極的に関与されていたようです。私がどこまでできるか

今でも続いている交友関係も、全て一橋大学からスター

いながら、直ぐに改善できること、段階を踏んで進めて

る「一橋大学強化プラン（１）
：３つの重点事項」を実践

トしているからです。将来について迷っているときに、

いくべきことを見極め、大学一丸となって少しずつ目標

分かりませんが、監事という役割を担った以上は、一生

法律家への道を選ぶきっかけになったのは、司法試験合

達成に近づけていけたらと思います。
（談）

しやすいように、様々な形でサポートしていきます。何

格に向けて頑張る友人達からの刺激でした。そして、当

懸命務めさせていただきたいと考えています。

時の友人達とは今も機会を設けて集まりながら、親睦を

弁護士、経済産業省不正競争防止法侵害判定諮問員、東京弁護士会倫

ー

Kaoruko Ogasawara

セ

小笠原薫子氏
Yuki Tsuru

ッ

株式会社オガサワラアンドカンパニー 代表取締役

メ

公認会計士・税理士・行政書士

鶴 由貴氏

10

1989年一橋大学商学部主席卒業。金融機関における勤務を経た後、1995年10月
公認会計士第二次試験合格、1999年3月公認会計士第三次試験合格。プライス
ウォーターハウス（現PwCあらた監査法人及びPwC税理士法人）及び新日本有限
責任監査法人において、会計監査、国内及び国際税務、経営コンサルティング業
務に従事。2012年7月、埼玉県草加市において小笠原会計事務所を開設後、2014
年11月に小笠原薫子行政書士事務所を開設、2015年8月に経営コンサルティング
をメイン業務とする株式会社オガサワラアンドカンパニーを設立し、経営者が抱え
ているあらゆるニーズに対して最適なソリューションを提供するため日々奮闘中。
日本公認会計士協会埼玉会幹事、埼玉県及び草加市の各種委員を務める。

修了。

小笠原薫子行政書士事務所 代表

弁護士法人
協和綜合パートナーズ法律事務所
弁護士

事
監
事
監

新

任

者

メ

石川一郎氏

株式会社日本経済新聞社
前専務取締役

Miyuki Ishiguro

Ichiro Ishikawa

石黒美幸氏

セ

ー

長島・大野・常松法律事務所
パートナー

ッ

ドはどのようなものか、社会がどういう方向に向かっ

話を伺う機会も多々あります。すると、世の中のトレン

ポートする中で、経営層の方々に企業経営についてお

ポートをしています。上場企業をはじめ多くの企業をサ

務、特に金融を専門とし、日頃から企業の資金調達のサ

私自身は経営に携わったことはありませんが、企業法

たうえで、何らかの助言を差し上げられれば幸いです。

ナンスがどうなっているのかをしっかり教えていただい

というのが私の認識です。一橋大学の経営におけるガバ

ニズムなど、基本的なガバナンスの部分は共通である、

からすれば、経営のプラットフォーム、意思決定のメカ

企業と同じではありません。しかし「経営」という観点

ければ、時代に取り残されかねません。もちろん大学は、

「 Captains of Industry
」という一橋大学のモットーは、均質
的なＯＢ・ＯＧを量産することではないはずです。広い視野で
物事をとらえ、大きな決断を下せる人材をどう育成するかがこ
れからの日本には欠かせないと思います。欧米や中国、韓国、
アジアの人たちと伍していける人材をどう育てるか。国立大学
法人である一橋大学にはそうした責務があります。
最近は地方出身の学生が減っているとも聞きました。いい学
生を集めることは大学の競争力という点からも重要だと思いま
す。
偉そうなことを言うな、と先輩たちから叱られそうです。自
分ができなかった、努力してこなかったことを求めるのは正直、
恥ずかしい。ただ時代はものすごいスピードで変わりつつあり
ます。ＩＴが社会を変えたこと以上に人工知能（ＡＩ）は大変
革をもたらすでしょう。そうした時代に求められる一橋大学は
どんな大学なのか。明確なビジョンと腹をすえた経営。経営協
議会のメンバーとして、中身の濃い議論に少しでも貢献できれ
ばと思っています。

ているのかについて、さまざまな情報が入ってくるので

巷では「大学ランキング」などでさまざまな角度から

居並ぶ先輩・後輩方に比べ、報道の世界にいた私がこのような
委員をお引き受けするというのは、いささか気が引けました。
と申しますのも、大学ではお世辞にも勉強したとはいえず、
年に及ぶ社会人生活で何かを極めたわけでもないからです。本
を読み学友との議論を楽しんできただけの私に白羽の矢が立っ
たのは、
「蛮勇」を期待してということかもしれません。
大学を卒業して以来、社会人の大半を新聞記者として過ごし
ました。２年前から如水会の理事もしており、その縁で昨年は
大学の講義で学生さんを前に話す機会をつくっていただきまし
た。その際に感じたのは、真面目さにおいて、我々の時代とは
隔世の感があるということです。２００人以上の学生さんが参
加してくれましたが、課題図書を材料にした論文も、誤字脱字
はともかく優等生的な内容がほとんどでした。
ただし、大量の論文を読むうちに「もう少し違う視点はない
のかな」という思いにとらわれたのも事実です。金太郎あめと
言っては失礼ですが、なるほどとうならせてくれるような論文
には、ほとんどお目にかかりませんでした。

す。このような恵まれた環境にいますので、大学の経営

大学が評価されています。しかし、ランキングにとらわ

代です。これからの大学経営は、今までと違ってステー

また、現在はコンプライアンスがとても重視される時

か。一橋大学はこの観点で強化・拡充分野を決めていく

ジアでのプレゼンスを高めるために何が求められている

です。日本でのポジションをさらに強固にし、今後はア

れて本来目指すべきことがおろそかになっては本末転倒

に対してフィードバックできることも少なくないかと思

クホルダーが多くなっていくことが予想されます。さま

べきですし、そのために私にできることがあれば、積極

います。

ざまな立場の方々のレビュー ──批判、コメント、サポ

的にサポートしたいと考えています。
（談）

会事務総長、電波監理審議会委員などを兼任する。

36

ートなど──に堪えられるような仕組みになっていかな

ジ

11

共通しています

リーダーが育つ大学に

経営における基本的なガバナンスは

変化への対応力を備えた
大学も企業も

経営協議会委員
経営協議会委員

1989年一橋大学法学部卒業。1991年東京弁護士会登録。同年常松簗

1980年一橋大学社会学部卒業。同年4月に日本経済新聞社入社。東京

瀬関根法律事務所入所、1999年同法律事務所パートナー、2001年長島・

大野・常松法律事務所パートナー、現在に至る。2004年米国コロンビア

本社整理部、静岡支局、政治部、ソウル支局、政治部次長、名古屋支

社編集部長、政治部長、編集局次長、同総務、総務局長などを経て

大学ロースクール秋学期客員教授。日本弁護士連合会国際業務推進セ

2012年常務取締役、2015年専務取締役。2016年４月よりBSジャパン

ンター委員、日本弁護士連合会国際交流委員会委員、環太平洋法曹協

社長付。

新

メ

環境を磨き上げる

ー

ジ

異なる組織とはいえ、私立大学の運営を見てきた経験を

経営協議会委員の依頼をいただいた時、
「ＯＢ・ＯＧだ

私は一般企業だけでなく長年私立大学の監査も担当

同じ大学であっても、私立大学と国立大学法人である一

けで経営協議会や理事会をつくれる大学は珍しい」とい

活かして、理事会の意思決定や学長の職務執行のサポー

橋大学では意思決定のプロセスが違います。私立大学は

うお話を伺いました。如水会も含め、関係者の方々が一

しています。学校に行って感じるのは、物事の進め方、

理事会が評議員会の意見を聞いて意思決定を行います

橋大学を大切に思い、他人事ではなく「自分事」として

トもできればと考えています。

が、その意思決定プロセスの運用には長い歴史があり、

熱意を持って取り組んでいらっしゃいます。本当に素晴

時間の流れ方が一般企業と異なることです。もちろん、

経営方針においても私立大学としての独自性を持って

らしいことですね。今回、その一員に任命していただい

また、これからは経営協議会のような場にも、女性が

たことはとても光栄です。

中心とした経営管理の歴史が長く、現在のような組織に

どんどん関わっていく必要があるでしょうし、関われる

一方、一橋大学をはじめとする国立大学法人は、国を

います。

なってからまだ 年ですので、十分な蓄積ができていな

人材を増やす必要もあります。私を含む女性メンバーの

その点一橋大学には、少人数で濃密な議論ができる、ゼ

企画管理本部経理部長に就任。2007年取締役常務執行役員、2010年

いと思います。大学経営において公認会計士として財務

す。しかし今は違います。大学を卒業したばかりの人材も、

ミという独自の文化があります。単に意見を戦わせるの

取締役専務執行役員、同年6月代表取締役専務執行役員を経て2011年

存在が、そのきっかけになれたら幸いです。
（談）

一橋大学には二つの役割があると考えます。一つは、社

どれだけ実践的な能力を持っているかを問われます。一橋

全に果たしていくためには何が必要か？という点につい

ループ企画部長に就任。2002年企画本部経理部長、2004年執行役員

的な観点から意見を差し上げることはもちろんですが、

会科学の学術・研究機関としてさまざまな知見を蓄積して

会に出た時の強靭さをいかに養うかです。
て、学外の意見が求められています。そこで私のような

ではなく、自分と相手の違い──多様性──を受け入れ、

大学の皆さんは勉学については申し分ないので、あとは社

」として
いく役割。もう一つは、
「 Captains of Industry
優秀な人材を社会に輩出する役割です。両方の役割を健

経済界の人間をはじめ、法曹界、マスコミなど異なるバッ

積み重ねの中で、
「しなやかな強さ」を身につけ、人間力

相手に興味を持ってもらえるような話をする。イエス・

を高めてほしいと考えています。その力が日本を変えて

ノーをきちんと説明できるような判断を行う。海外に留
私は、一橋大学が本来の力を発揮すれば、経営はついて

いくのではないでしょうか。一橋大学という優れた環境

クグラウンドを持ったメンバーが、それぞれの経験をも

くると考えています。その力とは「しなやかな強さ」です。

をさらに磨き上げていく、その一助になればと考えてい

とに経営協議会で意見を発信する。それが大学の発展に

私が就職した頃は、まだ世の中のスピードがそれほど速く

ます。
（談）

学したり、海外からの留学生と交流をしたり…… という

ありませんでした。どの企業にも「新入社員を１〜２年か

つながれば幸いです。

けて一人前に育てていこう」という認識があったと思いま

1974年経済学部卒。同年三菱地所株式会社入社。2001年企画本部グ

10

セ

Kaoru Kashima

ッ

Hirotaka Sugiyama

者

新日本有限責任監査法人
シニアパートナー／公認会計士

任

鹿島かおる氏

三菱地所株式会社
取締役社長

杉山博孝氏

学長のサポートをしていきたい

「しなやかな強さ」を発揮させるために、

私立大学の監査経験も活かして、
一橋大学本来の

1981年商学部を卒業。同年公認会計士二次試験に合格、昭和監査法人
（現新日本有限責任監査法人）に入社。上場会社、学校法人等法定監査
を中心に、上場支援、財務デューデリジェンス、内部統制構築支援等さ
まざまな業務を担当。1996年パートナー昇格、
2002年シニアパートナー
に昇格し、2010年9月同法人常務理事、広報室長･コーポレートカル
チャー推進室長に就任。2012年ナレッジ本部長、2013年〜 2016年2
月までEY総合研究所株式会社 代表取締役社長を務める。

取締役社長に就任、現在に至る。

経営協議会委員
経営協議会委員

12

キャンパスの国際流動性、
人材の多様性向上に

大きく寄与する二つの改革が
スタートします

一橋大学は、グローバル化の進む世界の中で、

「最先端の研究を推進しつつ、一人ひとりの学生を大切に育成する大学」

という特色をさらに強め、世界最高水準の先端的研究・教育拠点として、
さらなる発展を目指しています。
この目的のもと、

２０１７年度には学生の国際流動性を高めるために学期改革を、

２０１８年度には多様な才能を確保するために推薦入試の拡充を実施します。

13

２０１７年度より「４学期制」の導入が決定
国際流動性の向上を目指します

るほうが学生の教育効果が高まると考えられる講

義を、一橋大学の教員が担当することが想定され

一橋大学は、２０１７年度から学士課程プログ
ラムを改革し、
「４学期制」を導入することを決

また、この学期改革に伴って、授業時間も変更

ている。

現行の学期制は、図Ａのとおり、４月から７月

となる。現行の２単位は「 分授業× 回（１３

定した。

末までの夏学期と９月末から２月初頭までの冬学

らは、大ざっぱにいえば夏学期と冬学期がそれぞ

期の２学期で構成されている。２０１７年４月か

制では「１０５分授業× 回（１３６５分）
＋テス

５０分）
＋テスト」によって取得できるが、４学期

つつも、夏季休業期間を大きく短縮しないように

ト」になる。４学期に加えて集中講義学期を置き

ただし、学期の開始時期や終了時期は若干変更

という配慮をしたうえで、大学設置基準で求めら

れ二つに分かれ、４学期になるイメージだ。

される。４月から始まる「夏１学期」
（仮称、以

れる学習時間を満たすための措置だ。

今回の学期改革について、沼上幹理事・副学長

下同）とそれに続く「夏２学期」はほぼ今までど
おりだが、冬学期（あるいは秋学期）は現行より

２学期」となる。終了時期も現行より早まる。法

までが「冬１学期」
、その後１月の初頭までが「冬

海外の大学との学年暦が大きく異なり、多様な留

流動性〟を高めることです。現行の学期制では、

「この学期改革の最大の狙いは、学生の〝国際

（教育・学生担当）は次のように語る。

科大学院の授業は年内にすべて終了し、学部や他

学に対する制約がありました。しかし、４学期制

もやや早い９月 日前後から始まり、 月の初頭

の大学院については、年末に少し余裕を設け、年

を導入することで、学生がこれまでよりも多様な

留学機会を利用しやすくなりますし、また海外の

3月

集中講義

集中講義

冬季休業

集中講義

春季休業

冬2学期

冬1学期

集中講義

夏季休業

夏2学期

夏1学期

明け早々に若干の授業とテストが行われることに
なる。

留学生も一橋大学に来やすくなると思います」

実際に、海外の大学の学期制を見てみるとよく

「冬２学期」が終了した後には、集中講義学期
が置かれる。ここでは、短期間で集中的に学習す

一橋大学4学期制のイメージ

春季休業

夏季休業

15

2月

1月

12月

11月

10月

90
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2月11日〜3月末

冬学期

8月6日〜9月28日

夏学期

11

9月

8月

7月

6月

5月

4月

2016年度学年暦（学部）と4学期制のイメージ

図Ａ
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キャンパスのグローバル化、グローバル人材の育成に大きく寄与する二つの改革がスタートします

S. 6/20-8/22

清華大学

セメスター

②2/24-6/13

S. 6/30-7/11

台湾

国立台湾大学

College of Social Sciences

セメスター

②2/17-6/17

S.7/1-23

シンガポール

シンガポール国立大学

セメスター

②2/17-6/6

セメスター
セメスター

②1/20-5/8

アメリカ

ハーバード大学

セメスター

②1/26-4/29

アメリカ

スタンフォード大学

クォーター

アメリカ

イェール大学

セメスター

コロンビア大学

セメスター
セメスター

オーストリア

ウィーン大学

セメスター

フランス

HEC経営大学院

セメスター
セメスター

10月

②1/5-3/13

S. 7/1-8/9
S. 5/27-8/15

S. 6/21-8/23

②1/12-4/24

S. 6/6-8/8

②1/20-5/4

②2/2-5/29

S.6/9-20

ドイツ

マンハイム大学

マンチェスター大学 人文学部 セメスター

②1/26-5/13

イギリス

グラスゴー大学

セメスター

②1/12-5/29

イギリス

オックスフォード大学

3学期

②1/18-3/14

③4/26-6/20

イギリス

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 3学期

②1/12-3/20

③4/27-7/3

①8/27-12/9

①9/2-12/3
①9/22-12/5

①8/26-12/5

S. 7/12-8/9

イギリス

①8/4-11/14

①9/2-12/8

S. 5/28-8/5
②3/4-6/30

①9/16-1/17

①8/27-12/5

S. 5/27-8/15

②1/21-5/6

①9/9-12/27

①8/28-12/12

S. 6/21-8/9
③3/30-6/3

12月

①9/16-1/9

S. 6/23-7/25

②1/14-4/29

11月

①9/1-11/29

S. 6/30-7/25

②1/21-4/17

カリフォルニア大学バークレー校

分かる（図Ｂ）
。たとえば、アメリカのスタンフォ

②1/19-5/2

ペンシルベニア大学

ード大学では、６月第４週から８月第３週までに

中国

コーネル大学

9月

②9/29-2/3

香港大学

アメリカ

サマープログラムが開講されている。サマープロ

8月

北京大学（2013/14年） セメスター

アメリカ

グラムとは、夏季休業中に世界中の大学で開講さ

7月

中国

アメリカ

れる短期集中型のプログラムだ。この時期のサマ

6月

①4/7-7/30

①10/1-1/31
①9/8-12/19

②2/9-5/29

S.8/1-23
S.7/5-26
S. 6/16-7/12

通常学期

15

6月半ば〜8月末を夏休みにした場合

中国

アメリカ

ープログラムに参加できれば、さまざまな国から

5月

やってくる学生と一緒に学ぶことができる。しか

4月

し、現行の学期制において一橋大生が参加したい

3月

と思った場合、夏学期の後半と重なってしまうた

2月

め、事実上参加することは不可能だ。夏季休業期

セメスター

1月

間の８月から参加しようとしても、その時期には

学年暦
セメスター

通常開講されているサマープログラムがほぼなく

大学名
一橋大学

なってしまう。

「そのため、日本人の学生向けに用意された特

別なプログラムに参加することになります。し

かし、新たな４学期制ならば、
『夏２学期』をこ

のサマープログラムに丸々充てることもできる

わけです。たとえば、２年次の『夏２学期』に

は必修科目の授業は行わないなどの工夫をする

ことで、より多くの学生を海外に送り出すこと

ができるようになるでしょうし、その後に続く

夏季休業期間も合わせて考えれば、夏季に海外

留学に出られる可能性がぐっと広がります」
（沼

上理事・副学長）

諸外国主要大学のアカデミックカレンダー（2014年）

国名・地域
日本

冬季も同様だ。学期の区切りが揃うため、１月

の中下旬以降に始まる学期から留学することも視

野に入れやすくなる。また、オセアニア地域の大

学がこの期間に開講する〝サマー〟プログラムに

参加することも可能だ。

図Ｂ

S. 6/30-8/23
S. 7/7-8/15
サマープログラム実施期間

①9/1-12/5
①9/22-12/12
①9/22-12/19
①10/12-12/6
①10/2-12/12
試験期間

休業期間

キャンパスのグローバル化、グローバル人材の育成に大きく寄与する二つの改革がスタートします

以上のように、これまでよりも格段に海外留学
しやすくなるという点が、この学期改革の大きな
メリットだ。１年次での海外短期語学留学、２年
次でのサマープログラム、３〜４年次での長期留
学というように、段階を追った海外留学のプラン
を立てることも可能だ。
「グローバル人材の育成」
を主要なテーマに掲げる一橋大学にふさわしい学
期改革のコンセプトといえるだろう。
一方で、学生を海外の交流協定校に送り出すに
は、その分、相手先からも学生を受け入れる体制
を整える必要がある。一橋大学ではすでに、英語
による授業科目の提供や、充実した日本語教育、
国際学生寮の拡充といったさまざまな取り組みを
行ってきたが、４学期制の導入も一つの施策とい
えるだろう。
国際流動性の向上という点に加えて、この学期
改革のもう一つのポイントとなるのが、
「集中講
義」期間の大幅な増強である。図Ａのとおり、従
来は８月上旬及び２月上旬のそれぞれ１週間ずつ、
集中講義が行われてきた。２０１７年度からは、

ですね」
（沼上理事・副学長）

を拡げたいというのが学期改革の主眼ですが、国

活用してほしいと考えています。留学の選択肢

というものもあるので、この集中講義を上手く

「短期間に集中的に取り組んだほうが身につく

が開講されることになる。

日２コマ×５〜７日というボリュームの集中講義

め方を変えるなど、工夫が求められるでしょう。

るまでに時間が必要かもしれませんし、授業の進

ます。そうしたスタイルの授業においては、慣れ

生ともに負担が増すだろうという懸念は当然あり

「大教室で行う講義形式の授業では、教員、学

時間だ。

もっとも懸念されるのが、１０５分に増える授業

一方、この学期改革にはまだ検討課題も残る。

内でじっくり勉強したい学生にとっても、学修

一方で、元々ゼミをはじめ、教員と学生、学生同

それらの期間に加えて、１月から２月にかけて１

の多様性や機会を豊かにする施策にしていきたい

16

「こうした課題はまだ残されていますが、あら

を重ねているところだ。

分では時間が足りないというタイプの授業もあり

ゆる物事には必ずプラスとマイナスの二面があ

士の議論が主体の授業が多い一橋大学の場合、

ます。大学院の授業でもその傾向が強いでしょう。

り、トレードオフがあります。デメリットがある

みの時間を従来どおりとすると、終業時間は１時

日の時間割にも影響が及ぶ。仮に始業時間、昼休

また、授業時間が１０５分に増えることで、１

沼上理事・副学長は結んだ。

ンスをどのようにとるかがカギだと思います」と

いる環境や追求している目標に応じて、そのバラ

トも考える必要があります。その時々に直面して

ことも理解しつつ、しかし同時に得られるメリッ

間 分遅くなる。この調整については、目下検討

もしれません」
（沼上理事・副学長）

そういった場合には１０５分の授業は逆に有効か

90

学部

入学定員

推薦入試

商学部

275人

15人

経済学部

275人

15人

法学部

170人

10人

社会学部

235人

10人

２０１８年度より推薦入試の全学部での実施が決定
多様な才能確保のための施策が始動した

▶推薦入試の募集人員

一橋大学は、２０１８年度の入学者選抜（入学
試験）を変更し、従来は商学部だけで実施してい
た推薦入試を、全学部で実施することにした。そ
の狙いは、グローバル社会において独自性を持っ
て活躍できる人材の育成を促進するため、一定の
基礎学力を備えつつ特定領域で高度な知的訓練
を積み重ね、その才能を発揮してきた多様な背
景を持つ学生に対し、多面的総合的に評価するこ
とだ。
推薦入試の導入とともに、法学部及び社会学部
における後期日程試験は廃止される（後期日程試
験を実施するのは経済学部のみ）
。
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キャンパスのグローバル化、グローバル人材の育成に大きく寄与する二つの改革がスタートします

今回の推薦入試の全学部導入において、外国

語や数学、コンピュータという分野における飛

び抜けた能力を評価し、それ以外は大学入試セ

ンター試験における一定の成績と、文章を書く

力、及び人とコミュニケーションする力の確認・

評価により入学を認める枠を設けることで応え

るものだ。

「一橋大学の従来の二次試験では、難関校にふ

さわしい問題が出題されています。優れた問題で

はありますが、その受験準備には相当のエネルギ

ーを要します。しかし、英検１級を取得すること

や数学オリンピックで好成績を収めることにも大

変なエネルギーが必要です。その意味では、高校

時代に投入するべきエネルギーを多様な方向に向

けられるようにすることが、大学入試を設計する

うえで非常に重要なポイントになります」と、入

試制度変更を取りまとめる沼上理事・副学長は説

明する。

推薦入試は、前述のとおり以前から商学部にお

いて実施され、一定の効果を挙げてきた。

「入学後も成績優秀で、留学したり、多様な言

語に挑戦したり、スポーツに打ち込んだり、優れ

たリーダーシップを発揮するなど、本当に素晴ら

しい学生が入学してきていると思います。最近で

は推薦入試の受験者数も増えていて、この推薦入

試を目指して準備する高校生が増え始めていると

いう実感がありますね」と沼上理事・副学長は手

応えを口にした。

▶推薦入試の概要
（a）2018年度大学入試センター試験のうち本学部が一般入試前期日程試験に関して指定する教科・科目のすべ

出願資格

てを受験した者で、
（b）次に掲げる項目に該当し、
（c）高等学校長又は中等教育学校長が責任を持って推薦で

きる者

（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2018年３月卒業見込みの者
（2）合格した場合は、入学することを確約できる者
次の（A）〜（G）のいずれか一つ以上に該当する者

（A）実用英語技能検定（英検）１級、ＴＯＥＦＬスコア（
〈ｉＢＴ〉93点以上、
〈ＣＢＴ〉２３７点以上、
〈ＰＢＴ〉
５８０点以上）又はＩＥＬＴＳスコア（６．
５以上）を取得している。

（B）ドイツ語技能検定試験（独検）準１級以上又はヨーロッパ言語共通参照枠（ＧＥＲ）が定めたＢ２以上のレ
ベルの資格を取得している。

出願要件

（C）実用フランス語技能検定試験（仏検）準１級以上又はヨーロッパ言語共通参照枠（ＣＥＣＲＬ）が定めたＢ
２以上のレベルの資格を取得している。

（D）中国語検定試験（中検）準１級以上又はＨＳＫ６級２００点以上のスコアを取得している。

（E）数学オリンピックで予選通過（Ａランク取得者）又はＢランク上位者。※第25回（2015年１月）は６点
取得。

（F）応用情報技術者試験（旧ソフトウェア開発技術者試験）に合格している。※商学部、社会学部のみ
（G）日本商工会議所簿記検定試験（日商簿記）１級を取得している。※商学部のみ
※上記のスコアは変更の可能性あり。

推薦入試の内容は、2016年２月時点のものであり、今後変更されることがあります。
大学入試センター試験の受験教科・科目及び最新の内容については一橋大学ウェブサイトをご参照ください。

http://www.hit-u.ac.jp/admission/
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一橋大学発
「医療政策・経済研究センター」
「医療経済専門職コース」が

します

日本の医療に社会科学の知見を活用し、
高度研究及び専門職業人教育を目指す

政策・経済研究センター》の立ち上げを通して、経

済学研究科はもとより、経済研究所、商学研究科、

国際・公共政策大学院などが中心となって医療経済

平成 年度よりスタートする、
「医療経済の高度研究」及び

に関する最先端の研究を行う。

後者の「医療経済専門職コース」については、
《高

証研究の蓄積と、研究成果を反映した専門職業人教

題解決にあたっては、ビッグデータ等を活用した実

持続可能な医療制度の構築が課題となっている。課

日本の医療費の増加が続く中、医療資源の効率化や

究」及び「医療経済専門職コース」を始動させる。

携で行われてきた「医療・介護・経済コース」の科目

に東京医科歯科大学と一橋大学経済学研究科との連

「複合領域コース」
（特別履修プログラム）から、主

大学・東京工業大学・一橋大学）のもとで設置された

述する四大学連合（東京医科歯科大学・東京外国語

コース及びエグゼクティブ・プログラムを開講。後

度専門職業人教育》というテーマのもと、医療経済

育を通じて、医療の政策形成・現場の知見の向上が欠

群をベースに、ニーズに合わせて内容を再構築。平

一橋大学は、平成 年度より「医療経済の高度研

かせない。とりわけ、エビデンスベースで費用対効

成 年度を準備期間に充てて議論を深め、平成 年

研究科の佐藤主光教授。地方財政理論や医療経済を

もとひろ

に向けた構想などをうかがった。１人目は、経済学

今回、
『ＨＱ』では２人の教授に取材し、立ち上げ
になった。

こで一橋大学の社会科学に関するさまざまな知見を

29

の背景や、一橋大学における医療経済の研究・教育

度より本格稼働させる予定だ。

28
医療に活用するためのプログラムを立ち上げること

最適化を実現させるうえで不可欠となっている。そ

果を検証する経済学のツールは、限られた医療費の

29

「医療経済専門職コース」

29

前者の「医療経済の高度研究」については《医療

19

誕生

上げの目的や今後の展望に関する２人のコメント

医療経済をテーマに研究・教育を行う両教授。立ち

の教員も務めている。専門領域は異なるが、ともに

学院の修士課程「医療管理政策学（ＭＭＡ）コース」

計算の研究を行うかたわら、東京医科歯科大学大

テーマに、バランスト・スコアカードや医療の原価

は、商学研究科の荒井 耕 教授。医療の管理会計を

「医療・介護・経済コース」も担当している。２人目

研究テーマに持ち、前掲の「複合領域コース」では

している人に資源を充当するには、無駄な部分を削

う意味ではありません。本当に医療や介護を必要と

果です。ただし、患者や要介護者を切り捨てるとい

その中で求められるのは効率性、すなわち費用対効

「超高齢社会が到来し、財政は逼迫する一方です。

配」という観点から次のように語っている。

る理由について、両教授は「限られた医療資源の分

とりわけ経済・経営の視点やツールが求められてい

異論を唱える人はいないだろう。そこで社会科学、

であり、大きな社会問題である。この認識について

ている状態だ。これは経済・財政問題

では年間８兆円と急速に膨れ上がっ

圏内の医療・介護機関が地域医療構想を

全国３５０にのぼる二次医療圏及び

役割は大きいようだ。

いう枠組みにおいて、今後経済学・経営学が果たす

る。また、荒井教授が言及した「地域の医療圏」と

の知見に対する社会的なニーズは大きいと２人は語

このような背景があるからこそ、経済学・経営学

や経営学が欠かせません」
（荒井教授）

を変えていく必要があるのです。そこには、会計学

報を継続的に見て、原価計算をもとに診療報酬政策

ます。そこで国家レベルで診療科のコスト・採算情

てきます」
（佐藤教授）

の検証をするためには、経済学の知見が必要になっ

療行為に重点的に資源を配分するか、という最適化

リ・療養・通院については複数の医療・介護機関が連

医療圏における行政が描くとしても、手術・リハビ

療・介護の最適化」にシフトしている。青写真は各

医療・福祉に関して、時代の流れは「地域ごとの医

こう

からは、医療経済の分野には、専門領域の違いを超

実行するための経営学・管理会計学

「医療・介護は公的な領域ですから、個々の病院や

携する時代なのだ。そこでは行政による医療圏のマ

する検証です。どの地域の、どの診療科の、どの医

施設の採算がとれていればいい、というわけではあ

ネジメントに加え、各機関の経営層によるスタッフ

医療・福祉の世界に
国や地域単位の医療圏での

りません。地域の医療圏として、一国の医療提供シ
のはなぜか。まずはその背景について整理していこ

「医療経済」という学問領域が、今求められている

ら提供している主要なサービスのコストや採算性を

う視点が重要です。現状は、個々の病院・施設は自

ステムとして、質が高く効率的なものがあるかとい

ますが、全国で見ると約３５０圏。平成 年の半ば

ています。人口等によって都道府県ごとに数は違い

「現在、各都道府県には『二次医療圏』が設けられ

マネジメントが欠かせない。

コスト・採算情報を持っていません。これを放置す

想を練ることになっています。そこで地域医療圏を

をめどに、この二次医療圏単位で行政が地域医療構

現在、日本の医療費は年間 兆円を超え、社会保

ると、赤字の診療科は閉鎖されかねない。ひいては

最適化するためには、個々のプレイヤー、すなわち

障関係の経費は 兆円にのぼり、大きな財政負担と
なっている。介護給付費は、介護保険制度がスター

その診療科を専門とする医師も少なくなってしまい

28

う。

ある程度把握するようになってきていますが、国は

「費用対効果」という視点を導入し、
限られた医療資源の最適化を目指す

くる。

ぐしかない。そこで求められるのが費用対効果に関

荒井耕教授

えた専門家の取り組みが急務であることが伝わって

佐藤主光教授
40

トした２０００年度は年間３・６兆円だったが、今

30

20

一橋大学発「医療政策・経済研究センター」
「医療経済専門職コース」が誕生します

らわなければなりません。そして、各医療・介護機

各医療・介護機関にその構想に沿った動きをとっても
ンスです。これは日本経済にとって大きな可能性

るからこそ、新しい技術やサービスを生み出すチャ

ＰＳ細胞を使った再生医療。医療財政が逼迫してい

授）

から医療をとらえなおすことも重要です」
（佐藤教

という視点も大切ですが、成長や可能性という視点

【高度専門職業人教育】
●医療経済コース
●エグゼクティブ･プログラム

関においても、各部門内のスタッフに自らの組織の

※東京医科歯科大学との密接な連携

授業ではそういう視点も提供したい、と佐藤教授

※政策と研究、研究と教育の有機的連結

を持つ分野だと思います。実際、経済産業省の方々

事業の特徴

ミッションに沿うように動いてもらわなければなら

研究成果を反映した①医療経済コース②エグゼクティブ･プログラムの実施

は語る。ではどのような学生や科目を想定している

社会保障（医療･介護）分野における政策課題の解決

と 話 し て い る と、 医 療 を 成 長 分 野 と 位 置 づ け て い

・外国人研究者

ないのです。経営トップ層は自組織の力を発揮させ

学内全研究科･研究所の協力によるセンターの運営

か、次項で見ていく。

※政府機関、外部機関、四大学連合、一橋大学社会科学高等研究院、

ることが分かります。医療弱者の救済、格差の是正

世界水準の医療経済の理論･実証の研究拠点としての医療政策･経済研究センターの設立

るために、バランスト・スコアカードのような管理会

事業の概要

社会保障（医療･介護）分野における政策課題の解決

事業の目的

計ツールが必要になります。

協力

そしてＰＤＣＡサイクルを組

研究所

み込んで組織を機能させるた

●学内研究科・

人口問題研究所

めには、経営トップ層も行政

●シンクタンク

●医療経済研究機構

の職員も、経営学や管理会計
学の手法を身につけることが
必要な時代になっているので
す」
（荒井教授）
分配や最適化に対する取り

協力

合

連

学

四

東京医科歯科大学

組みが求められる一方で、日
本の医療は大きな可能性も秘
めている、と佐藤教授は語る。
前のページでふれた 兆円に
ものぼる医療費、年間 兆円
に急増した介護給付費は、国
や地方自治体にとって、財政

●東京工業大学

連携

研究

大

究

研究
連携

非常勤研究員、RA、URA
●学内研究科・
研究所の教員（兼任）
●国立社会保障・

有機的連結

医療政策・経済研究センター

学内との連携
●専任教員、特任講師、

学外機関との連携

医療政策・経済研究センター
T

連携
成果
OJ

破綻につながりかねない大き
なリスクだ。しかし、医療分
野それ自体は、今後の日本経
済を支えていく有力な成長分
野になり得るというのだ。
「遠隔医療やロボット開発、
外国人の富裕層等を対象にし
た医療ツーリズム、そしてｉ

21

●東京医科歯科大学
●医療経済コース

●エグゼクティブ･

プログラム

研

同

共

・他プロジェクト研究者

【高度専門職業人教育】

四大学連合をもとにした
他大学との連携

社会科学高等研究院
教育との連携

40

8

行うことになった。

度専門職業人教育》を

に立ち、一橋大学が《高

は明らかだ。その認識

材が不可 欠であること

的専門教育を受けた人

らも、社会科学の総合

医療現場に精通しなが

度・病院経営改革には、

での授業を 年やってきて、受講する方々がそれぞ

そのことに気づいているのです。複合領域コース等

師はもちろん、医療現場に携わっている方々はもう

今こそ効率性や経営感覚が求められている──。医

なっています。医療資源がうまく使われていない。

「診療報酬が引き下げられて、病院の経営は厳しく

ショナル・トレーニングのプログラムを行う。

務教育までの一貫したカリキュラムによるプロフェッ

ゼクティブ・プログラム」を設置。基礎から応用・実

構想としては、平成

れ危機感を持っていることを、私は感じています。社

医療現場に精通しながらも

経済コース」を構築することになっている。また、東

政策研究の拠点を形成する

学術研究と政策課題解決を連結させた

医療経済のもう一つの軸である「研究」について

京工業大学に医療技術の講師派遣を依頼するなど、
予定だ。

冒頭でもふれたように、今回の新たな取り組みの

受講者として想定しているのが、病院の事務職の方、

育てる、ということが大きな目標です。そのうえで

がら、医療経済、医療政策に関わる専門的な人材を

険制度を有する日本においては、医療資源の効率化

のは、これまでにふれてきた通りだ。皆年金・皆保

歩と高齢者人口の急増に伴い医療費が増大している

日本は世界一の高齢者大国である。医療技術の進

は、次のような構想を持っている。

バックグラウンドには、２００１年３月に締結され

官庁や各自治体の職員の方、コンサルティングに携

と持続可能な医療制度の確立が急務である。

「東京医科歯科大学をはじめ各大学の協力も得な

た四大学連合がある。その中で、
「複合領域コース」

わっている方……。こういった方々のための専門職

主に、経済学・経営学などを専攻する大学院修士課

現代的課題や病院の経営問題に関して、社会科学を

きた。しかし、医療・介護という社会保障にかかる

難しいことが考えられる。そこで短期集中の「エグ

展開する予定だ。ただし、これらの層は長期通学が

など、経営層・マネジメント層にもリーチする科目を

一方、医療・福祉機関の経営者や事務長、看護部長

を、社会科学の立場から推進し、今後高齢化の進む

福祉等も包括した世界水準の医療の理論・実証研究

グデータの分析、そして医療の周辺領域である介護・

等の提供体制、費用対効果、レセプト等の医療のビッ

「教育」の側面における構想を紹介しよう。

や「ＭＭＡ」等の科目として、医療専門職を対象に

コースを設けたいと考えています」
（佐藤教授）

程は存在しなかった。これからの社会保障・医療制

そこで、医療保険や診療報酬から、
「かかりつけ医」

医学の立場から医療経営・管理の知見が提供されて

一橋大学の医療経済の研究・教育について、先に

社会科学の総合的専門教育を受けた

「医療政策・経済研究センター」を立ち上げ、

を惹きつけていきたいですね」
（佐藤教授）

会科学に対するニーズは確実にあるので、その方々

をスタートさせる。その後、平成 年度までに一橋

て平成

年度から授業

年度の準備期間を経

15

これまでの四大学連合の連携を、より強化していく

大学と東京医科歯科大学が連携し、修士課程「医療

30

人材を世に出す

四大学連合をバックグラウンドに、

29

28

22

一橋大学発「医療政策・経済研究センター」
「医療経済専門職コース」が誕生します

等、医療や介護というキーワードでさまざまな研究

になるでしょう。経済研究所や国際・公共政策大学院

際にセンターが立ち上がれば私は商学研究科と兼任

です。また、今回は経済学研究科が中心ですが、実

れらが教育にフィードバックされる可能性は大きい

続的な調査・分析をもとにした事例は必要ですし、そ

すが、時間の経過とともに古くなっていきます。継

による事例研究はありますし、私自身も持っていま

たい、というリクエストがあった場合。個々の教員

機関の予算管理がどうなっているか良い事例を知り

れます。たとえば医療機関の経営者が受講し、医療

クボーンが存在することによって、教育が高度化さ

「研究と教育は両輪です。研究センターというバッ

点を形成する計画だ。

学術研究と政策課題解決を連結させた政策研究の拠

標に、
「医療政策・経済研究センター」を立ち上げ、

世界各国に先駆けて提言していく。以上のことを目

そんな場になればと考えています」
（佐藤教授）

まざまなデータにアクセスできる。研究センターが

分野の研究者と接点が持てる。医療経済に関するさ

をつなげていきたい。一橋大学に来ればさまざまな

ンクタンクとのネットワークをつくり、研究者同士

あくまで『拠点』として、ほかの研究センターやシ

が、単独でできることには限界があります。我々は

に、研究センターではデータ収集や分析を行います

「エビデンスに基づく医療政策を考えていくため

が描けるといいと考えています」
（荒井教授）

をより良いものにしていく。このようなスパイラル

療経済コース』や『エグゼクティブ・プログラム』

していただき、その後の研究に役立てる。そして『医

療機関という現場の取り組みをサンプルとして提供

計分析のツールを提供しながら、一方で自治体や医

事長の方、こういった方々に対して、管理会計や統

療に携わる自治体職員の方、医療機関の病院長や理

ら受講者に協力を仰ぐことも考えられます。地域医

ろん修了した科目は単位として認定されます。つま

大学に在籍しながら履修することが可能です。もち

定です。募集は各大学・研究科で行い、学生はその

科大学、東京工業大学がそれぞれ科目を提供する予

「一橋大学が提供する科目のほかに、東京医科歯

ということだ。

て、受講生に一つの大きな「公共財」が提供される

る。それは、各大学が科目を「持ち寄る」ことによっ

学間連携の新しいモデルを提唱するという側面もあ

ことは間違いない。

科学の立場から医療経済の研究・教育を深められる

部の影響力が存在しない一橋大学だからこそ、社会

研究科間の垣根がなく、学内に医学系の研究科・学

が、詳細についてはこれから詰めていくことになる。

ス科目の設定等、ある程度の青写真は描かれている

合領域コース」や「ＭＭＡ」を整理・再構築したコー

充てられる。千代田キャンパスでの開講、既存の「複

だ。

士課程で医療経済の研究者を育成したい」とのこと

そして両教授に共通の目標として、
「最終的には博

なモデルになるでしょう。それが四大学連合の元々

もいい』ということです。これは大学間連携の新た

り、医療経済を学ぶうえでは『どこから入ってきて

最後に付け加えておくと、今回の取り組みには大

者が参加することになります。その意義も大きいで
すね」
（荒井教授）
ここで重要なのは、ネットワークというキーワー
ドである。従前の東京医科歯科大学との連携はもち

社会科学に特化した研究科ならではの

すね。医療経済という、課題解決を必要としながら

学の修士課程の学生もぜひ、視野を広げてほしいで

の構想でもあります。この機会を活かして、一橋大

トワーク、海外の研究機関とのネットワーク、そし

ポジションを有効活用しながら、

同時に発展の可能性を持ったこの領域に、１人でも

ろんだが、一橋大学内の研究者間の学部横断的なネッ
て研究の成果がフィードバックされる教育の現場で

大学間連携の新たなモデルを提唱する

教授）

多くの学生が進んでほしいと考えています」
（佐藤

の受講者間のネットワーク……さまざまな広がりが

冒頭でもふれたように、平成 年度は準備期間に

23

想定される。
「受講者からのリクエストだけではなく、こちらか

28

「第13回一橋大学関西アカデミア」の議論で展開された
真の復活を目指す日本企業のあるべき姿

2016年2月20日（土）
、大阪市の大阪国際会議場にて開催された「第13回一橋大学関西アカデミア」
。

今回は、国内企業の業績が回復基調にあるとされている時期に、
その回復が本物かどうかを問うテーマが設定され、

一橋大学の教授陣、経済の専門家による多角的な議論が展開された。
未来における日本企業のあるべき姿を考察したシンポジウムをレポートする。

ここでは、
「日本企業の復活は本物か？」と銘打たれた議論を通し、

状況だと指摘した。つまり、人件費

売上高経常利益率との乖離が著しい

期と同様に現在もこの付加価値率と

合である。リーマンショック前の時

て、外部購入費を差し引いた額の割

価値率とは、企業の総売上に対し

が、
「企業の付加価値率」だ。付加

加えて青島教授が着目していたの

めには、この産業構造を変えること

メーカーが国際的な競争力を持つた

となった。自身の分析の結果、国内

電機メーカー担当の証券アナリスト

ンクタンクや外資系証券会社で大手

せた佐藤氏は、その後、国内証券シ

研究員としてキャリアをスタートさ

した。日本ビクタービデオ研究所で

ない産業構造」になっていると指摘

機業界について、
「まったく儲から

政策によってもたらされた
収益の向上は
果たして本物なのかという
問題提起
アカデミアは、悪天候にもかかわら

などの固定費を削減し、長期的な投

かという点を問題提起した。株価の

せたアベノミクスの効果は本物なの

財政出動によって企業収益を向上さ

青島矢一教授が、大胆な金融政策や

あるイノベーション研究センターの

いうテーマのもと、最初の登壇者で

融政策によって円安、株高が誘導さ

う現実にも触れ、アベノミクスの金

分のほとんどが為替差益であるとい

車産業においては、営業利益の増加

恵を受けている輸出産業、特に自動

ということだ。さらに円安による恩

にあるのが今の日本企業の姿である

によって、利益だけが増大する傾向

に関する意識の違いだ。欧米企業

採算部門の売却と優良事業の買収

ら、佐藤氏がまず言及したのが、不

合電機メーカーの数字を用いなが

メーカーを大きく上回る欧米の総

営業利益額、営業利益率が日本の

た。

が不可欠であるという結論に至っ

回目の開催となった今回の関西

ず１７５人もの方々が参加し、大盛

資を圧縮した分を利益に乗せること

上昇や企業の経常利益率改善の推移

が

かい り

「日本企業の復活は本物か？」と

況の幕開けとなった。

をグラフで提示しながら説明し、ま

れ、一見好転したかのような日本企

年以上前に事業再編を果たし
た雇用に関する数字として完全失業

13
ながらも、基本的に横ばいの状況に

復活」とする向きがあることを認め

や、実感を伴うものとして「回復・

率の低下の状況も紹介。その数字

を訴えた。

本企業の課題について議論の必要性

そうした問いかけを行うことで、日

に高まっているのか。青島教授は、

のか、最重要事項である競争力は真

業の収益状況は本当に改善している

のが佐藤氏の見解だ。

択と集中がなされていないという

を担う企業がまだ多く、事業の選

ではいるものの、幅広い製品分野

た一方で、日本国内では一部進ん

の会社や事業が統合された企業形

ではコングロマリット型（異業種

佐藤氏はその必要性を指摘。日本

カーが横断的に行うべきものだと

この選択と集中は、国内電機メー

ある名目の売上高、減少傾向にある
いて疑問を呈した。さらに完全失業
率の低下については、２０１４年度
における雇用者数増の内訳は週 時

間未満の就業者と非正規社員が主で

社も

問題提起に続き、基調講演を行っ

また、国内の苛烈な競争で疲弊し

どのリソースも 等分されている。

存在しており、その結 果、 人材な

態）の総合電機メーカーが

たのは、株式会社産業創成アドバ

あり、その増加分が完全失業率低下

イザリー代表取締役の佐藤文昭氏。

てしまうというデメリットが生じ

40

10

の要因となっていることを指摘し
万人増加している現状にも触れ、そ

佐藤氏は冒頭、日本の製造業の中

た。また、 歳以上の労働者数が

の増加分もまた就業者数増の要因の

産業構造、グローバル化に
言及した基調講演で
明らかになった日本企業の
課題とは？

人件費などを根拠に、現状認識につ

10

る。各々が特化すべき事業を吟味

10

35

で一時期は代表的な存在だった電
一つであることにも触れた。

65

村田光二理事・副学長
青島矢一教授
佐藤文昭
産業創成アドバイザリー
代表取締役
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村田光二

一橋大学理事・副学長
問題提起

青島矢一

一橋大学イノベーション研究センター教授
基調講演Ⅰ

佐藤文昭

株式会社産業創成アドバイザリー代表取締役
基調講演Ⅱ

クリスティーナ・アメージャン

一橋大学イノベーション研究センター教授

たマネジメントが日本の電機メー

がら、海外のマーケットを見据え

し、性質の異なる事業を構想しな

ら生まれてくるとアメージャン教

ノベーションはこのような文化か

イデアを取り入れる必要があり、イ

材を登用し、新しい発想、新しいア

で事業を構想するには、多様な人

いう状況は、徐々に変わりつつある

士が競争によって疲弊していくと

授は、国内市場の中で日本企業同

に技術政策に携わってきた江藤教

経済産業省の行政官として、主

ン教授だ。アメリカのハー

リスティーナ・アメージャ

た の は、 商 学 研 究 科 の ク

続いて基調講演を行っ

争力が身についていく。そうした

したリスクを受け入れることで競

いうリスクも考えられるが、そう

よって混乱や効率性の低下を招くと

授は語った。もちろん、多様化に

つの企業内でも事業部を横断する

たな価値創造の可能性にも言及。一

れたコングロマリット体制での新

に同意を示しながら、問題点とさ

た事業の選択と集中に関する提言

と指摘した。また佐藤氏が主張し

した。

カーに必要であると佐藤氏は主張

バード大学を卒業後の１

戦略があれば、コングロマリット

佐藤氏、アメージャン教授の意見

アプローチが、日本企業の発展に

は、日本企業が真の復活を遂げる

は、
「 世界で競争するのではなく、

９８１年に来日したアメー

り返り、
「結構グローバル

ためには抜本的な改革が必要であ

世界の一員として一緒に働くこと」

ジャン教授は、
「 奇 跡」と

だ っ た 」 と 表 現 し た。 た

るという意見で一致している。一時

という持論を披露。日本の高い技

の強みを活かすことができ、その決

だ し、 そ の 時 代 の グ ロ ー

期の収益向上に安堵するのではな

術を国際標準にすることを目指す

は必要なのだと、アメージャン教授

バ ル と は、 日 本 と ア メ リ

く、将来を見据えた変革への決断

は力説した。

カといった２国間で成立していた

が必要であるということを、強く

言われた当時の日本を振

ものであり、日本のやり方・モノを

のではなく、普及させるという姿

日本企業のグローバル化について

あると説明した。

断ができる経営者の育成が急務で

海外に持っていくだけのものだっ

訴えた。

勢で臨んでこそ、ビジネスメリッ

その後のディスカッションでは、

トが生まれると語った。

青島教授からの「一定の合理性を

に乏しい。外国人や女性の取締役

に比べ、日本企業はダイバーシティ

入れて事業を展開させる海外企業

る。世界的なマーケットを視野に

る組織構造や企業の体質改善であ

められるのは、多様性を受け入れ

先立ち、先に行われた基調講演につ

として参加し、ディスカッションに

ターの江藤学特任教授がパネリスト

者に加えてイノベーション研究セン

パネル・ディスカッションだ。講演

教授がパネリストとして参加した

司会者とし、佐藤氏、アメージャン

最後のプログラムは、青島教授を

ムとなった。

する議論が展開されるシンポジウ

日本企業に必要なことを、深く考察

佐藤氏が意見を述べるなど、今後の

か、政策による企業保護の問題に

状況でも限界は近いと指摘したほ

答。アメージャン教授が、今はいい

う問いかけに対し、パネリストが回

べて変える必要があるのか」とい

持つ今の国内産業の仕組みを、す

の起用が少ないことを例に挙げ、日

いてコメントした。

新たな価値創造を実現する
経営者の育成と
ビジネスメリット最大化の
ための発想の転換

たと指摘。現在の多国籍、多文化
による「グローバル」は、
「昭和の
グローバル」とは性質を異にする
ものであり、さまざまな国が関わ
る中で新たな価値を創造すること
世紀の企業に求

本企業における多様化の遅れを指

だと主張した。

摘した。世界を視野に幅広い視点
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一橋大学大学院商学研究科教授

開会挨拶・大学紹介

クリスティーナ・アメージャン教授
一橋大学イノベーション研究センター教授
青島矢一

司会

青島矢一
閉会挨拶

一橋大学イノベーション研究センター特任教授
学
江藤

株式会社産業創成アドバイザリー代表取締役
佐藤文昭

一橋大学大学院商学研究科教授
クリスティーナ・アメージャン
パネリスト
パネル・ディスカッション

シンポジウム「日本企業の復活は本物か？」
第13回一橋大学関西アカデミア

日時：2016年2月20日（土）13：30〜17：30（13：00開場）
場所：大阪国際会議場
主催：国立大学法人一橋大学
協賛： 大阪ガス株式会社、オムロン株式会社、関西電力株式会社、
小林製薬株式会社、塩野義製薬株式会社、住友生命保険相互会社、
住友電気工業株式会社、株式会社富士通マーケティング、
株式会社村田製作所（順不同）
プログラム

江藤学特任教授

第49回

ビル・エモット氏如水会講演会＋エルメスの会

２０１６年４月 日、東京・一ツ橋の如水会館で、一橋大学の女性卒業生有志の会「エルメス」の企画による如水会講演会

自ら学び、発信する。
「エルメス」の躍動が始まった

一橋の
女性たち

１９４５年に出版された。エモット氏は、戦後 年

大な崩壊へと陥れた世界大戦の厳しい教訓として、

女性のエンパワーメントは、その重要な要素だとい

プン・ソサエティー」が必要だと、氏は強調する。

午後７時から始まった如水会講演会には、諸先輩

た素晴らしい時代であったと述べ、今はかつてない

う特徴を持つ「オープン・ソサエティー」が開花し

がすような大問題と同列に挙げてよいほど、大切な

本当に、女性のエンパワーメントは、国家を揺る

う。

をはじめ「エルメス」のメンバー、学部学生など幅

問題なのだろうか？ 講演会の終了後、如水会館１
ポピュリズム政治、言論の自由の規制・監視。東西

エルメス：今のこの世界状況の中でのオープン・ソ

ンバーによる懇親会が行われた。

階のレストランで、エモット氏と「エルメス」のメ

きたエモット氏が、この日講演テーマに選んだのは、

陣営崩壊以降の経済の大きなグローバル化の、ある

サエティーの議論は、まさに的を得たものだと思い

宗教的な不寛容、テロリズム、移民、経済停滞、

「オープン・ソサエティー」
。カール・ポパーが著した

意味のつけが一気に噴き出しているかにも見える、

ます。それを、女性のエンパワーメントと結びつけ

『開かれた社会とその敵』
（原題〝 The Open Society
〟）に基づく用語だ。世界中を巨
And Its Enemies

現在の世界情勢。その中でこそ、今改めて、
「オー

国際ジャーナリストとして常に第一線で活躍して

ほどの脅威にさらされていると警鐘を鳴らした。

は、大衆教育の普及、言論の自由、機会の平等とい

70

広い年代の１００人を超える方々が参加した。

自由の殿堂の扉を開く

商学部の授業との連動など、
「エルメス」の活動は、
「一橋の女性たち」の企画の中で、広がりを見せている。

女性のキャリア形成やワークライフ・バランスなどをテーマとしたシンポジウム、ゼミ生も参加しての公開対談、

タテ・ヨコ・ナナメのネットワークが自然に生まれ、さまざまな試みを実現してきた。

今年３年目を迎えた「エルメス」は、人気の連載企画「一橋の女性たち」にご登場いただいた女性卒業生を中心に誕生したもの。

「オープン・ソサエティーの重要性（ The importance of the open society
）
」が開催された。
講師は、日本通で知られる国際ジャーナリストのビル・エモット氏。

12

企 画
載
連
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たこと、しかもそれを、
ビル・エモット氏が語っ
たことは、大変な意味が
ありました。
エモット氏：ははは、私
のキャラは、まさに、オ
ジサンですからね（笑）
。
エ ル メス：日 本 政 府 は、
女性の活性化を国家戦
略と位置付けていますが、高度に教育を受けた人材
を活かして、国力を高め、国際社会に付加価値を提
供するための、国家的な投資という文脈ではなく、
「かわいそうな人」を助けてあげるという、従来の
福祉のスキームで対応しているように思えます。
エモット 氏：どうして、これだけ高い教育を受け、
国際的な経験も豊かな人材を眠らせておくんだ、と
てももったいないと、ずっと思っていました。
（眠れる森の
エルメス： La Belle au bois dormant
美女）！ 一方で、エコノミストをはじめとする欧
米のジャーナリストが、
「日本の女性は虐げられて
いてかわいそう」という、昔ながらのトーンで記事
を書くのも、違和感があります。

※１

な

エモット氏：いや、私は、日本の女性たちがどんな
に強いか、よく知っていますよ。篠田桃紅さん
んて、１０３歳で現役ですからね。
エルメス：欧州でも、１９６０年代ぐらいまでは、
相当なジェンダー・ギャップがあったのですが、急
速に変化しましたね。どうしてあれほど短期間にが
らりと変わったのでしょう。
エモット氏：１９８０年代以降、イギリスでは産業
構造の変化がありました。重厚長大産業からサービ
スセクターにシフトした。構造変革の中で新しい雇
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講師のビル・エモット氏

※１ 篠田桃紅（しのだ・とうこう）
。ニューヨーク在住の画家、版画家。

山下裕子准教授（右）

1956年ロンドン生まれ。オックスフォード大学卒業後、英国の伝統あるリベラル経済誌、エコノミスト誌の記者として、ブリュッセル支局に勤務。その後、

ビル・エモット氏（Bill Emmott）

国際的な注目を浴びていた日本に移り、1983年から３年間同誌東京支局長を務めた。1990年に出版した『日はまた沈む』で、日本のバブル崩壊を予測
したことで国際的な脚光を浴びる。その後、若くしてエコノミスト誌の編集長に着任、社会主義陣営崩壊、中国の自由化と大きく変わる世界の中で、一
貫して、格調高い雑誌のトーンを守りながら、グローバルなリベラリズムの論陣の新しいフロンティアを構築した。現在も幅広く活躍するが、激動する欧
州の未来を論じる場として、Wake-up Europe財団を立ち上げ、運営にあたっている。

因を取り除いていくことが必要なの

富やアイディアの創造を阻害する要

まれてきます。その意味で、新しい

用機会が生まれ、労働に流動性が生

席を割り当てられるようでフェ

効でしょうか？ 底上げされて

エ ル メ ス：ク オ ー タ 制

す。

盤に影響を与えていると思いま

割は非常に重要です。

エモット氏：そうですね。教育の役

すね。

女共学になったのは１９７０年代で

エルメス：オックスブリッジ

恐れずにやってみてはどうかと

ているのですが（笑）
、失敗を

理的には、私の主義主張に反し

エモット氏：クオータ制は、原

ですが。

アではない感じもしてしまうの

※３

は有

です。

エルメス：それなのに、もう、１９

思います。何も変えずに、抑え

が男

７９年に女性首相が誕生している。

込むよりもずっといい。

※２

ヒラリー・クリントン氏の苦戦ぶり
を考えると驚きです。政治の分野も、

エルメス：メルケル首相もそう。男性の首相は、お

エモット氏：サッチャー元首相は、働き者の逞しい

です。女性のロールが、母か娘しかない。

る「エルメス」の国際会議に向けて、一同、力をも

領は発揮される。２０１８年に開催を企画してい

れらが母校。オープンに開いてみてこそ、その本

いう危惧の声もあったほどである。自由の殿堂、わ

ブで明るく前向きだ」と勘違いしないかしら？ と

過ぎて、もしかして「日本の女性は皆、アグレッシ

会合はあっという間だった。一橋の女性たちが元気

議論は終始白熱し、２時間の

女性は、プライベー

らった。

日本で女性の進出が遅れている分野

トでは個性を大切に

父さんキャラや息子キャラを演じていませんよね。

母のロールを演じました。

生きているから、そ

方が、日本のモデル

スよりは、ドイツの

エ モット 氏：イ ギ リ

ぎるんです。

水会々報 月号」または如水会ホームページでご覧

たことに御礼申し上げます。なお、講演要旨は「如

いご協力を仰ぐことができ、このような盛会となっ

とのコラボで開催が実現しました。如水会から幅広

※今回の講演会は、エルメスと同窓会である如水会

のギャップが大きす

に近いかもしれませ
と家父長制の伝統が

Emmott.pdf

http://jfn.josuikai.net/koho-doc/20160518_

いただけます。
今でも社会構成の基

んね。産業資本主義

7

※２ イギリス・オックスフォード大学とケンブリッジ大学の併称。 ※３ Quota System＝政治システムにおける割当制度。
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一橋の女性たち

講 演 会 を 終 え て

「黒帯のリベラリスト」
「一橋の女性たち」
、今回は誰が登場するのだろう、

たとえば、講演会後の学生たちと黒帯マスターの問

答はこんなふうだった。

学生：オープン・ソサエティーでは、民主主義と言

しかし、私たちはそんなに活躍していないわけでは

特異である。

論の自由が最も重要と言われましたが、日本では、法

と楽しみにページを開かれた読者は、ぎょっとされた

ない。これらジェンダー・ギャップ指数は、国ごとの

黒帯： Fight!より有効なコミュニケーションの手
段を見つけるために戦ってください！

男女比なので、男性の比率が高いと相対的に低くなっ

もう十二分に頑張っているのに。これ以上、どう頑張

学生：就職活動しているのですが、オープン・ソサ

かもしれない。男性、しかも、外国人のオジサン（失

来日にあわせ授業での講演をお願いしていたのだ

れと？ 悪いのは私たちではない。組織への帰属・家

エティーの理想にかなう企業があるようには思えない

礼！）だ！ 『日はまた沈む』の頃からのファンの方

が、私は今学期学部の授業を担当していない。ゼミで

族給に基づく給与体系・長時間勤務という日本型企業

律上、言論の自由が認められていても、実効性の問題

特別にお話しいただくか。それではもったいないな

システム、異常に男性が頑張りすぎている社会だから、

時、どうしたらいいですか？

ならばさらに驚かれるだろう。あのビル・エモットが、

あ、と思っていたところ、如水会が講演会として開催

その裏面で家事労働が重くなる。それなのにさらに男

アで民主的で、あなたが理想だと思う会社で、雇用を

として、僕たちのような若者に社会に言葉を届ける手

してくださることになった。

性と同様に、企業でフルタイムで働くなんて無理だっ

生み出してください。社会が確実に変わりますよ。

てしまうのだ。

エモット氏が現在取り組んでいるのは、オープン・

たというのが、Ｍ字カーブと、超少子化という結果に

段があるとは思えません。

ソサエティー。聞けば、次のテーマは、女性のエン

表れている。

「『女性が輝く社会』は、うんざり、と多くの女性た

パワーメントとおっしゃるではないか。二つはつな

「その挙句の『日本死ね』でしょう」と言いかけて、

ちが思っています」
。懇親会でこんな発言があった。

がっているテーマだという。それではということで、

思わず口をつぐんだ私であった。

なぜ、
「一橋の女性たち」のコーナーに？

一橋の女性卒業生有志の会「エルメス」との共催と

本死ね』は、言ってはいけない言葉だ。自分が祖国に

心情的には分かりすぎるほど分かるけれども、
『日

社会に対して自分の意見を表明し、行動する責任を

せず、言論と行動の自由を保障されているかわりに、

の言葉を話す個人がつくる社会だ。誰もあなたに強制

オープン・ソサエティーは、自分の足で立ち、自分

黒帯：自分で会社をつくったらどうですか？ フェ

いう形を取り、講演会の後に懇親の場を持たせてい
「『日本の女性はかわいそう』というスタンスはやめ

負っている。

ただいた。

帰属しているという大前提に立って、その祖国に要求

次の方向性を悶々と考えていたある日、ゼミの卒業

な責任を果たすべきだろう？

思いがけぬ進化を始めたエルメス、私たちは、どん

する権利を持つ。要求が受け入れられないと、
『死ね』

日本通で知られる、エコノミスト誌の伝説的な元編

という稚拙な言葉を放つ。

てくださいね」
集長である。その著書の影響力は大きい。この点は、

ああ、やっぱりそれでは、私たちは、
「かわいそう

あっても働き続けたいなと思ったんです。自分が世の

の経験を経て、働くって素敵だな、一生どんなことが

な人たち」ではないだろうか。社会に声が届かないか

目の前にいるのは、百戦錬磨の言葉の戦いを生きて

中の役に立てるのは何だろうって、ずっと考え続けた

世界経済フォーラムが毎年公開しているジェンダ

しっかり伝えておきたい。

きた黒帯マスター。バブル崩壊を予見し、編集長とし

結果です。会社の人たちにはとても感謝しています」

生の女性が研究室を訪ねてきてくれた。卒業後勤めた

アジアの国々にもうんと引き離され、下にはアラブ・

て、欧米人知識層の必読雑誌へとエコノミスト誌をリ

会社を辞めて、海外の大学院に進むという。
「３年間

アフリカの国々ばかりである。エコノミスト誌をは

ポジショニングし、売上を倍増させた。ベルルスコー

若者たちのほうが着実に黒帯への道を歩み始めている

らではなく、主張を理解してもらえるような、言葉の

じめとする欧米ジャーナルのデータソースであるＯ

ニの汚職と腐敗を糾弾した時、脅迫も恐れず、論陣を

力を磨いていないことが、である。

ＥＣＤの指標でも同様である。先進国なのに日本の

張った。その後、イタリアに渡り、映画までつくって

ー・ギャップ指数によれば、日本は、１４５か国中

女性の社会進出は、男性中心主義の文化が支配的な

のかもしれませんね。

１０１位（２０１５年）
、先進国で最下位はもちろん、

国々と同レベルの状態なのだ。教育レベルの高さ、健

しまった人である。

（山下裕子）

屈託のない笑顔に、ふと、肩の荷が下りた気がした。
康・長寿率等の他の高い指標とのアンバランスぶりは
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Taro Kamioka

リノイ大学と言えば、Ｗｅｂブラウザのインターフェース

に革命をもたらした「 Mosaic
」発祥の地です。世界中の情
報がリアルタイムかつ無料で把握できる基盤がつくられて

いたわけです。その頃、まだ人口の０・０１％もインター

ネットに接続できていなかったのに、現地ではもうネット

今日もそういう時代ですが、今振り返ってみると、それが

私はもともと心理学を専攻していました。認知科学、認

始まったのはこの頃かもしれません。シリコンバレーは訪

広告のビジネスが始まっていました。一般には通話料金を

で言う人工知能ですね。そこで私はコンピュータによって、

問するたびに新しいビジネスモデルを掲げる企業が生まれ、

知心理学、生理心理学など、人間の思考・判断・記憶に関す

人間がどういうふうに思考するのかを再現しようとしまし

消えていました。インターネットがマーケティングに使われ

支払って電話線をインターネットに接続していた時に、私

私はマーケティングとＩＴ（情報技術）の関係、そして

た。しかし、まだまだ演算処理能力が低かったのです。今

るようになり、まだ利益を全く出していないヤフーやグーグ

マーケティングとＩＴが

それらが企業の中でどう機能し、企業の競争力に結びつい

はディープラーニング（人工知能が学習を通して事象の認

ルに投資が集まっていました。
「これは世の中が変わる」と

のアパートではＴ１常時接続も始まっていました。さまざ

ていくかを研究しています。

識や分類を行うこと）等の研究開発が進み、コンピュータ

ることに興味があったのです。その領域は、テクノロジー

中でも関心を持っているのは、それらをリードするＣＭ

と人間が囲碁やチェスで勝負することも珍しくありません。

直感しました。エンドユーザーが企業と情報をシェアしなが

の進歩とともに、コンピュータによるシミュレートを試み

Ｏ（最高マーケティング責任者）とＣＩＯ（最高情報責任

当時、同じようなプログラムを動かそうとすれば一手を指

ら生活を送る、そんな時代になると感じたのです。

まな新しい試みが短期間でどんどん時代を先に進めていく。

者）の役割です。さらに、今の企業はデジタル化に向かう

すのに一晩かかっていましたから。これで人間の思考の本

始めるようになりました。１９８０年代初頭の頃です。今

社会や顧客に対応できなくなっており、企業トップは構造

質に迫るのは無理だとあきらめました。

意気揚々と日本に帰ってきたら、マーケティングの情報が

転換の必要性を感じています。いわゆるデジタルトランス

タル責任者）にも関心を持っています。残念ながら日本に

ジタルトランスフォーメーションを担うＣＤＯ（最高デジ

し、イリノイ大学で研究していたのですが、それはちょう

タラクションの分野に興味を持ち始めたのです。私は渡米

人とコンピュータが補い合うヒューマンコンピュータイン

織として活用する「仕組み」が日本の企業にないからだと思

たのです。高度なマーケティングやＩＴ以前に、それらを組

報を競争力向上に結びつけることができていない状態だっ

円もの投資をして情報を集めているにもかかわらず、その情

うまく活用できていない現実を知りました。大企業が何十億

おいては、他国に比べてこれらのプロフェッショナルとし

どインターネットが民間に開放された直後の時期です。イ

そこでコンピュータに人の思考を代替させるのではなく、

ての位置付けが明確ではありません。これらが、日本がグ

になっています。ＣＭＯとＣＩＯの両方の要素を持ち、デ

フォーメーションということが、グローバルでキーワード

企業にもたらす競争力の研究

世界の劇的な変化を目撃する

心理学からコンピュータ領域を経由して渡米。

ついて研究を重ねています。

を通してマーケティングとＩＴというホットな境界領域に

そこで国内外のＣＭＯ、ＣＩＯ、ＣＤＯの方々との交流

う考えています。

ローバル競争力を発揮するうえで重要な役割を果たす。そ

マーケティングとＩＴを活用して、
日本企業の新しい「仕組み」をつくり出す

chat in the den

神岡太郎
商学研究科教授

研 究 室 訪 問
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chat in the den

能するリーダーシップが必要だと思い、その研究に興味を持

なＣＭＯ、ＣＩＯといった、企業の各部門に対して横串で機

行おうとしていました。そこで私は、冒頭でお伝えしたよう

ンドユーザーに発信したりすることを、各部門でバラバラに

がっているか。ニーズを理解して商品開発につなげたり、エ

いました。エンドユーザーが何を欲しがっているか、知りた

けないでしょう。

イクをしながら、つまり走りながら「次」を考えなければい

から、その変化は加速化されています。未来予測やリスクテ

トだからです。特にＩＴが企業経営に不可欠の技術になって

と変化するビジネス環境に戦略がマッチしなくなったらアウ

今ある経営資源や能力をもとにどうするかを考えても、刻々

企業も戦略を一度決めたらそれで終わりではありません。

てほしいと考えています。

め、その優先順位に合わせて自分を変えていく能力を養っ

せん。何が重要な問題で、どれを優先すればいいかを見極

ていることは何なのかという表面上のことだけではありま

力を養ってほしい」とよく言っています。今、現実に起こっ

必須だということも言っています。たとえば 年前でも、こ

もう一つ、テクノロジーを価値に変えるには社会科学が

ち、その活動は現在進行形で続いています。

走りながら「次」を考える能力と

価値提供を行うビジネスにシフトした、

エンドユーザーに

一方で、そういった革新的な技術をビジネスの価値とする

リコンバレーに行けば、試作がごろごろしていました。ただ、

には相当なギャップがあることを実感し続けています。人

ビジネス化されようとしているＶＲ（仮想現実）機器は、シ

スタイルが求められる
かつて日本が高度経済成長期にあった頃は、エンドユー

間や社会を見ている社会科学がこの問題に大きな貢献がで

を奪われてしまいました。顧客もテクノロジーも目まぐる

お家芸と呼ばれていた産業は、海外の企業に次々とシェア

す。しかし時代は変わります。家電や自動車など、日本の

役割を分担してその方向に進めば、何とかなっていたので

が買ってくれるのかが分かりやすい時代でした。各組織で

うまくいっていました。商品や技術の何を改善すれば顧客

のように次々と利益を生み出す「金のなる木」は、できるだ

くもｉＰｈｏｎｅを市場に投入しました。一昔前ならｉＰｏｄ

えばアップルはｉＰｏｄが業績の半分を占めていた時点で、早

企業がそれにチャレンジした例は、いくつもあります。たと

業と異なり、歴史ある企業には難しいところです。ただ既存

ルが、より求められる時代になったように思います。新興企

やってみないと分からないようなことにチャレンジするスタイ

の中に組み込むかということではないでしょうか。シリコ

くという文化やプロセスを、どうやって今の企業の仕組み

世界にいるのですから。失敗して、学習をして、変えてい

す。私たちはもう、
「やってみないと答えが出ない」という

の失敗は許容して、そこから学ぶ以外にないと答えていま

すればいいのか」という質問を受けますが、私はある程度

ています。講演会などでも経営者の方々から「じゃあどう

かにしてそういう人材を育てていくかが大きな課題となっ

ザーを見据えた「仕組み」がなくても、タテ割りの組織で

しく変化する中で、組織もビジネスモデルも、今までのよ

ピークに達するずっと前に、将来の顧客にとっての価値を提

け延命することが企業として当然の判断でした。その商品が

ンバレーでも、失敗したことがない企業や人は存在しない

一夜にして新興企業に取って代わられようとしています。た

ティングを重視する企業に構造改革しようとしています。

来なかったＣＭＯ、ＣＤＯを擁して、顧客価値創造、マーケ

ジタル領域を組み合わせた事業を育てています。しかも、従

インメントビジネスから撤退し、金融業を捨て、製造業とデ

北海道大学文学研究科行動科学専攻博士課

学博士号を取得。1990年より一橋大学商学

程単位取得退学。2005年北海道大学にて工

部専任講師、助教授を経て、2004年より現

職。2007-2010年役員補佐（学生担当、社

テム改革検討会委員（総務省）
、国土交通省

会連携他 担当）を兼務。また政府情報シス

トレーサビリティ・サービス推進協議会座長

等を務める。研究領域は、企業全体規模で

に実現するのか、またその仕組み。近著に

情報システムやマーケティングの機能をいか

『マーケティング立国ニッポンへ』
（共著）／

日経BP社（2013年）
、
『CIO学』
（共著）／東

ング最高責任者』
（共著）／ダイヤモンド社

京大学出版会（2007年）
、
『CMO マーケティ

もちろん、注文するのは簡単です。企業にとっては、い

うな形ではうまく機能しなくなりました。欧米企業では、

供するために、自ら破壊したわけです。新興他社がそれを始

はずですから。
（談）

きると考えています。

組織全体を俯瞰し、デジタルをうまく活用して全体をトラ

せん。ＧＥもどんどん事業転換を続けています。エンターテ

めた時にはもう手遅れだという危機感があったのかもしれま

とえば、タクシーやホテル業も、新興の Uber
や Airbnb
と
いったシェアリングエコノミー企業に、多くのシェアを取っ

やってみないと答えがない時代だからこそ、

神岡太郎（かみおか・たろう）

ンスフォームしようとしています。
今日、企業の枠というものが簡単に超えられる時代になろ

本当に価値のある伝統は大切にすべきでしょう。一方で、

アップルやＧＥなどの成功事例

こ数年で日本に普及したスマートフォンや顔の認識技術、今

15

うとしています。これまで長年積み上げてきたビジネスが、

て代わられるかもしれません。広告ビジネスや金融ビジネス
ます。グーグルが自動車を開発する時代でもあり、逆に自動

失敗を許容し、学び、変えていく姿勢が重要

（2006年）などがある。

が、デジタル系の企業や新興企業に、仕事を奪われつつあり
車メーカーが、ＩｏＴ（さまざまな機器をインターネットに

私は学生に、つねに変化する世界の中で「現実を見る能
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接続する技術）によって、新しい保険業を試みる時代でもあ
るのです。

商学研究科教授

Shinji Koiwa

chat in the den

「音楽史の研究者」
×
「社会科学の一橋大学」
私の研究分野は、音楽学／西洋音楽史、とりわけ
世紀のピアノ音楽に関する歴史です。これまでの

主な研究業績はピアノ協奏曲（ピアノ・コンチェル
ト）に関わるものでした。しかし、前任地の静岡県
浜松市（静岡文化芸術大学）で楽器産業と芸術創造
のダイナミックな関係を目の当たりにして、さまざ
まなことに気づかされたのです。自分が歴史研究者
として書きたいと思っていたことが「今、そこに」
起きているらしいこと。自分が周囲の学生とともに
「歴史の証人」になり得ること。そこに音楽文化研

世紀当時のモダンな作曲家なのです。マーケット

を意識した優秀な作り手だった、と言ってもいいか

専攻してきましたが、おそらくずっと、音楽という
よりも「人間と音楽の関係」に興味を持っていたの

もしれません。そのような話をすると、プロのピア

ニストでも「そういう視点で楽譜を見ると、また違っ

たものに感じる」とおっしゃる方がいます。

あくまでその時代の聴衆に聴かれるべきものとして、

年、３００年残すためにつくられたわけではなく、

的な存在としてあったわけではありません。２００

されているものは、最初からすべてを超越する絶対

音楽は存在しているのです。偉大な作曲家や作品と

も１人ではなく、コミュニティやソサエティの中に

ました。音楽には必ず人間が関与しています。しか

私はそういう考え方に、学生の頃から違和感があり

作業だと考えています。
「既成の」ストーリーから

ずとらえ直していくのは、多層的でダイナミックな

というさまざまな変数を考えながら、歴史を絶え

聴衆、テクノロジー、産業、メディア、ソサエティ

る」
「彼の音楽は不変である」
。私は、楽器、演奏家、

かもしれない。曰く、
「ベートーヴェンは偉大であ

なものにするために、都合良く組み替えられている

す。しかしそれらの歴史は、話をシンプルで感動的

してできあがっているストーリーはたくさんありま

現代から過去を振り返ると、すでに一つの歴史と

なるべくしてなった、已むに已まれぬ判断を積み重

こぼれ落ちてしまうものをひも解いて話すと、本学

や

ねた結果つくられた、
「マーケティングされたもの」

の学生も「リアリティが見えてきて面白い」と感じ
それは当の作曲家たちの業績をひも解けば分かり

「音楽と産業」の関係を

ます。たとえばベートーヴェン。彼はピアノの改良
とともに、楽器製造技術の進化を試すように、さま

学生とともに研究する

決」させる楽器としてピアノを位置づけていたとも

はありません。また、数十人のオーケストラと「対

の面白さは、冒頭でもお伝えしたように浜松で改め

テクノロジーという視点に興味を持っています。そ

「音楽と人間の関係」の中でも、私は音楽と産業、

厚なものとは、実はかなり違います。彼は、オーケ

という大企業があります。ローランドはもともと大

かけはし

設立し、本社も移転しました。創業者の梯郁太郎氏

交響曲第五番「運命」のあのフレーズを思い出す

見たあのいかつい顔を想起するでしょう。そして

は、非公開の博物館で、浜名湖を借景にしながら見

です。ローランド社が開発したさまざまな音楽機器

は、 Bよ
zりも早くアメリカで「ロックの殿堂入り」
を果たし、その後もグラミー賞を受賞している人物

’

でしょう。しかし彼は、孤高の天才というよりも、

ベートーヴェンというと、誰もが音楽の授業で

います。

阪にありましたが、浜松にローランド浜松研究所を

浜松にはヤマハ、河合楽器のほかに、ローランド

て発見しました。

限らないのです。彼が想定していたのは 世紀末〜

ですが、彼は現在のピアノを前提に作曲したわけで

ざまなピアノ協奏曲を書いていました。当然のこと

るようです。

なのです。

うであろうと関係ない、という考え方があります。

や演奏内容にこそ美しさが存在し、人間や社会がど

音楽、あるいは音楽研究の世界には、楽譜の構成

だと思います。

18

ストラが大音量で鳴る時にはピアノを慎重に避けて

ストラも、その後のたとえばチャイコフスキーの重

世紀初頭のピアノであり、
「対決」相手のオーケ

18

究の可能性があること──。
本学に来て４年目になりますが、
「社会科学の一
橋大学」の言語社会研究科に身を置くことによっ
て、音楽を軸に社会科学と人文科学が交差する豊
かな研究領域に、これまで以上に関わることになる
だろうと想像しています。

ベートーヴェンが向き合った
マーケティング
私は東京藝術大学やベルリン芸術大学で音楽学を

19

19

小岩信治
言語社会研究科教授

研 究 室 訪 問

ツールを使って「ありのまま」を疑う

32
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ることができます。
音楽と産業が密接に結びついた浜松という地域で、
私は学生とともに鍵盤楽器に関するイベントを企
画・制作してきました。２０１２年に開催したのは
「バンバン！ケンバン♪はままつ」で、そのタイト
ルからも伝わってくるように、２日間で 公演、さ
まざまな鍵盤楽器による演奏を楽しめるイベントで
した。このような経験を通して、私は「産業から見
た音楽文化」は重要なテーマだと確信しています。
そして浜松にある大学から本学に移る時には、
「社

のある院生は、沖縄文化を考える切り口として三線

観点から分析・考察しました。また、社会学研究科

の広がり」について、その院生はマーケティングの

たずに音楽を扱うと著作権に引っかかってしまう

と権利が付加される構造になっていて、知識を持

いた人、演奏する人、放送する人、編集する人……

音楽著作権はとても硬直化しています。楽譜を書

の学生に情報や教材を提供しています。

について研究しています。このように、社会科学と

のです。しかし、現存の法制度に収まりきらない

りました。それが日本で知られていった時の「市場

音楽との接点に自身の研究テーマや問題意識を深め

音楽実践があることも知られています。典型的な

今、私が関心を持っているテーマの一つは、法学

であるジャズの世界です。過去にはあるジャズバ

例が、既存の旋律をパラフレーズすることが生命

さんしん

たいという学生のニーズは確実にあるのです。
の知見との組み合わせです。特に音楽著作権につい

ンドが「大 地 讃 頌 」を演奏したところ、作曲家が

さんしょう

て、誰か研究してくれないかと思い（笑）
、法学部

作品の同一性保持権を主張して裁判になりかける

アノを弾く身体』
（共著、春秋社、2003年）

会科学の一橋大学」という環境の中で、学生自身が

ということがありました。音楽と法というテーマ

トゥオーソ音楽史』
（春秋社、2012年）
、
『ピ

社会科学の研究テーマと音楽を結びつけられる場所

は日本では判例も不十分で、研究の可能性もある

と思います。本学の学生にはぜひ取り組んでほし

科准教授、2016年より同研究科教授。主な

で、研究したいと考えたのです。

いですね。

著書に『ピアノ協奏曲の誕生19世紀ヴィル

商学、社会学、法学の知見との

「ありのまま」がどういう前提でできているのか、

静岡文化芸術大学文化政策学部准教授など

コラボレーション

その前提を疑い、
「ありのまま」とは何かを問うこ

と。これは高校でも社会でもなく、大学こそが果

たせる機能です。何がベートーヴェンを孤高の天

を経て、2013年より一橋大学言語社会研究

私はいわば「音大人間」として育ちましたが、私

和洋女子大学人文学部、桐朋学園大学音楽学

が受けたような教育を一橋大学で展開することはで

才としてきたのか。自分が「自然に」身につけた

部、慶應義塾大学商学部などの非常勤講師、

きないし、その必要もありません。本学は音大では

知を、いったん突き放して見られる大学生や大学

音楽学専攻博士課程修了。
専門分野は音楽学、

ないから、というのが一つの理由ですが、もっと重

院生にこそ、ぜひ知のトレーニングをしてほしい

音楽史、ピアノ音楽。東京藝術大学音楽学部、

ですね。それは必ずさまざまな分野で活かされる

藝術大学音楽研究科博士課程単位取得満期

要な理由として、音楽文化の研究が音楽大学ではな

20

はずですから。
（談）

退学。2001年ベルリン芸術大学音楽研究科

いところで広がることが面白い、ということがあり

哲学博士（ベルリン芸術大学）
。2000年東京

ます。社会科学の研究テーマの〝コンテンツ〟とし

小岩信治（こいわ・しんじ）

て音楽が組み込まれていくことに学生が興味を感
じた時に、私を活用してほしいと考えています。実
際、大学院レベルでは、学際的な論文が生まれてい
ます。
たとえば商学研究科のある院生は、
「マーケティ
世紀のバッハの時代のヴァイ

ング×古楽」というキーワードで捉えるべき博士論
文を執筆しました。

33

オリンやチェンバロを使って、当時の歌唱法で古楽

言語社会研究科教授

80

を復興するというムーヴメントが 世紀後半に起こ

がある。

18

音楽史という

他大学に例をみない留学制度を
多面的に支える

HEPSAの活動

制度の開始から 年目を迎える「一橋大学海外派遣留学制度」は、
近年では毎年１００人近い学生を派遣する規模に拡大している。
その支援を行う組織がＨＥＰＳＡだ。

本項では、他大学にはない手厚い支援の下で留学を経験できる制度、

円）という手厚い内容である。

留学経験者同士をつなぎ、
後輩を支援し、
卒業生、大学との
連携を図る

さ て 本 稿 の テ ー マ で あ る「 Ｈ Ｅ Ｐ Ｓ

学派遣交換留学生の会」
（ Hitotsubashi

Ａ」の活動だが、正式名称は、
「一橋大

業海外留学奨学金」が加わり、両奨学金

）であり、英文頭文
dents' Association
字を取り「ヘプサ」と呼ばれている。こ

University Exchange Program Stu-

のほか、明産株式会社からの協賛による

の活動は、一橋大学の留学制度の設立

０００人近い学生の海外留学を支援して

ト、今年で 年目を迎える。組織の主体

周年を機に２００７年に活動がスター

度」となった。現在は如水会と明治産業

制度として規模が拡大し、これまでに１

が一体化して「一橋大学海外派遣留学制

そしてその制度をサポートするＨＥＰＳＡの活動について紹介する。

如水会、明治産業、
明産が手厚く支援する
一橋大学独自の
海外派遣留学制度
グローバル化の進む現代において、社

きた。

て掲げる一橋大学では、毎年数多くの学

向にあり、２０１５年度は 人の学部生

現在この制度を利用する学生は増加傾

生の有志であり、その設立の目的は、留

となったのは派遣留学から帰国した在学

会に貢献する人材の育成を教育目標とし

20

生を海外の大学に派遣している。短期研

10

30

性を持っているのが「一橋大学海外派遣

留学制度が存在する中、極めて高い独自

修、語学留学、長期留学を含め、複数の

いずれもがトップクラスの大学であり、

セアニアと世界中に広がっている。その

アメリカ、ヨーロッパに加えアジア、オ

が海外へと向かった。派遣先の大学は、

は、同制度を利用し海外留学をした卒業

フィードバックである。現在の組織体制

同 窓 会 組 織（ 如 水 会 ） へ の 留 学 成 果 の

橋大生に対する留学情報の発信、大学や

学経験者同士のネットワークの構築、一

願することへの一助」となることを目指

が「優れた人材が積極的に一橋大学を志

と大学間学生交流協定を締結しており、

年５月現在）
。これらの大学は一橋大学

の学生が学生事務局を担っている。

いる。また留学を終えて間もない在学中

生及び派遣留学内定者により構成されて

当時の国立大学では、同窓会組織が留学

水会海外留学奨学金」としてスタート。

用することで、往復航空券などを賄う留

らに「一橋大学海外派遣留学制度」を利

地での授業料の支払いは免除される。さ

ではＨＥＰＳＡ学生事務局の主な活動

制度を設立した例はほかになかったとい

なる滞在費が奨学金として支給される

学準備金のほか、現地での生活で必要と
学ＯＢである故・島村定義氏が創業した

内容について紹介したい。まず専用Ｗｅ
（派遣先地域に応じて、月額６万〜

万

海外留学の魅力を発信し、
グローバル人材の養成に
寄与する

一橋大学に学費を納めることによって現

この制度は、同窓会組織である如水会

留学制度」である。

協定校数は 校に達している（２０１６

93

し、１９８７（昭和 ）年に設立した「如

67
う。翌年の （昭和 ）年には、一橋大

62

63

明治産業株式会社の協賛による「明治産

10

88
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HEPSA

【1】活動方針

以下の3つを柱として活動しています

【2】組織

顧問
（一橋大学国際教育センター長）

HEPSA会長
派遣生OB･OG
派遣帰国生
派遣予定生 など

学生事務局

交流の場

一橋大学国際課
（協力）

在学中の
派遣帰国生

如水会事務局
（運営サポート）

●清華大学（中国）
●コペンハーゲン経済大学（デンマーク）
●オーフス大学商学・社会科学院
（デンマーク）
●オスナブリュック大学（ドイツ）
●ベルリン・フンボルト大学（ドイツ）
●マンハイム大学（ドイツ）
●ケルン大学（ドイツ）
●ハイデルベルク大学（ドイツ）
●ミュンヘン大学（ドイツ）
●アールト大学経営学院ミッケリキャンパス
（フィンランド）
●アールト大学経営学院ヘルシンキキャンパ
ス（フィンランド）
●パリ第一大学（フランス）
●HEC経営大学院（フランス）
●パリ政治学院（フランス）
●ハノイ貿易大学（ベトナム）
●ブリュッセル自由大学ソルヴェイ経済経営
学院（ベルギー）
●ゲント大学（ベルギー）
●ルーヴェン・カトリック大学経済・経営学部
（ベルギー）
●マラヤ大学（マレーシア）
●メキシコ大学院大学（メキシコ）
●ロモノーソフ・モスクワ国立総合大学
（ロシア）

ｂサイトを活用した情報提供がある。こ

こでは留学に関する各種イベントの開催

告知を行うほか、ＯＢ Ｏ･Ｇによる留学
体験談を掲載している。また留学中の学

生たちからの近況報告、留学先の大学に

ついての情報なども入手することができ

る。留学関連イベントとしては、留学相

●エラスムス大学ロッテルダム経済学部
（オランダ）
●フローニゲン大学経済・経営学部
（オランダ）
●ヨーク大学（カナダ）
●マギル大学（カナダ）
●ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ）
●ソウル大学校（韓国）
●成均館大学校（韓国）
●西江大学校（韓国）
●延世大学校（韓国）
●高麗大学校（韓国）
●シンガポール経営大学（シンガポール）
●ローザンヌ大学経済経営学院（スイス）
●ルンド大学経済・経営学部（スウェーデン）
●ストックホルム経済大学（スウェーデン）
●マドリード・コンプルテンセ大学
（スペイン）
●チュラロンコン大学商学・会計学院（タイ）
●タマサート大学（タイ）
●国立台湾大学社会科学院（台湾）
●国立政治大学（台湾）
●国立台北大学（台湾）
●中華人民大学（中国）
●北京大学（中国）
●上海財経大学（中国）
●吉林大学（中国）
●香港大学（中国）
●香港中文大学（中国）

談会としての役割を果たす「ＨＥＰＳＡ

●ペンシルヴァニア大学教養学部（アメリカ）
●ペンシルヴァニア大学ウォートン校
（アメリカ）
●カリフォルニア大学（アメリカ）
●ミネソタ大学（アメリカ）
●ミネソタ大学カールソン・スクール・オブ・
マネジメント（アメリカ）
●ミシガン大学教養学部（アメリカ）
●サウスカロライナ大学ダラーム・ムーア・
スクール・オブ・ビジネス（アメリカ）
●ハワイ大学マノア校（アメリカ）
●ワシントン大学経済学部（アメリカ）
●ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン人文学部
（イギリス）
●バーミンガム大学（イギリス）
●ロンドン大学アジア・アフリカ研究院
（イギリス）
●マンチェスター大学人文学部（イギリス）
●ニューカッスル大学（イギリス）
●グラスゴー大学（イギリス）
●ボッコニー大学（イタリア）
●トレント大学（イタリア）
●インドネシア大学（インドネシア）
●オーストラリア国立大学（オーストラリア）
●クイーンズランド大学（オーストラリア）
●モナッシュ大学（オーストラリア）
●ウィーン大学（オーストリア）
●マーストイヒト大学人文社会科学院
（オランダ）

ランチ」
、卒業生との交流を図る年次総

派遣先大学一覧（2016年5月12日時点）

会やセミナーなどがある。さらに派遣内

2017年度一橋大学海外派遣留学制度

定者へのメンター的な役割を果たすほ

か、如水会や大学（国際課）と連携を図

るとともに、留学制度の改善に向けてア

ンケートも実施している。

「一橋大学海外派遣留学制度」が誕生

してから 年、すでにＨＥＰＳＡの会員

数は１０００人を超えている。ＨＥＰＳ

ＡのＷｅｂサイトには「 Bridge the Peo-

」というミッションが紹介されてお
ple
り、そこには「一橋大学海外派遣留学制

度がかけはしをつくる」という思いがつ

づられている。このかけはしは学生同士

という枠を越え、留学という貴重な体験

をした者がお互いに刺激しあい自らリー

ダーとして社会を牽引するとともに、次

代のリーダーを育てるべく協力するとい

う意味を持っている。海外留学経験者の

自発的な思いに支えられるＨＥＰＳＡの

活動は、一橋大学が標榜するグローバル

人材輩出を支える礎として寄与している

のである。
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大学・如水会
との連携

情報提供の場

ＨＥＰＳＡ学生事務局代表

つな がりが自分たちの将来に

独自性や特殊性、卒業生との

岡田莉菜 さん
とっていかに貴重かといった
ことを、実感を持って丁寧に
伝えていく必要があると思い
ます。つまりこの留学制度が
内包する他大学にないさまざ

２００１年商学部卒業
ＭＨＤ モエ ヘネシー ディアジオ株式会社
パブリックアフェアーズ マネジャー

牧 陽子 氏

（１９９９年フランス・ＨＥＣ経営大学院に留学）

今後学生事務局代表として

ながるのです。

向かう学生たちの安心感につ

そうすることでＨＥＰＳＡの

ＳＡのファンを増やしていく。

思っています。そしてＨＥＰ

トをもっと多く企画したいと

希望者も視野に入れたイベン

れば、という思いがあるから

私の経験が少しでも参考にな

れから海外に出る後輩たちに

恩恵に報いるという意味と、こ

に参加するようにしています。

ＨＥＰＳＡの活動には積極的

いもあり、留学生を支援する

ただけたからです。そんな思

橋大学で海外留学の機会をい

「留学」という
共通の体験を持つ人々をつないでいく
そんな取り組みに期待しています

私が取り組んでいきたいのは、

求心力が高まるのではないで

私は今、ＭＨＤ モエ ヘネ

まな魅力を多面的に伝える工

学内でＨＥＰＳＡの認知度を

シー ディアジオという外資系

しての留学先のイメージが膨

上げるということ。それは単

しょうか。
（談）

です。また、後輩たちとの交

夫 が 必 要 な の だ と 思 い ま す。

留学前に参加した「ＨＥＰＳ

にＨＥＰＳＡ自体の知名度を

企業で広報の仕事に携わって

流を通して海外の新しい情報

そのためには、潜在的な留学

Ａランチ」で知りました。こ

上 げ る こ と で は あ り ま せ ん。

います。学生時代、英語は得

を得たり、つい忘れそうにな

実的な情報がこれから留学に

れは、海外留学から戻ってき

利用してみて初めて分かる「一

意ではありませんでしたし、大

らんでいきます。こうした現

た先輩たちが後輩に向けて情

橋大学海外派遣留学制度」の

情報をもとに留学先を絞り込

した。フランスへ旅行したこ

具体的に意識していませんで

学に入学するまで海外留学を

留学ＯＢ・ＯＧとの新しいネッ

し 奮 起 す る こ と も で き た り、

る学生時代の熱い志を思い出

くことができ、自分の生き方

なフィールドでキャリアを築

ことにより、後にグローバル

大学在学中に留学を経験した

トです。私のように海外に出

迷っている人に対するサポー

はなくて、留学するかどうか

ることは、留学内定者だけで

今後のＨＥＰＳＡに期待す

ＰＳＡへの参加が私にとって

が大きく変わりました。この

ることで新たな可能性と出合

から留学体験を聞き、海外留

ように、今の私があるのは、一

良い刺激になっています。

んでいきました。ＨＥＰＳＡ
生目線で渡航先の様子が聞け
ることです。パンフレットや
Ｗｅｂなどに載っているよう
な通り一遍の大学情報だけで
はなく、留学先での大学生活
やタイムマネジメントの方法、
授業の雰囲気といった情報を
入手することで、生活の場と

学を目指すことになりました。

トワークもできたりと、ＨＥ
2015年度卒業祝賀会

と、また、大学で周りの友人

2014年HEPSAランチ

の活動の優れたところは、学

私自身もこのイベントで得た

報提供を行うという催しです。

ＨＥＰＳＡの存在は、私が

リアルな留学体験を
学生目線で後輩たちに伝える

（２０１４年イタリア・トレント大学に留学）

商学部４年

HEPSA
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ＨＥＰＳＡ第三代会長

でも

代の前半でしょう。多

す。初めて制度を利用した人

阿久津 聡
くは

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授

（１９８８年アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校に留学）

代以下です。社会的に

い え ば 働 き 盛 り の 世 代 で す。
一人ひとりが自分に与えられ
た職務に励み、組織的にも社
会的にも影響力のある存在と

した。その後の大学院生時代

てもらったのは１９８８年で

ア大学バークレー校に行かせ

て、アメリカのカリフォルニ

という名称でした）を活用し

時は「如水会海外留学奨学金」

私が一橋大学の留学制度（当

このようにＨＥＰＳＡの卒業

組 み は 今 も 継 続 し て い ま す。

立ち上がりました。この取り

ＥＰＳＡ交換留学生基金」が

ていこうという思いから「Ｈ

度に対し、何かしら恩を返し

たちがお世話になった留学制

が、服部会長の時代に、自分

私が第三代会長となりました

正純・第二代会長の後を受け、

学生時代の同期である服部

思っています。
（談）

こ と が、 卒 業 生 の 務 め だ と

いく。好循環の出発点になる

橋大学から継続的に生まれて

ローバルに活躍する人材が一

し ょ う。 そ の 結 果 と し て グ

れた人材が集ってくることで

学制度を求めて日本中から優

認知されれば、一橋大学の留

ＯＧたちの活躍が広く世間に

して輝いていること。その姿

にも同制度のお世話になりま

生として現役の学生たちのた

ように根付いていたからです。

した。当時はＨＥＰＳＡとい

めの支援方法を考えることも、

を通して、海外留学と一橋大

う名称も組織化された団体も

私たちの役割だと認識してい

その文化が脈々と受け継がれ、

ありませんでしたが、留学経

ます。しかし、最も重要なの

学の派遣留学制度の魅力を伝

験者が後輩たちの相談に乗る

は留学を経験した私たち一人

結果として組織化されたのが

ような取り組みはしていまし

ひとりが後輩たちに憧れても

えていく。ＨＥＰＳＡのＯＢ ･

た。それは一橋大学に「後輩

らえるようなロールモデルに

ＨＥＰＳＡだと思っています。

それぞれの立場でできる支援を行 い
学生たちのロールモデルとなる

40 50

を思う」という文化が当然の

なっていることだと思います。
年目で

えていってほしいと思います。

意味での海外留学の魅力を伝

失敗談や苦労話も含めた広い

語学や勉強のことだけでなく、

える学生さんもいるはずです。

嬉しいことはありません。
（談）

に立つのであれば、これほど

後輩たちの将来に少しでも役

うことなのか、私の留学体験が

ん。視野が広がるとはどうい

そのために私の体験をお話し

するなど、協力は惜しみませ

一般社団法人如水会／理事・事務局長

岡田円治 氏

は、
「母校と在学生、そして卒

る如水会のレーゾンデートル

一橋大学の同窓会組織であ

す。また国内にも数えきれな

の地域で支部をつくっていま

国に駐在しており、それぞれ

一橋大学の卒業生は、世界各

「後輩を支援することをつねに考える」という
如水会とＨＥＰＳＡに共通するＤＮＡ

業生を支援し、社会に貢献す

ＰＳＡ発展のために、さまざ

いほどの海外経験者がいます。

まな施策を考えてほしい。そ

る」というものです。この精

例年、如水会では学生事務

れが私たちの願いです。そし

こうした同窓会の資産を活用

局よりＨＥＰＳＡの活動報告

て母校が掲げる優秀なグロー

神を、留学という共通体験で

を受けるとともに、
「後輩のた

バル人材の養成に向けて、学

すれば、多層的なサポートが

めに」という視点からのさま

生たちと一体となり最善を尽

つないでいくのが、ＨＥＰＳ

ざまなアイデアとそれを実現

可能です。学生たちには、こ

させるために必要な支援につ

くしていく。その活動の中心

の環境を上手に利用してＨＥ

いて議論しています。それは

的な役割を果たすのが、ＨＥ

Ａという組織であると理解し

経済面のサポートに限ったこ

ＰＳＡなのです。
（談）

ています。

とではありません。たとえば
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「一橋大学海外派遣留学制度」
がスタートしてまだ

30

HEPSAの活動
他大学に例をみない留学制度を多面的に支える

一橋大学・国立台北大学合同ゼミ「比較法と知的財産法」
法学部・法学研究科 グローバル人材育成プログラム
R e p o rt

青木ゼミ・長塚ゼミ研究成果発表会

グローバルな新しい学び方

“ゼミナール”単位での
海外派遣
実体験の中でグローバルに学ぶという観点で教育を見渡した時、

一橋大学には海外派遣留学制度に代表される実績・評価ともに高いプログラムがすでに存在する。
しかし、その多くは“大学”や“個人”を単位に実施されるもので、

質の高いグローバル人材育成を加速させていくには新たなステージの拡充が欠かせない。
今回取り上げるのは、法学部の試みである“ゼミナール”単位での交流。
一般的な海外留学では語学習得が主な目的になりがちだが、

“学問”を目的に置き、学生が明確な“目的意識・問題意識”を持って主体的に取り組める点で画期的といえるだろう。
どのような経緯からこの試みが実現し、いかにして国際交流が行われたのかレポートする。

２０１６年
１月 日（土）●羽田空港発→台北松山空港着

日投稿

日（日）●台北大学法律学院主催 歓迎レセプション（台北市内）

（新北市・台北大学三峡キャンパス）

１月 日（月）●青木ゼミ・長塚ゼミ研究成果発表会

（台北市内）

●如水会台湾支部主催夕食会

法律事務所見学（台北市内）

１月 日（火）●経済部智慧財産局（特許庁）
・

１月 日（水）●台北松山空港発→羽田空港着

◆詳細：
「一橋知的財産法研究会」ブログ２月

２０１６年１月 日から全５日間

日本と台湾が
法律学で切磋琢磨する、
ハイレベルな交流を
可能にした〝人間関係〟

るゼミナール研究成果発表会』
。法学

部・法学研究科の長塚真琴ゼミナー

た。長塚真琴教授とともにコーディ

ネイト役となった法学研究科・青木

人志教授に、まずは今回のプログラ

に、博士課程大学院生２人が、
「次世

人・３年生１人の総勢７人。このほか

課程大学院生１人、法学部４年生４

究生１人（但見亮ゼミナール）
、修士

で実施された。派遣されたのは、研

ール（比較法）が中心となって合同

塚教授の大学院時代の同窓とも呼べ

際交流の実務担当として尽力した長

川村正幸ゼミナール）は、今回の国

と侯岳宏教授です。杜教授（会社法、

は台北大学で教鞭をとる杜怡靜教授

は、一橋大学法学研究科出身で現在

「 橋渡し役となってくださったの

ムが実現した経緯から話を伺った。

代の法学研究者・法学教員養成プロ

ル（知的財産法）と青木人志ゼミナ

ジェクト」等の補助を受けて参加し

http://hitiplaw.blogspot.jp/2016_02_01_archive.html

15

１月

23

24
25

26

27

の日程で実現した『台北大学におけ

23

三峡祖師廟

青木人志教授

実施スケジュ−ル

38

年訪れています。２０１４年に台北

で、現在も研究活動で一橋大学を毎

審査員を務めた教え子ともいえる人

吾ゼミナール）は、私が博士論文の

る間柄です。侯教授（労働法、盛誠

じたという。

りができるところに大きな価値を感

で、学術的にもハイレベルなやりと

も、杜教授と侯教授は日本語が堪能

研究者は多いと話す青木教授。中で

各国の学界でリーダーとなっている

木教授）

参考になるものが多いのです」
（青

判例などもお互いの国にとって大変

じ土俵で学問的な対話を行いやすく、

状の永続的独占の可否─欧州司法裁

および台湾における食品の立体的形

続いて長塚ゼミナールは、
『日本

ら、いつか台北大学で国際交流を図

ど親交を深めてきました。その時か

国法）が合同で学生交流会を催すな

私と但見亮准教授のゼミナール（中

れた際も、お２人と行動をともにし、

を先行事例として、自国の法実務や

げ、判例や学説を蓄積してきた日本

て短期間に近代的な法体系を築き上

ジアの国には、英独仏の法を継受し

にとっても恩恵は少なくない。東ア

一方で、受け入れる側の台北大学

発表した内容をご紹

で一橋大学の学生が

ここで、台北大学

台北大学の杜教授（右）と侯教授（左）
。かつて一橋大学の法学研究科に学び、今も母校

2016年1月25日に台北大学三峡キャンパスで開催された、青木ゼミ・長塚ゼミ研究成果発表会の様子。レジュメやスラ

きるかどうかを論点に進められた。

タチ〟を日本や台湾でも商標登録で

ミングやロゴマークではなく、
〝カ

学生・院生５人が研究を発表。ネー

判決を題材に─』をテー
判所 KitKat
マに、長塚教授による短い解説の後、

表となった。

大学から研修団が一橋大学を訪問さ

りましょうとタイミングをはかって

法学を発展させたいという姿勢がみ

イドを予め中国語に翻訳し、日本語の発表を逐次通訳。会場にいる全員が理解できるよう発表が進められた

海外に行くこと
だけではなく、
行くための〝準備〟も
実践力を鍛える

いたわけです」
（青木教授）

介しよう。

に関する考察』
。当

られる。このことは台湾も同じで、法

法律学におけるグローバルな人材

日 は、
〝 国を越えて

一橋大学法学研究科出身で、博士

育成のポイントは、どこにあるのだ

各国の法を比較す

最初に行われたの

ろうか。

る〟という比較法の

学者の卵にとって日本は、欧米と同

「欧米の立法や理論だけに注視し

説明を中心にし、国

号を取得した後に東アジアで活躍し、

ていればいい時代は終わったといえ

ごとに大きく異なり

は青木ゼミナールの

るでしょう。今後重要なことは、中

やすい家族法を題材

等で有力な留学先となっている。そ

国・台湾・韓国との交流を深めること

に日本と台湾の相違

学生２人による研究

だと私は考えています。というのも、

点・ 類 似 点 を 挙 げ、

して、法学の研究者を養成する大学

これらの国々の法律学は日本と同じ

法律にはその国の文

発表で、
テーマは『比

く欧米の法律学を基盤にしており、

化的な背景が影響し

の中でも一橋大学の人気は高いとい

現在に至っては日本より先進的な部

ていることを説く発

較法の意義と方法論

分さえ見受けられます。つまり、同

39

う。

と強いつながりを保つ

高めた。

げることで、知的財産法への関心を

世界的に有名な食品の事案を取り上

大きかったというが、その〝準備〟も

し、台北大学の学生や教員の反響も

研究成果発表会はつつがなく終了

発表のサポート役として貢献しただ

段階から台湾側との連絡役や学生の

日本語の発表を逐次通訳した。準備

大学院生２人が予め原稿を翻訳し、

で販売会社を認識できるかＷｅｂア

力を多とします。カタチを見ただけ

に研究発表面で長塚ゼミナールの努

「準備期間は約１か月でしたが、特

教授は振り返る。

また学生に成長をもたらしたと青木

けでなく、博士課程の１人は自ら発
ンケート調査を実施し、立体形状の

が一橋大学で教鞭をとるようになった

のは２０１４年で、知的財産法のゼミナ

表会で論点にしたのは〝立体形状は商標登録の対象になり得るか〟です。名称

の商標との違いを説明しながら、立体形状を商標登録したら競合製品にどこま

年間のゼミ生活の思い出や、得られた台湾の人たちとのつながりは、それに値するも

中核を生涯にわたって担うことを約束してくれました。今回の派遣をはじめとする２

た刺激は計り知れません。学生たちはゼミの１期生にあたるのですが、ゼミ同窓会の

中国語や英語という言葉の壁を痛感したはずですが、同世代のアジアの学生から受け

を学ぶ機会になり、ゼミでの学習の〝成果物〟を残せたのではないでしょうか。また、

一方で、発表を行った学生・院生にとっては、自分の研究内容を〝伝えることの意義〟

面白さ〟を伝えられたという手応えを感じています。

知らない人がほとんどいないであろうチョコレート菓子「
」の事案を取り上げ
KitKat
たことは正解だったと思います。台北大学の学生の反響も大きく、
〝知的財産法を学ぶ

で歯止めをかけられるか、逆に競合他社は何ができなくなるか、話を進めていきました。

発

この企画は実現しなかったと思います。

もしてくれた社会人大学院生、卒論や試験と発表を両立させた学生たち。誰が欠けても

連絡に大活躍した台湾の２人、最も重要な発表を担いつつ前職でお手のものの旅行手配

できることになり、とてもタイミングが良かったと思います。発表・通訳・台湾側との

とモチベーションが高かったところに、法学研究科からの財政支援を受けて本当に派遣

科出身で当時から親交が深かった台北大学の杜教授にアプローチしたわけです。もとも

学んでみたいね」と盛り上がっていたのです。そこで、ともに一橋大学大学院法学研究

てくれたため、ゼミ生は当初から台湾の法や社会への関心が高く、
「いつか台湾に行って

大学院生の中に台湾出身の法曹資格を持つ留学生が２人いて、いろいろなことを教え

構成員の多様性をポリシーにしています。

も、日本人も外国人も一緒に学ぶ場とし、ゼミ

欣哉名誉教授の方法に倣い、学部生も大学院生

ールを同時に発足させました。亡き恩師、久保

私

ゼミナールによる国際交流は、
一橋大学ネットワークの価値を
体感する舞台でもあります

長塚真琴教授
法学研究科

N agat suk a
M akot o

長塚ゼミナールに所属する台湾人

表もした。
商標登録に関する諸判例を調べるな
ど非常に積極的で本格的な準備をし
ました」
（青木教授）
レジュメや原稿の中国語への翻訳
なども踏まえたスケジューリング、航
空便や宿泊の準備、台湾の特許庁に
当たる機関や法律事務所への訪問の
申し込み、プレゼンテーションで使
用する機器の手配。そんなプログラ
ムの運営面でも主体的に動いた学生・
院生たち。これらも社会に出るため
の実践的なトレーニングになったは
ずと青木教授は胸を張る。

学問を目的とした
国際交流だからこそ、
刺激に満ちあふれ、
自信へとつながる
最後に、プログラムを終えての感
想を青木教授に伺った。

Key Person’s Voice
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という意味では、一橋大学内でも普

つける機会になったことです。刺激

究成果を発表することで〝自信〟を

台湾の学生から〝刺激〟を受け、研

「一番の収穫は、派遣した学生が

遣しているそうだ。

り、法学部からも毎年１人学生を派

待して英語での討論会が開かれてお

世界中のパートナー校から学生を招

いう。ちなみに、中国人民大学では

ル同士の国際交流を模索していると

り、あらゆる世代の人間がつながっていく。それを目の当たりにした学生は、人間関

す、台湾の学生もいました。先人たちが真摯な姿勢で対峙した学問が出会いの場とな

が私費で駆けつけてくれました。これから一橋大学大学院法学研究科で学ぶことを志

う。一方で、発表の後には台湾在住

をともにできたこともその一つでしょ

すべて大学で支援するようになる日

な場面で行われている。それぞれを

紹介してきた事例以外にもさまざま

在中は、一橋大学大学院法学研究科に杜教授や私と同時期に在籍した台湾大学

教授と弁護士にも、会うことができました。また、但見ゼミナールの若手ＯＢ

木ゼミに所属している私が発表したの

は、比較法についてです。準備期間は約

日は、発表を終えると数多くの鋭い質問がありました。日本に対する関心の高さ

を感じましたが、一方でアジアの隣国に対して関心が低い自分に気づかされました。

けながら中国語も学ぶべきですし、アジアも含めて世界の情勢をもっと知るべきだと思

全日程を終えて誓ったのは、
〝もっと勉強しよう〟ということです。英語の実力をつ

な同世代の学生を目の当たりにして、私は焦りを通り越して悔しさを感じました。

誰もが自分の意思を流暢な英語で発信し、日本語が話せる人も少なくありません。そん

識の高さでした。台湾では法学を学ぶ学生のほとんどが法曹界を目指すと聞きましたが、

そして、最も大きな収穫は、台湾の学生から得た刺激です。何よりも驚いたのは、国際意

当

ル単位でのプログラムの大きなメリットだと思います。

ません。準備を通じて、自分の専攻や研究内容をより深く理解できるところも、ゼミナー

りますし、あらゆる質問に答えられないといけ

伝わる発表にするには客観的な視点が必要にな

中国語で発表できる準備を整えて臨みました。

１か月で、使用するレジュメや原稿を用意し、

青

台湾の学生の国際意識の高さに、
焦りを感じ、発奮しました

思っています。
（談）

ることができたはず。実り多き今回のような国際交流を、今後も継続していければと

係を丁寧に保ち続けることの価値、ひいては一橋大学ネットワークの強さを肌で感じ

滞

のだったのだろうと思います。

段は顔を合わせることが少ない異な

の如水会の方々が一席設けてくださ
は、それほど遠くないのかもしれな

ゼミナール単位での国際交流は、

いました。世代を超えた一橋大学の
い。

るゼミの学部生や大学院生と、時間

つながりを体験できたことも、学生
にとっては発奮材料に
なったはずです」
（青木

Ki dachi
S hun

教授）

木立 駿さん

法学部 4 年

グローバルな新しい学
び方として先鞭をつける
形となった『台北大学に
おけるゼミナール研究成
果発表会』
。青木教授は、
台湾に続く対象国として
〝中国〟を挙げた。中国の
大学では今、世界中から
優秀な人材が集まり、多
様な国際シンポジウムが
毎日のように開催されて
いる とい う。
〝 中 国 ＝世
界〟なのだ。具体的には、

Student’s Voice

いました。モチベーションが一気に上がったのは間違いありません。
（談）
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法学研究科と親交の深い
中国人民大学とゼミナー

如水会台湾支部の方々との夕食会

商学部３年／ベトナム出身

楽しく暮らせる場所で生きていきたい。

きながら彼女の歩んできた道のりをた

たが、日本の生活や習慣に慣れ親しん

終わると同時にベトナムに帰国しまし

チャーギャップを感じたことを今でも

でいたので、母国にもかかわらずカル

どってみよう。

自分の国籍を気にしたことはありません

グェン・フォン・バオ・チャウさん
Nguyen Phuong Bao Chau

覚えています」

ベトナムの人々からすれば〝帰国子

は多いというが、第三の言語として日

ベトナム語に加えて英語を話せる若者

〝日本語ブーム〟が起きているという。

親の研究活動のために家族で日本に移

として育ったグェンさん。幼少の頃、父

集に携わる母を持ち、当時は一人っ子

物理学者の父と、ニュースの翻訳・編

「私自身も海外の大学で勉強したいと

ていた両親からの勧めだったという。

業後は留学させたい〟という思いを持っ

別クラスがある国立高校に通った。
〝卒

学。そして高校は、語学に特化した特

両親の仕事の関係で日本へ。
小学校時代を過ごし、
〝異国の地〟となった母国

本語が注目されているのは、近年この

り住んだことが、海外生活の始まりだっ

思っていました。ただ、 割近くが英

女〟である彼女は、母国の中学校に入

国に進出する日系企業が急速に増えて

た。

グェンさんの母国ベトナムでは今、

いることが少なからず影響している。

ばすでに８年近く日本で暮らしている。

日したのは幼少の頃といい、通算すれ

本に留学したわけではない。初めて来

だが、グェンさんはブームに乗って日

まり、経済発展も目覚ましいベトナム

に次ぐ消費市場に世界中から投資が集

ＡＮ諸国でインドネシア、フィリピン

人口９０００万人以上という、ＡＳＥ

ローバル観を持っているのか、話を聞

なぜ一橋大学に入学し、どのようなグ

生としては異色の存在ともいえるが、

づかれないほど日本語も堪能だ。留学

だから名乗らなければベトナム人と気

のおかげですね。そして、母の任期が

語を話せるようになったのはこの時代

ら５年生まで通いましたが、私が日本

私は住まいの近くの小学校に２年生か

放送局で働くことになったからです。

日本で暮らすことに。母が東京にある

に戻りましたが、１９９９年から再び

「父が活動を終えていったんベトナム

ては多額の費用が必要だ。ベトナムと

目標を定めた。とはいえ、留学にあたっ

グェンさんは日本の大学への進学に

して留学を勝ち取ろうと思いました」

ろうと。そこで、得意な日本語を活か

だちが多く、合格のハードルは高いだ

にも早い時期から英語を学んでいる友

語圏の大学に留学するクラスで、周囲

8
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先進国では物価の差も大
きい。彼女は両親に負担
をかけまいと、学費と生
活費の支援が受けられる
日本の国費奨学金に応募
することにしたが、一筋
縄ではいかなかった。
「応募資格として、
〝現
役合格かつ大学１年目の
一定の成績〟が必要だっ
たからです。そこで、資
格を得るためにいったん
ベトナムのハノイ貿易大
学に入学することに。１
年間学びましたが、国費
奨学金の審査をパスする
ことができました」

て、日本の国立大学の中から一橋大学

生日本語教育センターに通った。そし

ら１年間、東京外国語大学にある留学

グェンさんは、まず２０１３年４月か

晴れて日本行きの切符を手に入れた

とを教えてくれました」

大学のＭＢＡコースが有名だというこ

まった後に大学の先生に聞くと、一橋

大 学 の 存 在 を 知 り ま し た。 留 学 が 決

思うようになったのです。そして一橋

立した商学部を持つ大学に入りたいと

で日本の大学を調べていくうちに、独

は、ハノイ貿易大学入学後です。自分

学に入学したいと思うようになったの

研究したいと思っていました。一橋大

やすいことが一橋大学の良いところだ

ることもありません。大学生活を送り

れていて、私たち留学生が特別視され

アルでした。日本人の学生も交流に慣

るにも堅苦しくなく、想像以上にカジュ

さでしたね。コミュニケーションをと

「まず感じたのは、教授の親しみやす

にどんな印象を持ったのだろうか。

た。グェンさんは入学当初、一橋大学

が異なる。その点を踏まえた選択だっ

入学の決め手は、
〝独立した商学部〟がある
国立大学だったこと

に狙いを定め、２０１４年４月に入学
「高校生の頃からマーケティングに興

たとしても、経済と商学では学習対象

ングを学べるコースや授業科目があっ

たとえば経済学部の中にマーケティ

ほうが勉強していても楽しいですし、

学べることに魅力を感じました。その

と思います。学習環境では、少人数で

した。
味があり、中でも消費者行動について
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2011年高校卒業式。民族衣装アオザイを着て（左）
2012年ハノイ貿易大学１年目。必修科目の軍事訓練

ことも魅力と話すグェンさんだが、自

商学部では１年次からゼミが始まる

とんどなく、日本語でレポートを書い

へ帰国した後は日本語を学ぶ機会がほ

本語は、小学校 年生の時にベトナム

業は、比較的学びやすかった。一方日

すね」

語のレベルアップを図っていきたいで

卒業まで約２年間あるので、特に英

ルアップしたいと思っています。

すから両方の言語をバランスよくレベ

理解も深まって満足度は高いです」

分の中で課題も見つかったという。

たり、専門書を読んだりすることには

もあり、アカデミックな面では日本語

に特化したクラスに所属していたこと

行われます。高校と貿易大学では英語

会が少なくなった英語が落ちているか

多少慣れてきたものの、今度は使う機

が始まるとアカデミックな日本語には

大学 年次を終了し、本格的なゼミ

グェンさんはこの春に３年生となり、

もっとも心が落ち着く場所は、
東京。
人と人との〝距離感〟が好き

「１年次は慣れている日本語が中心

2013年長野の旅館にて。東京外国語大学留学生日本語教育センターの友だちと（中央）

慣れていないと感じました。

より英語のほうが得意だと感じていま

もしれないと不安に思っています。で

5

す。その意味では、英語で履修する授

2

でしたが、２年次からは英語でゼミが

2013年長野でのそば打ち体験。東京外国語大学留学生日本語教育センターの友だちと（右から2番目）

いよいよゼミ活動

が本格化する。彼

女が所属を希望し

ているのは、新興

国のマーケティン

グを研究できるゼ

感〟ですね。心のつながりや相手を思

「好きなところは、人と人との〝距離

人暮らしをしている東京だという。

は、生まれたハノイではなく、現在一

能な彼女。もっとも心が落ち着く場所

ム人だと気づかれないほど日本語が堪

一方で、名前を言わなければベトナ

る。

で、勤勉。それがグェンさんなのであ

と答えが返ってきた。明るく、素直

成績が悪い自分を許せません」

を残したいですし、

からには必ず 成果

それに、勉 強 する

とではありません。

りするのも辛いこ

ポートにまとめた

を調査したり、レ

きなのです。何か

勉強することが好

「 もともと私は

尋ねると、

ーションは何かと

みに学業のモチベ

ミだという。ちな

2014年初雪の日。東京外国語大学留学生日本語教育センターの友だちと（左）
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いやる気持ちを持ちながらも他人に干
渉しすぎない。ベンチでも、１人分の
席を空けて座りますよね。つかず離れ

したいのです」

は自分のパーソナルスペースを大切に
たいと考えていますが、自分の能力を

「日本語と英語の両方を活かして働き

来を思い描いているのだろうか。

あれば、世界中のどこにいてもいいと

ルドがあって、楽しく暮らせる場所が

らです。自分の能力を活かせるフィー

くうえであまり重要ではないと思うか

たことがありません。それは生きてい

ですが、私は国籍というものを気にし

「グローバルというと国を意識しがち

る。そんな実態を、グェンさんのリベ

になっている海外から見れば遅れてい

こと自体が、グローバル化が当たり前

のようにグローバル化を意識している

代的と改めるべきかもしれない。日本

在を挙げるもの。そんな先入観も前時

ティティやビジョンとして、母国の存

世界に踏み出せば、自分のアイデン

をありのままで〝受け入れる姿勢〟が

エネルギーをチャージするプライベ
発揮できるのはどんな仕事なのかと模

思っています。一つの国の中にも、多

ラルでフラットな生き方や価値観は物

られない。考えてみれば、彼女の人生

ートでは１人の時間を大切にし、勉学
索中です。企業に就職する

様な文化や価値観があります。たとえ

語っているように思える。

あれば、共生していくことは難しくな

や仕事では人

なら多国籍企業を希望しま

文化や習慣が異なっていても、その人

のフィールドは幼少の頃からグローバ

とのコミュニ

すが、デスクワークよりも、

いと思います」

ケーションを

人とコミュニケーションし

ルなのだ。

重視したいと

ながら楽しさや喜びを提供

相手を理解できなくても、
〝受け入れる力〟があれば
グローバルに生きていける

話すグェンさ

できる仕事に就きたいとい

ずという距離の置き方は、自分にとて

ん。ちなみに、

う気持ちは強いですね。一

ルバイトでは、縁あって以前母親が働

た』
。そして生活費の足しにと始めたア

古本のリユース事業を行う『えんのし

ークルは、一橋大学の図書館を拠点に

ることが多いそうだ。所属しているサ

て散歩をしたり、旅行に出かけたりす

考えているのは、私だけではなく両親

楽しみながら進んでいけばいい。そう

ことです。世界を舞台に、好きな道を

すぐベトナムに戻ることはないという

ずれにしても、はっきりしているのは、

いう選択肢もあると考えています。い

るために、欧米の大学院に進学すると

き合い方を好む人が多いのですが、私

も合っています。ベトナムでは密な付

休日は趣味の

方で、英語力に磨きをかけ

いていた東京の放送局でラジオアナウ

も同じみたいです」

彼女は一橋大学を卒業後、どんな将

カメラを持っ

ンサーとして、日本に興味があるベト
「現在の私は、読む時はベトナム語

た将来像や使命感を想像しがちだが、

に戻って成長発展に貢献する〟といっ

新興国からの留学生と聞けば、
〝母国

が、話す時は日本語が、聞く時は英語

彼女からは気負いのようなものは感じ

ナム人向けに情報を届けています。

が一番スムーズです」
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ユニクロの中国生産体制を

コーディネートし、

躍進を支え た 。

株式会社パーソナル ケア システムズ
代表取締役

その経験を活かし、

グローバル人材を育成

第12回

長谷川靖彦氏

カジュアルウェア小売店チェーン「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングの躍進に貢献した
１人のエージェントが一橋大学ＯＢにいる。長谷川靖彦。高度成長時代から近年までの、貿易を巡って

激動する国際関係の真っただ中を生き、時代の変化を読んでユニクロの中国生産に道を開いた。また、
東レＯＢとして「ヒートテック®」をはじめとするヒット商品誕生の触媒ともなった。そのグローバルな
思考と行動力は、一橋大学ＯＢの面目躍如の感がある。（文中敬称略）
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そんな環境が、長谷川の目を世界に向けさせるこ
とになったのかもしれない。中学を卒業すると、市
立横浜商業高校に進学する。
「Ｙ校」の愛称で親しま

年に販売を開始した後者は、２０１１年には約１億

「フリースブーム」を巻き起こした。一方、２００３

前者は２０００年の秋冬に約２６００万枚を販売し、

リース」と「ヒートテック 」が挙げられるだろう。

ユニクロの放った歴史的大ヒット商品といえば、
「フ

「先生は、将来は貿易の仕事がしたいという私に、

身だったのである。

校しかなかった。その貿易科の担任が、一橋大学出

貿易科を擁する高校は、全国には長野商業高校とＹ

同校に進学したのは、貿易科があったからだ。当時、

準優勝した強豪校としても知られている。長谷川が

進取の精神を感じました。入社して当然のように輸

メーカーとしては初のことだったと記憶しています。

「輸出部をつくったのは、おそらく東レが日本の

たが、結果的に東レに決まった。

年に輸出部を設けていたからだ。総合商社も志望し

ン（１９７０年に東レに社名変更）
。同社は１９６０

１９６３年に卒業して、入社したのは東洋レーヨ

「ＱＵＯＴＡ」が
ビジネスのテーマに

枚を売り上げ、２０１３年には累計３億枚に達する

ならば国際経済を学びなさいと一橋大学への進学を

出部を志願し、無事配属されました。それ以来今日

一橋大学で学んだバックグラウンドは
社会に出てから活きた

という空前のヒットが続いている。この「ヒートテッ
勧めてくれました」

れ、硬式野球部は１９８３年に春夏連続で甲子園で

ク 」の繊維を開発したのは、合成繊維やカーボン

脇にある市立港中学校に通った。

ける媒介役を担った存在である。

するエージェントとして、東レとユニクロを結びつ

レルの世界でも革命を起こせることを世界に知らし

したのです。ユニクロと東レの提携は、繊維やアパ

た。ところが、
『ヒートテック 』で成長産業に復活

「日本では、繊維産業は長らく衰退産業の代表でし

ンパクトをもたらした。

テック 」の大ヒットは、東レの経営にも大きなイ

ファイバーなどの素材メーカー大手の東レ。
「ヒート

かり身につけたことで、時代が変化してもついてい

表をきちんと読むといった基本的・普遍的知識をしっ

てからの実務でも大いに活きたと思います。財務諸

「この学問的バックグラウンドは、その後社会に出

会計学は学問として学び直した。

を広げた。高校時代に簿記１級は取得していたので、

海運学や会計学などいろいろな学問を選択し視野

時間かけて通い、授業には真面目に出席しましたね」

ては〝ノンポリ〟でした。４年間、横浜から片道２

「安保闘争のさなかでしたが、私は当時の学生とし

る。

は経営科に移籍。そして、一橋大学商学部に合格す

る「 経営科 」があり、担任の勧めに従った長谷川

Ｙ校には、当時大学受験のための特別クラスであ

雲が垂れ込めようとしていた。

社した時はまさに、日米間の繊維製品の貿易には暗

きて３年目に、長谷川は配属となった。しかし、入

のグローバリゼーションの先導役を担う輸出部がで

といった世界の都市に拠点を展開していった。同社

ヨハネスブルグ、シドニー、リマ、香港、バンコク

輸出部は、ニューヨーク、ハンブルク、ベイルート、

でなく海外にも積極的に輸出し始めていたのである。

主力の合繊などの商品は、国内の需要を満たすだけ

の売上高を合計しても東レには届かなかったほどだ。

成繊維のトップメーカー。ほかの合繊メーカー６社

当時の東レはナイロンやポリエステルといった合

めたと思いますね」
そう語る長谷川靖彦は、繊維産業をフィールドと

１９４０年に横浜で生まれた長谷川は、中華街の

当時のアメリカは、朝鮮戦争やベトナム戦争など

まで、繊維貿易の世界に関わることになります」

「在日の中国人や韓国人の子どももいました。そう

度重なる戦争で国力を低下させ、インフレとなり始

を引き下げたことで、日本から安物の綿製品の輸入

めていた。アメリカは１９５５年に繊維製品の関税
「先生のご自宅でやりました。皆で

が激増していた。当時は１ドル３６０円の固定相場

ゼミは吉野昌甫助教授の国際経済。

まさとし

きやすかったように思いますね」

®

いう意味では、子どもの頃からグローバルな環境で

®

®

過ごしましたね」

侃々諤々議論したことをよく覚えてい

制で、
〝ワンダラー・ブラウス〟と揶揄された。当然、

かんかんがくがく

ますよ」と長谷川は遠い目で話す。
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®

アメリカの繊維業界は黙ってはいない。日本からの
綿製品の輸入制限運動が巻き起こり、米国政府は日
本に自主規制を迫った。その結果、１９５７年に「日

香港の繊維業界に飛び込み
信頼関係を構築

中、長谷川の主要ミッションは、在米の日本商社に

対して東レの商材を扱ってもらうよう取り計らうこ
とであった。

枠も使わせてもらおうという作戦です。ニューヨー

「メーカーの割当枠だけでは足らないので、商社の
ＱＵＯＴＡの下では、
「ウールのズボンは何本ま

クなどで日本の商社関係者をつかまえては、肩を抱

米綿製品協定」が締結されたのだ。繊維製品は日米
で」
「シルクのブラウスは何枚まで」と品目別に細か

いて働きかけていきました」と長谷川は述懐する。

間の貿易不均衡の象徴としてターゲットにされたの

く制限されていた。割当量の根拠となったのは、過

年、結果的に日本はＱＵＯＴＡをのむことになる。

る。こうして日米繊維交渉が始まったが、１９７１

数量制限制・管理貿易）を法制化する方針を発表す

アメリカ議会は繊維製品の輸入割当（ＱＵＯＴＡ制：

を要請してきた。しかし、日本政府は拒否。そこで、

政府はさっそく日本に当該繊維製品輸出の自主規制

ニクソンが大統領に当選。その翌１９６９年、米国

る国際的な取り決めを導入することを公約に掲げた

が発動されることになり、割当量はそれまでの実績

階で綿密な調査に動いていたら、いずれＱＵＯＴＡ

「日本政府は、この取り決めに鈍感でした。この段

議できるという取り決めである。

１年間の輸入制限期間を設けて中長期的な対応を協

ル産業が輸入品の脅威を受けたと認定された場合、

締結を主導していた。輸入国は自国の繊維やアパレ

支持も得て綿製品の国際貿易に関する短期取り決め

時点で、アメリカはＧＡＴＴ（関税貿易一般協定）の

「なにせ値段が急激に跳ね上がったわけですから、

なショックをもたらしたのだ。

しまったのは、貿易に関わる長谷川に、まさに大き

６０円だったものが、一気に ％ほど円高となって

相場制から変動相場制に移行し、それまで１ドル３

た、いわゆる「ドル・ショック」の二つがある。固定

を停止し、
「ブレトン・ウッズ体制」の崩壊につながっ

めの中国訪問を宣言したことと、ドルと金との兌換

ニクソン大統領自身が戦後の冷戦関係を解消するた

ショック」が襲った。
「ニクソン・ショック」には、

である。
この動きは、綿製品からウールや合繊にも及んで

去 年程度の輸出実績である。実は、その 年前の

その背後には、沖縄返還のバーター取引があったと

がベースになると分析できたはずでした。分析でき

商品はパタリと売れなくなりました。しかし、そこ

そんな長谷川を、１９７１年に起きた「ニクソン・

いった。ウールや合繊にも輸入量をコントロールす

されている。当時「糸を売って縄を買う」などと揶

ていたら、ＱＵＯＴＡが発動されるまでの間、でき

に渦中の１９７０年 月 日、輸出部のニューヨー

川のビジネスのテーマとなった。長谷川には、まさ

間も継続することになる。このＱＵＯＴＡが、長谷

量の大きさが、後に長谷川を同地に向かわせること

積んでいったのである。この香港のＱＵＯＴＡ割当

スから情報を得て、ダンピングまでして輸出実績を

敏感だったのは香港であった。統治していたイギリ

できていたはずです」と長谷川は指摘する。一方、

香港で最大のＱＵＯＴＡを保有するガーメントサプ

売る「三国貿易」を考え出したのだ。そして東レは

材を輸出し、当地で生産した繊維製品をアメリカに

ＱＵＯＴＡ割当量を豊富に持っている香港に繊維素

たことをよく覚えています」

自衛隊総監室で割腹自殺を遂げるという事件があっ

クの拠点に赴任するという運命的な符合があったか

25

日本では、割当量は商社とメーカーが ％ずつを
分け合うことになった。４年間のニューヨーク駐在

港では、後に中国がＷＴＯ（世界貿易機関）に加盟

ＡＬ）と資本提携し、海外事業として推進した。香

ライヤーであったテキスタイルアライアンス社（Ｔ

東レ輸出部は、アメリカに直接売るのではなく、

らだ。

につながる。

16

「着任した日、日本では三島由紀夫が市ヶ谷の陸上

以来、ＱＵＯＴＡは結果的に２００８年まで 年

38

だ かん

揄された。

は日本人、妙手を考え出したのです」

10

るだけ実績量を積んでおこうと対策を講じることが

10

50

11

48

するまで、世界の繊維産業の中心地として欧米のア

レシー に魅かれた』というコメントが目立ったの

二つの大きな出来事で「時代が変わる」との予見に

突き動かされたからだ。

この「トレシー 」は、約２μｍという極細繊維

９８６年に旧ＧＡＴＴへの加盟を申請。１９９４年

です。嬉しくなりましたね」

Ｌは香港の紡績や染色、縫製などの工場のほか、タ
で織られた布を３層重ねてつくられている。このた

頃には「５〜６年後には加盟となることは間違いな

パレル会社がこぞって生産していたのである。ＴＡ
イ、台湾にも工場を持ち、ＱＵＯＴＡ枠を持つ業者
め、通常厚さ１〜２μｍという油膜汚れもきれいに

れましたね」

の発展著しい中国と関わることになると予感させら

にする』といわれた深圳に寄ってみました。次はこ

「香港から帰国の際、鄧小平によって『第二の香港

れ、急激な経済発展が始まることになる。

鄧小平による「改革開放」で市場経済の導入が図ら

「それまでメガネ拭きは無料でメガネに付けるもの

が継続している人気商品に育てた。

た「トレシー 」を毎年売り出して、現在まで販売

用して、長谷川は贈呈用に干支のイラストを印刷し

どの適合性も有している」と長谷川。この機能を活

あるので、
「紙よりも印刷に適しているといわれるほ

う機能を発揮する。また、極細繊維による緻密さが

拭き取って繊維の中に閉じ込めることができるとい

らです」

解き放たれれば、繊維産業で圧勝すると思われたか

ぜなら、ＷＴＯに加盟する中国がＱＵＯＴＡ撤廃で

この行方を強い関心を持って見守っていました。な

のインパクトは計り知れません。世界の繊維業界も

「再び自由貿易の世界に戻るわけです。ビジネスへ

をもって全廃されることになったのである。

協議の結果、漸進的に撤廃し、２００４年 月 日

ていた。そこで、ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドでの

国の参入に対する制約要因にもなっ

ための制度であったが、同時に後発

ある国の無闇な輸出拡大を抑制する

止である。ＱＵＯＴＡは、競争力の

もう一つは、ＱＵＯＴＡ制度の廃

した」

の可能性が格段に高まったと思えま

りませんでした。中国とのビジネス

てますます加速することは間違いあ

国の市場経済は、ＷＴＯ加盟によっ

「香港から帰国する際に垣間見た中

がれたＷＴＯに加盟となった。

２００１年に、ＧＡＴＴから引き継

い」といわれ始めた。実際に中国は

一つは、中国のＷＴＯへの加盟である。中国は、１

として欧米のアパレル会社を相手に稼いでいた。長
谷川はＴＡＬに出向し、ニットディビジョンで３年
間、ガーメントディビジョンで３年間、汗を流した。
「この間は、数多くの中国人にもまれ、また信頼関
係をつくることができましたね」と長谷川は振り返
る。

二つの大きな出来事で
「時代が変わる」と予見
「ドル・ショック」で一転、繊維製品の輸入国に転
じた日本であったが、国は輸入制限にそれほど関心
を示さなかった。そうした要因で、１９８０年代以
降は特に中国から安価な輸入品が急増し始める。日
本の産業構造が大きく変わっていった。

帰国後、長谷川は商品開発に関わるポジションに

でした。
『トレシー 』で新しいメガネ拭き市場を創

その中国では、１９７６年に文化大革命が終わり、

就き、１９８６年に発売されたメガネ拭きなどに使

出したと自負しています」と長谷川は胸を張る。

しんせん

われる「トレシー 」の開発を手がけた。

®

株式会社パーソナル ケア システムズ

１９９４年に、長谷川は東レを退職し、

大メーカーだ』と怒られてしまいました（笑）
。けれ

を創業する。これから起こるであろう

「開発したら、上司に『東レは素材をつくる重厚長

®

ども、その後入社してきた新卒社員の入社動機に『ト

12

31

ところが、為替の問題もあって国内志向を強めて
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®

®

®

いた東レは、そうした動向にさして関心を示さなかっ
「日本企業なんて、ロットが小さいし、品質にうる

クを考え出したのだ。

応じてくれたのだ。

たという。輸出部はその後東レインターナショナル
なくありませんでした。しかしながら、面白いと言っ

「中国の方々は、私が東レにいようが独立していよ

さい割に買い叩くから興味がないと言う経営者も少

今から動かなければ、時代が変わった時にチャン
て興味を示す人もいたのです。そうやって香港に日

うが関係ないというのです。あくまでも私個人が信

という別会社となり、本体から切り離されていた。
スを逸する。そんな事態になるのを、長谷川はみす
本向けの生産基盤を築いていきました」

用できるか否かを見てくれる。日本人との大きな違

いを感じましたね」

等直接アポイントを取ることができた。

ニクロ向けの生産を開始し、快進撃がスタートする。

ながらすでに欧米向けに稼働している中国工場で、ユ

ユニクロは翌１９９５年から、香港企業の、小規模

「ところが、日本の商慣行においてはあくまでも会

長谷川は柳井氏と知り合ったタイミングで古巣の

ＭＳ、アパレルメーカー、専門店、カタログハウス

繊維メーカーの東レで 年近く働いた長谷川は、Ｇ

一方、日本のアパレル会社も開拓する必要がある。

みす看過できなかった。そこで、自ら香港や中国、
アメリカなどで築いた繊維業界のネットワークを活
かしてビジネスをコーディネートする仕事をしよう
と決めた。

社対会社です。いくら東レにいた人間であったとし

東レにも紹介している。両社で開発した「ヒートテッ

ク 」が爆発的にヒットしたことは前述のとおりで

人だけ有しても、オーダーが無く稼働していなけれ

かれるし、キャパを確保できる。工場はマシーンや

はほとんどありませんでした。そうした中でたった

ても、一個人となった私の話を聞こうというところ

提携により、高品質でかつ圧倒的にコストパフォー

うしてユニクロは長谷川が耕した一流の工場群との

せてほしいとお願いしました」と長谷川は言う。こ

である。１００万ドルほどからのスタートであった

１人、
『面白いからやりましょう』と言ってくれたの
長谷川はさっそく日本向けの生産に前向きであっ

が、１９９９年にはフリースをリリースして一大

ば、マシーンはさび、人は草取りに追われるだけで、
てコストダウンもできるようになる。そうすれば何

た工場と交渉。アメリカの一流アパレルブランド向

マンスの高い生産基盤を手に入れることができたの

よりも日本向けのキャパをそっくり本命のアメリカ

１９９９年、ユニクロは初の海外拠点として生産

ブームを巻き起こすなど、規模を拡大していった。
〝ユニクロ価格〟の代わりに長期継続を条件に生産に

けに服を生産している縫製工場や生地メーカーが、

は、ダッシュスタートが可能になる、というロジッ

に向けることができ、ＱＵＯＴＡが撤廃された暁に

が、ユニクロの柳井正さんだったのです」

というプレゼンテーションを通して、提携を実現さ

アルの生産は品質や着心地など世界最高水準である

ションに対する造詣も深く、特にアメリカンカジュ

けカジュアルウェアを主導してきた企業群で、ファッ

には、紹介する企業は、香港で長期にわたり欧米向

らと言って話をつけていきました。一方、柳井さん

合ってみてくれ、柳井というのは信用できる男だか

「私への報酬はいらないから、ぜひユニクロと付き

道師）を自任し、中国の生産工場を開拓していった。

ある。その後、長谷川は〝ユニクロプリーチャー〟
（伝

®

たった１人「面白いからやりましょう」
と言った人物
長谷川が顔見知りとなっていた香港のアパレル工
場は、欧米の著名な小売り向けにカジュアルウェア
をつくっていた。そのどこもが、ＱＵＯＴＡが撤廃
されたら一気にシェアを奪おうと考えていた。しか
し、それまでの 年間、工場の設備や従業員を維持

30

工場の維持はできない。稼働してこそ効率も上がっ

企業を相手にすれば、さほど儲からなくても腕は磨

かったことを逆手に取った形だ。品質に厳しい日本

して回った。日本が欧米のように輸入制限を設けな

では、日本を相手に商売をしたらどうか？」と提案

一軒一軒に「アメリカのＱＵＯＴＡが撤廃されるま

しなければならない。そこで長谷川は、そんな工場

10
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「あの当時、世界の動きを見て私のような考えを持

進という形で大きな花を咲かせたのだ。

を飛び出して始めた長谷川の活動は、ユニクロの躍

１９９４年に時代の変化を読み、勤務先の大企業

んに心酔していますよ」

れた。柳井さんを紹介した中国の方々は皆、柳井さ

けている人です。だからこそ、一代でここまで来ら

トを尽くすということを本当に毎日毎日限りなく続

億円と成長していきました。柳井さんは、日々ベス

の企業でしたが、みるみる１０００億円、２０００

「知り合った当時のユニクロは年商２５０億円ほど

真のグローバル人材となるためには、語学の習得

の有力な候補だと思います」と長谷川は目を細める。

活躍してくれています。その３人は、グローバル人材

いる３人はもはやユニクロとのビジネスの中枢として

いと言ってきました。仕方ありません。しかし、残って

にも三年〟の適応期間にも耐え得ず、５人が帰国した

と。しばらく現地で頑張ってくれましたが、
〝石の上

手を挙げてくれた８人に、片道切符のつもりで行け、

「５年前に、当社の社員を上海に送り込んだのです。

ル人材とはいえないだろう。

いうパターンが一般的だ。それでは到底、グローバ

の日本人社員と食事し、ゴルフなどをして過ごすと

いう保証の下に赴任し、現地では自社の社員や他社

外拠点で働いている人材は、一定の限られた期間と

が急務といわれている。しかし、実際に大企業の海

日本においては、以前からグローバル人材の育成

て対処しようとしても、時すでに遅しとなるのでは

性もあるのです。日本企業がその時になってあわて

領になるかによってパラダイムが劇的に変わる可能

「今、アメリカ大統領選挙の真っ最中で、誰が大統

ムズ』に目を通し、情報収集に余念がない。

ストリート・ジャーナル』や『フィナンシャル・タイ

分からないのだ。長谷川は、今でも毎日『ウォール・

い。そうしたことは、海外に出てみなければ何一つ

ていても、同じような価値観を抱くことも少なくな

異なることは当たり前だ。逆に、言葉や文化は違っ

事であってもそれに対する見方は、国が違えば全く

人から学んだことも大きい」という。同じ一つの物

ジネスを手がけてきた。
「ユダヤ人や中国人、ロシア

長谷川は、東レ時代から一貫してグローバルなビ

かばかりですが支援させてもらいました」

じてのほうが効率的でしょう。ということで、わず

るならば、まとめて学生を教育できる一橋大学を通

バル・リーダーの育成が挙げられています。これは私

つ人は、私の周りには皆無でした。勝算などありま

はもちろん、外国の文化や風土、ビジネススタイル

ないでしょうか。そういった危機意識や肌感覚は、海

育成に力を注ぐ日々を過ごしている。テーマは、
〝真

せんでしたが、結果的に飛び出して良かったと思っ

になじむ必要がある。企業に所属していると、海外

外に出てみなければ身につかないのではないかと思

管理業務を担う上海事務所を開設。本格的な生産体

ています。自分をあちこち海外に行かせて学ばせて

に出てもどうしても中途半端な環境に身を置きがち

いますね」

ケア システムズ設立、現在に至る。

の目指すところと完全に一致しています。そうであ

くれた東レを飛び出した時、私は会社に何も返せて

だ。そこで、衣替えをした投資会社では、ある程度

ナショナル株式会社を経て、1994年

のグローバル人材の育成〟だ。

いないままでした。しかし今、東レの収益の少なく

の仕事は確保した前提で、独立して海外でビジネス

７月同社退社、株式会社パーソナル

制を整えた。

ない部分をユニクロとの取引が占めています。結果

を手がける人材を育てる実験を始めている。

長谷川靖彦

1963年３月一橋大学商学部卒業。同

レ株式会社）入社、輸出部に配属さ

年4月東洋レーヨン株式会社（現：東

れる。1970年11月〜1974年８月まで

米国ニューヨークに駐在。帰国後貿

出向、ニットディビジョン、ガーメン

易部に配属転換。1976年香港TAL社

トディビジョンに配属。1983年９月

帰国。東レインターナショナル株式会

ー事業部、1991年６月東レインター

社、1988年６月東レ株式会社トレシ

〝真のグローバル人材の育成〟に
チャレンジする日々

的に東レにも恩返しができたと思っています。ほっ

「すでに２社に出資し、当社の社内にデスク

（はせがわ・やすひこ）

この言葉はそのまま、一橋大生にも向けられている。

としていますよ（笑）
」

を置いています。成功率は数パーセントかも
しれませんが、まずはやってみようと思って

そんな長谷川は、すでに 歳。２０１５年に従来
の事業を収束させ、投資会社に定款を変えた。運営

います」
しかし、長谷川１人ではスケールに限界があ

資金を稼ぐために株式投資なども行うが、主目的は
インキュベーションファンド。長谷川は今、後進の

る。そこで長谷川は、一橋大学基金のアクショ
ンプランに着目し、基金に寄付をした。
「一橋大学の基金の使途目標の第一に、グロー
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される。東京高裁長官・津崎守は、霞が関の裁判所合

プロローグで、三人の主人公の現在に近い状況が描写

の裁判所の内側を描いた本格的な社会派小説である。

黒木亮『法服の王国』を紹介したい。本書は、戦後

いく。本書では、村木を前者に、津崎を後者に割り当

などを経て、高裁長官、最高裁判事などに上り詰めて

判の現場では働かず、最高裁事務総局や最高裁調査官

いられた。他方で一部のエリート裁判官は、あまり裁

官は全国各地の地裁支部や家裁を転々とする生活を強

から敵視され、また裁判所内でも冷遇され、所属裁判

大阪高裁で住基ネットに違憲判決を出した三日後に自

物も多く、仮名で書かれた人物も推測がつく。村木は、

に最高裁長官を務めた矢口洪一である。実名の登場人

となる。弓削のモデルは、１９８５年から１９９０年

弓削晃太郎である。弓削は姪と結婚した津崎の後ろ盾

長などとして司法行政に辣腕を振るうさまが描かれた

この小説の影の主人公は、最高裁人事局長・事務総

的色彩があるということで自民党

模で加入していた。しかし、左翼

団体で、当初は裁判官も数百人規

的として１９５４年に設立された

主義・基本的人権を守ることを目

青法協は憲法を擁護し、平和・民主

じみのない裁判官の日常も、活写されている。

題などは、すべて事実に基づく。一般人にとってはな

青法協会員に対する裁判官への任官拒否、再任拒否問

が担当判事に判決内容を示唆する書簡を送った問題、

に関わる長沼ナイキ訴訟に際し、札幌地裁の平賀所長

層的に描いている。そこで描かれた、自衛隊の合憲性

勧めの一冊である。

な取材に基づく本書によって、新境地を開拓した。お

券会社、総合商社に長く勤め、経済小説で著名。入念

文庫に収録された。著者の黒木亮氏は、都市銀行、証

年に単行書として出版され、２０１６年には岩波現代

ることには驚く。その後、産経新聞出版から２０１３

０１１〜２０１２年に産経新聞に連載されたものであ

原発訴訟や青法協問題を素材としたこの小説が、２

第一原発の事故で終わる。

最高裁長官人事をめぐる逆転劇、東日本大震災と福島

感激を抑えきれない場面など、感動的である。最後は、

し、世紀の判決を聞く機会に接した女性司法修習生が

木が日本海原発訴訟で運転の差止めを認める判決を下

て見事に昇華されているため、とても読みやすい。村

る。このように硬質な素材を扱っているが、小説とし

て国側の代理人を務める。妹尾は原告側弁護団に加わ

原発訴訟に際し、津崎は法務省に出向し訟務検事とし

この小説のもう一つの軸は、原発訴訟である。伊方

年在職）の要素が含まれている。

ようだが、泉徳治元最高裁判事（２００２〜２００９

を基に造形されている。津崎には特定のモデルはない

海原発訴訟）一審で差止め判決を出した井戸謙一判事

殺した竹中省吾判事と、志賀原発訴訟（小説では日本

て、それぞれの経歴をたどる形で、裁判所の内側を重

に迫った日本海原発運転差止め訴訟の判決を思う。同
じ頃、同訴訟原告弁護団に加わっている弁護士・妹尾
猛史は、雪の中、能登半島を南に向かうハンドルを
握っていた。そしてまた同じ頃、金沢地裁の裁判官室
で、裁判長・村木健吾は、この訴訟の判決文の草案に
目を通していた。
ここから、物語は一転して、三人の司法試験受験時
代にさかのぼる。中央大学法学部卒業後、新聞配達を
しながら受験勉強を続ける村木、同じ販売店で働く、
能登から出て予備校に通う妹尾。他方津崎は、東京大
学法学部在学中に司法試験に合格した。村木と津崎は
司法修習で同期となり、それぞれ裁判官となる。妹尾
は法政大学入学後、法律事務所でアルバイトしたこと
をきっかけとして司法試験の受験を志すようになり、
合格後は弁護士となる。
戦後日本の裁判所・裁判官の歴史を回顧する際に、必

渡辺康行

ず語られるのが青年法律家協会（青法協）問題である。

法学研究科教授

『法服の王国─小説裁判官』
（上）
（下）
黒木 亮／著 岩波書店刊
定価：各（本体1,100円＋税）
2016年1月発行

同庁舎一七階の長官室で降る雪を見ながら、二か月後

『法服の王国』／黒木 亮

戦後司法界の内側を描く

52

て、その一つが「ポケットモンスター」
（ポケモン）で

それ以外の事柄であれば教わることも多い。私にとっ

ん学問に関してはこちらが教える側にまわりますが、

い学生たちと日常的に接することにあります。もちろ

大学教員という職業の面白さの一つは、自分より若

勝つためには、種族や個体毎に異なるポケモンの能力

ＲＰＧパートとは違い、通信対戦で他のプレイヤーに

いチーム編成ですね（笑）
」
「作戦バレバレですよ！」
。

す。
「先生、努力値いじってます？」
「愛情しか感じな

瞬間に打ち砕かれます。口々に彼ら／彼女らは言いま

のポケモンを携えて学生の育てたポケモンと対戦した

まっくらに」なってポケモンセンターに運ばれます。

トレーナーは冒険を続けることができず、
「めのまえが

性を圧殺してもいけない。全てのポケモンを倒された

す。標準化と無関係に個性は追求できず、標準化が個

のためには極めて高度なバランス感覚が必要とされま

ンたちの個性が光り輝くことのようです。しかし、そ

めるのは、標準化された媒体のうえで大好きなポケモ

ポケットモンスターの子どもたち

した。

値、 × にも及ぶタイプ相性に基づく戦略、技の特

スト」などのＲＰＧが流行した世代に属する私は、ゲ

ための交配と厳選の方法などの全てに習熟する必要が

性や遺伝経路（！）
、高い能力値を持つ個体を生みだす

陥る。そのシビアな判断のもとに、彼らの自由と意思

標準化された媒体から切り離された個人は仮死状態に

有名なキャラクターは知っていても「ドラゴンクエ
ームやアニメを通じて大半の二十代が親しむポケモン

が展開されていく。その危なっかしくもたくましい姿

社会学研究科准教授

久保明教

と付き合っていくことになるでしょう。

に多くを学びながら、私はこれからも暫くの間、彼ら

あるようなのです。
手塩にかけて育てたポケモンたちを惨敗させてしまっ

えない緻密な「育成論」
（実戦で戦える個体をつくるた

んな私に学生たちはお勧めのゲームソフトを伝え、不

まず驚いたのは、圧倒的な自由度です。あらかじめ

めの方法論や運用法をまとめた文章）を読み漁り、ポ

た私は、奮起しました。関連サイトで情報を収集し、

特性の決まった勇者や魔法使いでチームを組んでモン

ケモンを掛け合わせて生まれる卵を早く孵化させるた

慣れなシステムに手間取る私を笑いながら、攻略法や

スターと戦う従来のＲＰＧに対して、ポケモンでは敵

めに卵を抱えてゲーム世界を走り続けます。膨大な専

卒論に四苦八苦する学生たちの同世代が書いたとは思

としてフィールドに現れる「野生のポケモン」と戦っ

シリーズ全体で七百種を超える、いずれも魅力的で

門用語に溺れ、戦略の多様性に戸惑い、睡眠は削られ

合うこともない。全てのバトルは、個性溢れるポケモ

個性的なポケモンたち。それらはしかし、徹底的にパ

て捕獲（「ゲット」）し、味方になったポケモンをトレ

ンたちのチーム戦として展開されます。数百に及ぶ種

ラメータ化され数値化された生き物でもあります。表

る。朦朧とする頭を抱えて３ＤＳのボタンを連打しな

族から好きな個体を集め、苦労のすえ

面的な記号としてのポケモンに執着し、自らの愛着だ

ーナーとして育て、自分なりに編成したチームで戦い

育てあげたチームと共にＲＰＧパート

けでチームを組む私を学生たちは笑います。パラメー

がら私は叫びました、
「これは一体なんなんだ！」
。

をクリアした私は「こんなに自由で楽

タという標準化された媒体を無視して個人的な想いを
理的な計算に還元したいわけでもない。彼らが追い求

しいゲームがあったのか！」と思いま

ます。人間とモンスターは戦わず、人間同士が傷つけ

育成法を教えてくれました。

という世界の内実を知ることはありませんでした。そ

18

発露する甘さを彼らは持たない。とはいえ、全てを合
しかし、その感動は、愛着ある自分
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18

した。

ポケットモンスターの
子どもたち

一橋大学基金

Campus Information

Topic

ご卒業生からのご寄付による奨学金制度
～堀海外留学支援基金～
質の高いグローバル人材の育成を掲げる本学では、皆様からのご支援による大学基金を活用
し、多数の留学支援奨学金制度を実施しております。
今号では、平成27年度に創設された「堀海外留学支援基金（以下、堀基金）
」をご紹介いたし
ます。
堀基金は、本学のご卒業生である堀誠様（昭和37年商学部ご卒業、株式会社ダイテック代表
取締役社長、ファウンダー＆CEO）からのご寄付によるもので、学業優秀な学部学生の海外留
学を支援する目的で創設されました。堀基金の特徴として、愛知県所在の高等学校を卒業した学
生を対象としている点が挙げられます。これは、愛知県のご出身である堀様の強いご意向による
もので、
「愛知県出身の学生に是非とも頑張ってもらいたい／意欲のある愛知県出身の学生を応
援したい」とのメッセージが込められています。堀基金による奨学金制度は今年度よりスタート
しており、学生1人あたり200万円を支援するという非常に恵まれた制度となっております。
このように、本学の教育・研究活動にご賛同くださった多くの方々のご厚意に支えられ、本学
基金は総額約86億円（申込分）に到達いたしました。この場をお借りし、ご寄付いただいた皆様
に深く御礼申し上げますとともに、ご厚意にお応えすべく、優秀なグローバル人材の育成をはじ
めとした教育・研究の一層の充実・発展に努める所存です。

ご寄付のお申込みについて
●お電話、ファックスまたはメール等でお名前とご住所をお知らせください。基金事務局より、ご寄付に必要な書類をお
送りいたします。
●一橋大学基金ホームページより、クレジットカード払い等の方法によるお申込みもお受けしております。ページ内の「寄
付のお申込み」からお進みください。
一橋大学基金ホームページ http://www.kikin.ad.hit-u.ac.jp/

如水会会員証カードによるご寄付のご案内
本学では（一社）如水会と連携し、如水会会員証カードからの定期的なお引落しによるご寄付もお受けしております。
お申込みいただきますと、如水会会員証カードからの自動払込みにてご寄付を頂戴することとなり、お振込みのお手間を
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）もしくは年２回（２月及び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ご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。

［お問い合せ先］

一橋大学基金事務局
TEL：042-580-8888

〒186-8601

東京都国立市中2-1

FAX：042-580-8889

E-mail：gen-kj.g@dm.hit-u.ac.jp
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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。
ご卒業生、ご卒業生のご家族、在学生、在学生のご家族、一般の方々及び企業・団体等の皆様からご寄付をいただき、本学基金
の募金総額は、2016年４月末現在で約86億円（申込分）に達しました。この場をお借りし、皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。
ご寄付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。今号では、2016年２月１日から４月末日
までの間にご入金が確認できた方々を公表させていただきます。公表不可の方及び本学教職員につきましては掲載しておりません。
なお、上記期間内にご寄付いただいた方で、万が一お名前がもれている等の不備がございましたら、誠に恐縮ではございますが、
基金事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。
本学では、ご寄付いただいたすべての方（公表不可の方は除きます）のお名前を「一橋大学基金寄付者芳名録」
に掲載し、本学の歴史に末永く留めさせていただいております。また、高額のご寄付をくださった方のお名前を国
立キャンパス西本館１階及び如水会館14階の「一橋大学基金寄付者銘板」に記し、末永く顕彰させていただいてお
ります。なお、国立キャンパスでは個人の方で30万円以上、法人の方で100万円以上のご寄付が対象となり、如水会
館では個人の方で100万円以上のご寄付が対象となります。

［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

68名・1団体（11,426,676円）

ご寄付金額（累計）

100万円以上

50万円以上
100万円未満

8名

6名

天野文彦
鵜澤 静
小寺喜一郎
齋藤壽男
髙城寿雄
長谷川圭一
船崎 裕
渡部一博

様
様
様
様
様
様
様
様

銘板色

50万円未満

【ブロンズ】
個人：30万円以上

54名・1団体

秋吉謙一
津田樹己
土屋 純
坪沼一成
他２名

様
様
様
様

浅井 晶
飯山覚志
石井善裕
石丸茂夫
岩田あづさ
岩橋 豊
植田正知
内田 潔
小野喜明
金木利公
上村 寛

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

法人：100万円以上

木住野元通
齋藤健介
酒井孝平
坂本豪史
佐久間紀幸
柴田篤志
清水 優
関端 進
高嶋 徹
高橋靖夫
中村佳央

卒業生のご家族、在学生、在学生の保護者
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様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

小貫 久
小山田満
香椎浩一郎
加藤健一郎
鴨下浩司
菅家惣一郎
神田明宏
菊岡典子
菊池達也
久田見卓
久野 隆
倉光明人
小池淳司
小口和海
國分秀通
小林久倫
小森 潔
小山 仁
是広憲一
近藤裕二
齋藤 要
齋藤 和
佐々木良
佐藤 歩
佐藤公嗣
佐藤清子
佐藤 稔
篠田 忠

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

野田 令
野間口雅彦
服部武宏
浜田 工
原田博礼
平塚英一
藤目琴実
松土大介
向井康眞
群山 亮
森島 聡

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

守矢 進
様
門田伸一
様
山田 哲
様
山田憲彦
様
山田 優
様
湯浅規弘
様
渡辺浩司
様
美濃口会
（美濃口時次郎ゼミ）様
他14名

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
【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）

一般の方

3名（102,100円）

139名（7,925,000円）
青山一仁
赤林 修
秋葉 陽
阿南憲一
鮎澤 衛
荒井秀一
有江慎一郎
石井浩美
板垣博孝
五代儀俊
岩本泰功
武 宏強
牛山淳一
臼井 隆
浦上雄二郎
大池政士
大内 香
大内清行
大國一寿
大島龍博
大島 誠
太田邦光
岡 潔
岡野信雄
岡本宗成
岡山哲男
奥田隆介
奥野 博

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

【シルバー】

島田健吾
様
杉山節夫
様
鈴木正和
様
須藤 真
様
瀬底治啓
様
曾和健一
様
高塚和代
様
髙橋昌一
様
高山裕康
様
田﨑将仁
様
田中秀紀
様
多部田雅史 様
玉木幸裕
様
田原千賀子 様
千葉亮太
様
中嶋洋一
様
仲二見ゆかり様
中村知公
様
中村博治
様
中村浩之
様
中山博久
様
浪波哲史
様
新田泰清
様
野口貴史
様
林 清
様
原田幸一
様
原田典仕
様
東 治幸
様

日川文雄
久田 学
福山博久
藤井則義
藤澤正彦
藤田 周
古川弘男
細谷光弘
堀江勝憲
桝田 努
松下義明
宮﨑英樹
宮田貴仁
村田暁彦
森 武德
矢野公子
山崎文英
山田裕司
山田幸彦
山中益計
山内敏行
山辺利夫
横田直樹
横山隆郎
吉田健一
他30名

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

企業・法人等

21団体（492,204,928円）
株式会社QUICK
様
株式会社KPMG FAS
様
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
様
サントリーホールディングス株式会社
様
株式会社商工組合中央金庫
様
一般社団法人如水会
様
新日鉄住金ソリューションズ株式会社
様
公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金
様
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
様
一般社団法人投資信託協会
様
一般社団法人日本投資顧問業協会
様
農林中央金庫
様
株式会社パルコ
様
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター
様
一橋大学消費生活協同組合
様
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 様
みずほ証券株式会社
様
株式会社みずほフィナンシャルグループ
様
三井不動産株式会社
様
一般財団法人ワンアジア財団
様
他１団体

本学教職員

5名（2,445,000円）

Campus Information

熊本地震で被災された方々にお見舞い申し上げます
このたびの地震によって亡くなられた方々に衷心よりお悔やみ申し上げますとともに、
被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
皆さまの安全と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

国立大学法人一橋大学
学長 蓼沼 宏一

第11回ホームカミングデー／学業優秀学生表彰を行いました
第11回一橋大学ホームカミングデーを、2016年５月14日
（土）に開催しました。
兼松講堂では、冒頭に体育会應援部が演舞を行った後、
蓼沼宏一学長の挨拶、太田道彦如水会副理事長の来賓挨拶
に続いて、学業優秀学生表彰を行いました。これは前年度
１年間の成績が優秀な学業優秀学生を表彰するもので、受
賞者には、蓼沼学長から表 彰 状の他に副賞としてトロ
フィー及び奨学金等が授与されます。この副賞には、卒業

應援部による演舞

生の皆様、在学生の保護者の皆様及び企業様等からのご寄
付による一橋大学基金を活用しています。
続いて、佐藤宏理事・副学長が大学の現状や取り組みに
ついて、商学部、経済学部、法学部、社会学部の各学部長
がそれぞれの学部の現状について紹介を行いました。また、
学生音楽会では、合唱団ユマニテが「一橋の歌」と「夢見
たものは」の２曲を披露しました。さらに、福引抽選会では、
多くの協賛企業様からご提供いただいた賞品をご用意し、

学業優秀学生表彰

会場は大いに盛り上がりました。
その他の企画としては、附属図書館での記念展示・館内
見学、キャンパスツアー、兼松講堂での淡成書道会の作品
及び卒業アルバム展示、茶道部によるお茶会、現役学生に
よる記念写真撮影プリントサービス等を行いました。
午後からは東キャンパス生協にて、参加者の皆様の旧交
を温める場として懇親会を開催し、学生団体がそれぞれの
活動を紹介するなど、盛会のうちに幕を閉じました。

合唱団ユマニテ
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一橋大学広報誌「HQ」

第68回東商戦で本学ボート部が
8連覇を達成しました

〈編集・発行〉
一橋大学HQ編集部
〈編集部長〉
理事・副学長（総務、財務、情報化担当）

佐藤

宏

〈編集長〉
商学研究科教授

鷲田祐一

〈編集部員〉
経済学研究科教授

塩路悦朗

法学研究科教授

小関武史

社会学研究科准教授

久保明教

言語社会研究科准教授

小泉順也

国際企業戦略研究科准教授

古賀健太郎

経済研究所准教授

宇南山 卓

〈外部編集部員〉
株式会社キーコンセプト

吉田清純

〈印刷・製本〉
三浦印刷株式会社
一橋大学総務部広報室広報係
東京都国立市中2-1

Tel：042-580-8032
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http://www.hit-u.ac.jp/
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※ご意見をお寄せください。
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TEL：042-580-8032
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キャンパスで見かける立て看板は大学の風物詩と言
える。近年、そこにある変化や格差が気になっていた。
国立キャンパスでは2014年頃から、ターポリンと呼ば
れるビニール系素材の生地に印刷し、ベニヤ板に括り
付けるタイプの立て看板を見かけるようになった。確か
に耐久性に優れ、見た目に映えるかもしれない。しかし、
2016年の春は少し様子が違った。一橋祭運営委員会は
「出航」というメッセージを添えて、立体で造作した帆
へ さき

船の舳先をベニヤ板に貼り付けていた。文化系サーク
ルのイベント告知は、貼り合わせた大きな板を魚の形
に切り抜いたデザインを採用していた。肩身が狭そう
だった昔ながらのペンキの立て看板が、新たな境地を
切り開こうとしていたのだった。こうした創意工夫を評
価したい。ただ、運動部のターポリンに書かれていた
「本気になれる場所がある」というメッセージが、他と
重複していたのは感心しない。私の中では毎年ランキ
ングを作っているので、ぜひ奇抜なアイディアを形にし
ていってほしい。
（小泉）
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漕大会（東商戦）が戸田オリンピックボートコースにて開催
され、本学が８連覇を達成しました。東商戦はシーズンの開
幕戦であると同時に、両校の威信をかけた伝統の一戦です。
花形種目の男子対校エイトでは、中盤までリードを許した
ものの後半の怒濤の追い上げで一気に逆転、そのまま差を広
げてゴールしました。赤色で埋まる応援席前での渾身のラス
トスパートは圧巻でした。今回達成した８連覇は、第38〜45

〈お問い合わせ先〉
〒186-8601

2016年５月１日（日）
、第68回東京大学・一橋大学対校競

回（1986～1993年度）の東京大学に並ぶ最長タイ記録となり
ます。
その他多くの対校種目・オープン種目で勝利し層の厚さを
見せつけるとともに、今後の全日本級の大会に向けて大きく
弾みをつける一戦となりました。

平成28年度一橋大学秋季公開講座
Hitotsubashi Quarterly

「会計のいま」

シンポジウム

時：2016年9月24日（土）14：00 ～17：30

日

場：一橋大学国立キャンパス

会
ご

本館21番教室

加：無料・定員250名（事前申込制）

参

号
夏
July 2016 Vol.51 編集・発行／一橋大学HQ編集部

プログラム
PwCあらた監査法人財務報告アドバイザリー部パートナー
基 調 講 演： 梅木典子
一橋大学大学院商学研究科教授
講
演： 万代勝信
挽 文子
一橋大学大学院商学研究科教授
福川裕徳
一橋大学大学院商学研究科教授
パネル・ディスカッション：
（モデレーター）： 加賀谷哲之 一橋大学大学院商学研究科准教授
（ パ ネ リスト）： 梅木典子
PwCあらた監査法人財務報告アドバイザリー部パートナー
万代勝信
一橋大学大学院商学研究科教授
《お問い合わせ先》
Tel：042-580-8058（平日9：00 ～17：00）
挽 文子
一橋大学大学院商学研究科教授
Fax：042-580-8050
一橋大学 研究・社会連携課
福川裕徳
一橋大学大学院商学研究科教授
E-mail：res-sr.g@dm.hit-u.ac.jp
司
会： 加賀谷哲之 一橋大学大学院商学研究科准教授
＊お申し込み方法など詳細は以下URLにてご確認ください。
主
催： 国立大学法人一橋大学
http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2016/20160701.html
協
賛： Hitotsubashi Accounting Research Workshop

一橋大学 中 部 ア カ デ ミ ア

第7回

「ベンチャー企業の戦略ストーリーに学ぶ」

シンポジウム
〒186-8601

時：2016年10月15日（土）14：00 ～（13：30開場）

日

〒450-6205

ご

名古屋市中村区名駅4 -7-1

場：ミッドランドホール ミッドランドスクエア オフィスタワー 5F

会
参

東京都国立市中2-1 Tel:042-580-8032

加：無料・定員200名（事前申込制）

申 込 受 付：定員になり次第受付終了
以下URLよりお申し込みください。
http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2016/20160810.html

プログラム

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

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
基 調 講 演： 楠木 建
パネル・ディスカッション：
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
（ 司 会 ） 楠木 建
（パネリスト） 佐々木大輔 freee株式会社代表取締役
加藤智久
株式会社レアジョブ代表取締役会長
古川 亮
株式会社バーニャカウダ代表取締役
主
催： 国立大学法人一橋大学
協賛（予定）： 名古屋商工会議所 東海東京証券 リゾートトラスト
後援（予定）： 中日新聞社 如水会名古屋支部

《お問い合わせ先》
一橋大学 研究・社会連携課
Tel：042-580-8058
（平日9：00 ～17：00）
Fax：042-580-8050
E-mail：c-academia1284@dm.hit-u.ac.jp

koho1284@dm.hit-u.ac.jp

一橋大学広報誌「HQ」51号 ウェブアンケートご協力のお願い
「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。なお、アンケートにご協力いただいた方のなかから抽選で20名様に、
素敵な賞品をプレゼントいたします。
◆アンケート回答期限：2016年9月30日（金）24：00まで
◆プレゼント内容：アンケートにご協力いただいた方のなかから抽選で20名様に、
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