開催概要
平成 28 年 11 月 11 日（金）及び 12 日（土）「博士課程教育リーデ

ィングプログラムフォーラム 2016」が、参加者総数 1086 名（内、

企業等 149 名）の参加を得て、慶應義塾大学の主催、日本経済団体
連合会の共催、経済同友会の後援により、ヒルトン東京お台場で開
催されました。

博士課程教育リーディングプログラムは、広く産・学・官にわたり
グローバルに活躍する高度博士人材の育成と輩出を目指す大学院改

革プログラムとして、文部科学省が 2011 年度に採択を開始し、全国

33 大学 62 プログラムで実施されています。

本フォーラムは、全プログラム関係者（学生、教職員）が参加する

年 1 回の全国大会です。本年度は、5 年一貫教育のプログラム修了生
が、初めて社会に飛び立つタイミングで開催されました。

そのため 1 日目は、本プログラムが新たに輩出を目指した産業界に

フォーカスし、日本経済団体連合会との共催の下、産業界の経営層
や人事担当者に多数ご参加頂き、産学共創による次代の博士人材の

育成と活用を考える場となりました。特に、本フォーラム初めての

企画として、就職を希望する学生 213 名が 100 名規模の企業経営層

や人事担当者と意見交換する場が実現しました。

2 日目は、前半に日本学術振興会と文部科学省等からのご講演、学生
を繋ぐネットワークについて学生討論会が行われました。後半は、

博士学生の出口に対応して産業界等、6 分科会に分け、各業界で活躍

する博士学位所持者である先輩方の経験談を交えた討論がなされ、

学生のキャリアパス検討のための貴重な機会となりました。

皆様の暖かいご支援とご協力に対して、心より御礼申し上げます。
2016 年 12 月
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1. 開催大学挨拶
日時：2016 年 11 月 11 日（金）10:00~10:30
登壇者：清家 篤（慶應義塾長）
現代は、地球温暖化、

少子高齢化、経済のグロー
バル化など、大きな構造変
化の時代にあります。いず
れも社会の持続可能性を問
うような問題であり、それ
らの問題に対処するために

は、専門的な研究を横断的

につなぐ学際的なアプローチを必要とします。その意味で博士課程

の学生にも各々の専門領域に関して深く学ぶとともに、問題を正し

く認識し、他の分野とも協力しながら科学的な解決策を提示してい
くことが期待されます。

これまで日本の大学は、主にそれぞれの研究分野での研究者とな

る博士を輩出してきました。しかし今申したような状況の下で、企

業や政府、そして国際機関などで、企画力や高いマネジメント能力

を生かす新しいタイプの高度博士人材も必要となってまいります。

世界の博士学位取得者は増加傾向にありますが、近年の日本におい

ては欧米はもとより、中国や韓国と比較してもやや減少傾向にあり

ます。今後、これまでのタイプの博士に加え、新しい分野で活躍す

る博士課程の学生も増えることで、日本の博士数も増加すると考え
られます。

リーディングプログラムは、オールラウンド型、複合型、オンリ

ーワン型の 3 つの型があり、それぞれ特色をもった博士を育成して
います。特にオールラウンド型のリーディングプログラムではお互

いに学びあい教えあうことを重視しています。これは慶應義塾創立
以来の伝統である「半学半教」の理念も叶ったものです。

このフォーラムは、5 年一貫教育を受けた博士学生が初めて社会に

巣立っていくタイミングでの開催となりました。産業界を中心に、

博士学生の育成と採用について共に考える場になることを期待して
いますし、同時に学生の皆さんにとって、その培った、専門的、学
際的な能力を持つことを示す良い機会ともなると思います。お集ま
りの皆様のさらなるご協力、ご支援をお願いして御挨拶と致しま
す。

2. 文部科学省ご挨拶
日時：2016 年 11 月 11 日（金）10:30~10:40
登壇者：樋口尚也（文部科学大臣政務官）
本日は、参加者 1000 名

を超える大規模なフォーラ
ムとなりましたことに、ま

ずは関係者の方々へ御礼申
し上げます。

これからの社会には、新

たな知やイノベーションを

起こせる人材が必要です。

そのような現状において、大学院生の独創的な発想には大きな価値

があります。その大学院生が、狭い専門分野にとどまっていた過去
から離脱し、幅広い教養を学ぶために始まったリーディングプログ

ラムも今年で 6 年目となりました。多くの方が抱いてきたイメージ
とは大きく異なる博士人材が既に育成されており、彼らによる成果
も多方面から伺っています。

今回のフォーラムは、彼らの学びの成果、将来への意欲を多くの

方に知っていただく場です。今後、彼らにはグローバルに活躍でき
る人材へさらに進化してほしいと期待しています。

私はかつて、「政治とは運であり、その運“も”実力」という話を聞

きました。そしてこのことは、リーディングプログラムの学生にも
当てはまり、学生には自分の置かれた環境に感謝し、この素晴らし
いプログラムに参加できていることを誇りにしてほしいと思いま

す。そして、企業の皆様や先生方による、学生の育成のためのこれ
までのご協力に改めて感謝するとともに、これからの期待を込め
て、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

3. 招聘講演 1
日時：2016 年 11 月 11 日（金）10:40~11:10
登壇者：朝田照男（丸紅株式会社 会長）
■総合商社の挑戦と変革
これからの日本は少子
高齢化が進み、高度成長

は望めず本当に大変な極

めて厳しい時代です。グ
ローバルな競争環境の中
で、変化への対応が求め
られています。

私は 1972 年に慶應義塾大学法学部を卒業し、丸紅へ入社しまし

た。総合商社は多様なネットワークを武器に海外へ進出し、重要な
役割を担ってきました。ビジネスを取り巻く環境は、プラザ合意、

バブル景気、バブル崩壊、金融危機などがありましたが、商社は自

己変革により不死鳥のごとく蘇ってきました。このように、ビジネ
ス環境が大きく変化する中で、丸紅は全産業と向かい合ってきまし
た。産業は高度化・大型化・グローバル化しているため、丸紅は 5

つにグループを分け、それぞれに CEO を設け、現場に近い人が社長

を補佐する体制を整えています。

かつて日本は、トウモロコシ・大豆・小麦の世界最大の輸入国で

した。しかし、穀物輸入最大国は日本から中国へ変わり、日本のプ

レゼンスが相対的に低くなってしまいました。そこで、丸紅は中国
の会社と提携し、中国との取引を拡大させ、さらにアメリカの会社

を買収してグローバルプレイヤーのトップクラスとなり、日本への
食料安定供給に貢献してきました。

電力ビジネスでは、タービンやボイラーの日本大手メーカーへの

販売を主としていましたが、試行錯誤しながら欧米メーカーとの契

約も行い、周辺機器や土木工事も一部請け負うビジネスへと変化

し、多くの案件を受注するようになりました。今は発電所据え付け
工事なども含めて行う事業を拡大しています。

EPC (設計/調達/建設)ビジネスでは、欧米メーカーと国際コンソ

ーシアムを組むビジネスモデルに参入しました。最近の実績として

は、IPP(独立発電事業)ビジネスでは世界 22 か国 67 か所において発

電所を所有・運営し、世界のトッププレイヤーへと成長しました。

■グローバルな競争環境で活躍する人材を育成
常に先を読みながら、恐れずに挑戦しなければ未来はありませ

ん。恐ろしい速さで変化する今日の世界では、絶えず成長を続ける

必要があります。丸紅では、1 つのことに長けるとともに、全体を通
して高いポテンシャルを有した人材を採用しています。特に情熱、

勇気、執念を一番重視しています。かつては文系中心の採用でした
が、近年は理系、院卒、女性の採用も進んでいます。丸紅の人材育

成では現場経験が重要と考えており、多感な若者を現場に送り込ん

で育成しています。彼らが将来「ぶれない判断力、勇気ある決断、

スピード感を持った行動力」を持った経営者となることを期待して
います。

また、自分の分野でナンバーワンになれない人材は経営者にはな

れません。多様に変化する世界の中で、リーディングプログラムの
学生の活躍に期待を抱いています。今年は慶應義塾大学のリーディ

ングプログラムから博士課程の学生を 1 人採用いたしました。厳し
く育成される中で、周りのメンバーと協力しながらリーディングプ

ログラムで学んだ素養をいかんなく発揮し活躍することを大いに期
待しています。

ご清聴ありがとうございました。

4. 招聘講演２
日時：2016 年 11 月 11 日（金）11:10~11:40
登壇者：橘・フクシマ・咲江

（G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長）

私はＩＣＵの大学院で

日本語教授法を勉強し、
ハーバード大学で日本語

教師となり、日本語教師
を一生の仕事にすべくハ
ーバード大学で教育学修
士を取得しましたが、ビ

ジネスに転向し、スタン

フォード大学で MBA を取得後に、ベイン・アンド・カンパニーを

経て、人財コンサルティング企業コーン・フェリー・インターナシ
ョナルに入社しました。そして、同社米国本社取締役と日本法人社
長を経て、新たに G&S Global Advisors Inc.を設立するとともに、
様々な企業で社外取締役を経験してきました。

今後、新産業革命によるシェアリングエコノミーが労働市場にも

大きな影響を与えると予測されています。国境を越え活躍できる人
財、汎用性の高いプロフェッショナル・スキルをもつ起業家的人

財、そして変革のための創造的問題解決能力を持つ人財が求められ

ています。企業には多様な働き方や能力・成果に応じた評価・処遇

の提供が求められるため、企業と個人の関係も変化していきます。
そのため、新たな社会保障、労働法制も必要となります。

■必要な人財要件
人財に求められる要件は、「職務能力」と「職務経験」で構成さ

れる「専門的資質」、そして「基礎的能力」と「性格」の「個人的
資質」に分けられます。その中で、グローバルリーダーの要件で日
本人に不足している要素は、「戦略的思考」、「説得力と傾聴

力」、「自立と自律」、「起業家精神」、「多様性への感性と関係

構築力」などが挙げられます。世界の上場企業の中で、Ph.D.を取得

している CEO は 2013 年で 8.2%程度であり、日本でも増えるチャン

スは大いにあります。残念ながら、留学する人数は減少しており、

企業のグローバル人財の不足は深刻です。だからこそ活躍の余地も

また大いにあります。

企業の日本人留学生の採用も外国人留学生の採用も増加傾向にあ

ります。そのような中、企業が期待する「学力的要素」は「論理的
思考」、「問題解決能力」が一番高く、「人格的要素」としての

「コミュニケーション能力」と「自立心の要請」も高いと示され、

前述のグローバル人財の要件と同様です。これらの能力を企業で育
てる余裕はなくなっていますので、リーディングプログラムの中で
育成することが求められています。

■人財をどう生かしていくか
私には２０年以上 5 つの大切にしている考えがあります。1 つ目

は、人材の表記に「人財」を用いることです。2 つ目は、ダイバーシ
ティの定義です。国籍や個性はその人の個性の 1 つに過ぎません。
人を個性の一部のカテゴリーで決めつけることはしないように意識

しています。3 つ目は、真の男女共同参画を実現することです。男女
共同参画は男女共通の課題であり、男性にも「育児権」があり、

「共育」も大切です。4 つ目は、「適所適財」として、役職に最適な
要件を持つ人財を任命することです。そして 5 つ目は、多様性を生
かすことです。

大学には多様性に対応できる「プロフェッショナル人財」の育成

を、企業には多様性を生かせる風土の醸成を、そして学生には「プ

ロフェッショナル人財」になることを期待しています。そのために
は、「外柔内剛」な姿勢を持ち、軸は絶対にぶらさず、したたかさ

と誠実さを併せ持つことが必要だと考えています。
ご清聴ありがとうございました。

5. リーディングプログラム説明
日時：2016 年 11 月 11 日（金）13:10~13:40

概要：博士課程教育リーディングプログラムにはオールラウンド

型、複合領域型、オンリーワン型の 3 つの類型があります。各類型
のプログラムごとに、その特徴や目標、所属プログラムの概要や進

捗状況、2017 年春の修了予定学生についてお話いただきました。
①オールラウンド型
登壇者：藤田喜久雄（大阪大学 教授）

「超域イノベーション博士課程プログラム」

現在、オールラウンド型

のリーディングプログラム

は京都大学、大阪大学、慶

應義塾大学、東京工業大
学、名古屋大学、東京大

学、九州大学の計７大学で
行われています。近年、社
会や生活が高度になり、基

盤の細分化も進み、それに伴って社会課題も複雑化しています。オ
ールラウンド型の目的はそのような課題の解決を先導できるトップ

リーダーの育成です。実際にはこのような課題解決には多くの困難

が伴い、例えば、初めの課題設定は非常に困難です。その理由は、

未解決の課題は曖昧で、行うべきことの優先順位をつけがたく、視
点を変えると問題の見え方も変わるなどの独特の側面を持ち合わせ

ているからです。

大阪大学では社会課題を解決するための力を「超域力」と名付

け、専門性とそれを社会で活かせる汎用力を重要視しています。そ

れらを身につけるため、現場での課題解決に挑戦する授業なども行

なっています。このような中で、学生がイノベーション人材育成事

業のアイデアコンペに出場し、総合優勝するといった成果も出てき
ています。

しかし、このような文理統合を目指した人材には先例がなく、就

職には障壁が立ちはだかっています。そのような中、大阪大学では

企業と学生とのマッチングのイベントを開催し、結果として企業の

先入観の変化・学生の気づきを得ることができました。一方、現状
でのオールラウンド型の学生の就職状況は、全般的には産業界への

就職内定者が多い反面、文系を中心に５割弱の学生は内定に至って

いません。企業の方にも先入観を捨てて頂き、積極的な採用をお願
いいたします。

②複合領域型
登壇者：清木 康（慶應義塾大学 教授）

「グローバル環境システムリーダープログラム」

複合領域型の目的は、人

類社会が直面する課題解決
に向けて、産学官などのプ
ロジェクトを統括し、イノ
ベーションを牽引するリー

ダーを養成することです。
学生の就職状況は、４割強
が産業界、３割弱が研究機

関、十数名が行政・国際機関へと就職し、２割がその他・未決定と
いう状況です。

様々な社会問題に対してスペシフィックなアプローチが必要であ

るため、複合領域型では特定の問題に対応するプログラムと、横断

型のプログラムが存在しています。例えば「グローバル環境システ

ムリーダープログラム」は環境問題に取り組むプログラムですが、

その他にも生命健康・物質・情報・多文化共生社会・安全安心をテ
ーマとした取り組みが行なわれています。

「グローバル環境システムリーダープログラム」では、グローバ

ルリーダーを育成することを目的とし、技術を持ちながら、ガバナ

ンス、すなわち社会のルールを創造することができる人材育成を目

指しています。国際・産・学・NPO 連携研究指導体制、国際トレー
ニング制度、遠隔コラボレーションシステムを 3 つの軸とし、双方
向かつ継続的な共同博士教育を実現しています。

③オンリーワン型
登壇者：東原知哉（山形大学 准教授）

「フロンティア有機材料システム創成フレックス大学院」

オンリーワン型プログラムは、新たなリーダーを育成するため

に、国際的な優位性のある学位プログラム構築を目指しています。
山形大学工学部は、古く

から独自の産業が栄えてき
た米沢市に拠点を構え、地
元の企業との積極的な連携

によって、真の産学連携を

実現しようとしています。
例えば米沢市は、NEC の

ノートパソコンや東北パイ

オニアの量産型有機 EL ディスプレイの開発など、いずれも世界初の
技術を生み出してきた町として知られています。本プログラムでは

「従来の材料・デバイスの開発に加えて、他分野融合を推進し、新

たな社会的価値を生み出すシステムを創成する」ことを目標として

掲げており、工学部と企業・官公庁とが協力することで、有機材料

システムの世界屈指の教育研究拠点への歩みを確実に進めていま
す。

学生がプログラムの履修を進めていく過程において、他分野への

研究室ローテーションや国内外のインターンシップなどを通じて、
創造性と主体性を培うことができ、それらの能力は大学だけでなく
産業界からも高く評価されています。地域連携・産学連携によっ

て、産業クラスターと高度博士人材の育成を両立している点が、本
プログラムの大きな特徴です。

6. 産学ラウンドテーブル

～産学共創による次世代の博士人材の育成と活用～

日時：2016 年 11 月 11 日（金）13:40~15:20
スピーカー：

Kurt Deketelaere

Faculty of Law, University of Leuven

Secretary-General of the League of European Research Universities (LERU)

鈴木 寛

永里善彦

迫田雷蔵
島崎 豊

村瀨賢芳

文部科学省大臣補佐官、東京大学教授、慶應義塾大学教授

日本経済団体連合会 未来産業・技術委員会 産学官連携推進部会長
株式会社日立製作所 人財統括本部 人事勤労本部長・
ダイバーシティ推進センタ長

丸紅株式会社 執行役員 秘書部長 兼 広報部長

新日鉄住金株式会社 参与（本社）内部統制・監査部長

村上由美子 ＯＥＣＤ東京センター所長

藤田喜久雄 大阪大学「超域イノベーション博士課程プログラム」
プログラムコーディネーター・教授

モデレーター：

神成文彦

慶應義塾大学「超成熟社会発展のサイエンス」

プログラムコーディネーター・教授

概要：来春初めて 5 年一貫のプログラム修了生が社会に飛び立つ状況の中で、リーディング
プログラムで育成されたＴ型博士人材育成の意義、産業界からの視点、ＯＪＴとのすみ分

け、文系博士人材活用の意義と今後の方向性、国際機関や欧州大学の視点等で討論がなされ
ました。

神成：「産業界や中央省庁が求める人

みの親とも言える鈴木さんに現状について

人材」との整合性がいかにとられているか

鈴木：リーディング大学院プログラムが謳

材」と「大学の育てる(育てようとしている)
について考えていきたいと思います。リー

ディング大学院プログラムのオールラウン
ド型、複合領域型、オンリーワン型という
タイプごとの修了者・修了予定者の進路を
踏まえたうえで、この「すり合せ」は今後
どのように行われていくのでしょうか。ま
ずは、リーディング大学院プログラムの生

お考えをお願いします。

う俯瞰力と専門性を兼ね備えた人材の必要
性および、このような人材間での競争は日
増しに強くなっています。とりわけ、国際

機関での業務では、博士号は必須です。産
業界においても同じように、グローバルな
競争を勝ち抜く上で、専門性と多様な経験

が不可欠です。このような現状からもリー

ディング大学院に一定の手ごたえを感じて
います。

神成：以前から疑問に抱いていたのです

が、産業界は、そもそもリーディング大学

院プログラムが掲げる人材を求めているの
でしょうか？

鈴木：一部には先進的にこの問題意識を共

有する企業もあります。一方で、その割合
はいまだ小さく、さらなる努力は欠かせま

写真 6-1 神成文彦

せん。特に、世界の他の先進国に目を向け
れば、博士号の大切さは疑いがありませ

ん。同じ土俵に立つという意味で、高度人
材育成の必要性もまた揺るぎないでしょ
う。

神成：ありがとうございます。それでは続
いて、経団連の立場でお越しいただいた永

里さんにおうかがいします。産業界はこれ
から急速に変化する世界に対して、OJT

写真 6-2 鈴木 寛氏

（On the Job Training）のような自社式の

教育で対応できると考えているのでしょう
か？

永里：かつては、修士で社会に出る方が経

済的に合理的でしたが、現在は OJT では不
完全と認識しています。また、博士人材の
登用は産業界でも積極的になりつつあると
考えています。近年のイノベーションのよ

うに従来にない付加価値が生まれてくる中
で、会社の業態、大学の在り方、人間の役

写真 6-3 永里善彦氏

割も変わるため、産業界はそれに応じた改

村瀬：実際に、専門職ではない登用はあり

博士人材の積極採用も重要だと考えていま

連の部署でリーダーシップをとってビジネ

神成：次に、理系専門職として博士採用の

一般的に、博士人材が持つ企業のイメージ

します。専門職ではなく経営や企画等にか

いっており、互いに偏見を持っていること

革をするべきです。その中の 1 つとして、

ます。自らの専門とは異なる特許・知財関

す。

スに直接貢献している博士人材がいます。

実績がある新日鉄住金の村瀬さんにお尋ね

と企業が持つ博士人材のイメージが行き違

かわる博士人材の採用についてはいかがで

が多いのではないでしょうか。

しょうか？

神成：商社はいわゆる文系企業というイメ

迫田：グローバルリーダーとなる人材は圧

ますが、丸紅ではいかがでしょうか？

ため、リーディング大学院へ大いに期待し

ージがあり、学部生の採用が主力だと思い

倒的に足りていない現状があります。その
ています。

藤田：大学の目線からいえば、実際にプロ
グラムの修了生を社会に送り出す際にはま

だまだ障壁があります。端的には、博士人
材活用への姿勢にはかなり温度差がありま
す。企業のいわば上層部の方々の一部はリ
ーダー人材に対する強い問題意識を共有さ
写真 6-4 村瀬賢芳氏

れていますが、中堅に位置する人にとって
は職位に応じてその危機感は徐々に薄いも

のになっています。企業の上層部が抱く、

複雑さをきわめる社会課題の解決を先導で
きる人材育成の答えがオールラウンド型の

リーディング大学院プログラムにあるとい
う期待は、まだ、広まっていません。

加えて、学問領域による差異も大きいと

感じています。人文・社会科学分野の学生

は、そもそも大学院の標準年限で博士号を
写真 6-5 島崎 豊氏

取得することが難しいわけです。

今後は、日ごろから連絡を取り合うこと

で接点をもった企業に学生が就職すること

も含め新しいルートが必要だと思います。

神成：ありがとうございます。ではここ

で、会場から意見をいただきたいと思いま
す。

フロアーA：私は教員として、人文社会科学
の学生の就職に問題意識を抱いています。

写真 6-6 藤田喜久雄氏
島崎：丸紅を始めとする商社ではビジネス
モデルが大きく変化してきました。その変

化に対応できる人材として、リーディング
プログラムのような博士人材が必要と考え
ています。また海外企業と働く中で Ph.D.

がいかに重要なものか経験してきました。

登壇者の皆さんがご指摘するように、果た

して、自然科学で学問を修め、いわば手に
職をつけた学生と同じような活躍の仕方

は、人文社会科学の学生に可能なのでしょ
うか。

人文社会科学といういわばメタ・フィー

ルド内部での差異も重要ではないでしょう
か。公共政策系の大学院と異なり、もとも

と研究者育成を念頭に置いた大学院教育の
中で博士号を取得する人物が、実務の世界
に飛び込むことはハードルが高い。

フロアーB：産業界からの視点としてお話し
ます。既存のビジネスモデルの内側であれ

ば、従来の OJT が有効と考えます。しかし

そうではない、未知の領域に企業が踏み込
む際に、専門性と探究心あふれる博士人材
の活躍の場は多いのではないでしょうか。

写真 6-7 村上由美子氏

と博士の「差」をいかに証明してゆくかと

村上：私が 20 年ほど前に国連で働いていた

神成：ありがとうございます。博士課程と

極端に少ないことです。その後投資銀行に

えられた人材は、いわゆる「T 字型人材」

ったとき、驚くべきことに状況は悪化して

は異なります。確固たる専門性は博士課程

主要な問題は、日本人は優秀であるとい

また、今後問われるであろう課題は、修士
いう点だと考えています。

際にまず痛感したのは、日本の国連職員が

りわけリーディング大学院プログラムで鍛

勤めた後、再び国際機関である OECD に戻

を形成する縦軸の「太さ」が修士の学生と

いました。

における研究活動で培われ、リーディング

われる一方で、コミュニケーションにおけ

い知識や視野を身につけることができるの

うコミュニケーションとは、言語そのもの

大学院プログラムの諸活動を通して幅の広

る発信力が不足している点です。ここでい

ではないでしょうか。

のみならず、多様な背景をもつ人々とつな

る村上さんにおうかがいします。国際機関

ったく異なる価値観や背景を備えた人物か

が目指す、主要な進路のひとつである一方

それを投げ返すことです。

期間の実務経験が必要であるなど、いくつ

要条件であっても、十分条件ではありませ

が活躍するための条件とは何でしょうか？

ニケーションをとるためのマインドセット

続いて、国際機関である OECD に所属す

がる能力です。すなわち、自分自身とはま

は、とりわけ人文社会科学に身を置く学生

ら、想像もしなかったヒントを拾い集め、

で、これらの組織に勤務するためには一定

専門知識が国際機関で活躍するための必

かの壁があります。今後国際機関で日本人

ん。すなわち、多様性あふれる場でコミュ
もまた、グローバルに活躍するためには不
可欠だと考えています。

神成：ありがとうございます。Deketelaere
先生、ヨーロッパでの高等教育と比べてい
かがでしょうか？

ることが、多様さをきわめる現代の世界を
リードする人物には欠かせません。

神成：ありがとうございます。次に、再び
企業の視点から見た、人文社会科学の学生
の価値に関する話題に移りたいと思いま
す。

写真 6-8 Kurt Deketelaere 氏
Deketelaere 氏：現在の日本の大学が直面し
ている課題は、15 年ほど前のヨーロッパの
状況に似ています。現代社会を牽引する人
材には、彼らの専門性を学問のみならず、
それを社会の中に位置づけ、還元する力が

問われています。また同時に、学問領域を

写真 6-9 迫田雷蔵氏

問わず、コミュニケーション能力や起業家

迫田：企業の、多様な人材がほしいという

このような日欧の類似性を踏まえ、ヨー

るかという具体的な方策については、学問

験に照らすと、5 年を経過したリーディン

国籍や性別をこえた採用方法が求められて

に組織だった仕組みを作り上げていること

永里：ある集団にいわば「異分子」が入る

科学の学生に関していえば、ヨーロッパで

な作用をもたらすだろう博士人材と企業の

なカリキュラムの提供によって、社会科学

インターンシップが有効ではないでしょう

た学生も、実務家として活躍する機会が与

島崎：博士人材は問いや仮説を立て、それ

最後に、リーディング大学院プログラム

そこで丸紅では、博士課程の学生を対象と

られる資質についてお話します。言語能力

る予定です。募集人数を 1 名に絞り、学生

に求められるのは、開かれた目で、前向き

ぎつつ、学生の希望に沿うような業務を与

上さんもお話されたように、思いもよらな

す。

精神、リーダーシップが不可欠です。

思いは変わりません。これをいかに実現す

ロッパにおいて大学教育改革に携わった経

領域のみならず、経験者採用を含めつつ、

グ大学院プログラムは、早いペースで高度

います。

は評価すべきことです。そして、人文社会

と、そこでの議論が活性化する。このよう

の状況は改善しています。幅広く、実践的

マッチングを図るためには、長期にわたる

に加えて、神学や哲学といった領域を修め

か。

えられています。

を検証するという思考力に長けています。

の学生がグローバルに活躍するために求め

したインターンプログラムを新たに設置す

は当然身についているという前提で、学生

の専門領域と業務内容とのミスマッチを防

に世界を捉えられるような俯瞰力です。村

え、経験を積む機会を提供したい考えで

い出来事や変化に、ポジティブに対応でき

鈴木：今日ここでは、大学院教育に関する

場から多様な意見を頂き、またフロアーか

ディング大学院プログラムの期間は限られ

うございました。

今後の展望が語られました。まず、「リー
ているが、プログラムの継続性はあるか」
という論点ですが、これは現在の枠組みの

プログラムをずっと継続することはないと
いう意味であり、政策目標としての大学院

教育改革はまったく変わりません。むしろ
現在のリーディング大学院プログラムを発
展させることが肝要です。

また、この 5 年間で、グローバル化がさ

らなる速度で進展しています。したがっ

て、従来の産学官連携に加えて、国際的な

パートナーシップの構築が急がれている。
国際的には、日本では敬遠されがちな人文
社会科学を含む博士人材のためのマーケッ
トが一定程度存在するので、グローバルな
舞台で活躍する人材を育て、かつ産業界に
迎え入れるための方策を練ることが急務で
す。

最後に、国家公務員の採用に関して思い

が浮かんだのですが、現行の国家公務員試
験においては、ほとんどの受験者がこれを
通過する必要があるが、その例外が、医師
免許を持つ人です。医官として採用される
枠があります。このような「特別視」を、

博士号を取得した学生にも適用できないで
しょうか。博士課程を修めた人物は、揺る

ぎない専門性を備えています。そうである
とするならば、国家公務員試験において

も、これが考慮されてしかるべきかもしれ

ません。博士人材のイメージの刷新や新た
な価値の付与は、このような視点からも議
論していかねばなりません。

神成：政策立案の立場、養成された博士学
生を受け入れる産業界の立場、大学の立

場、国際機関の立場、及び欧州の経験の立

ら貴重な意見をいただきました。ありがと

7. 学生ラウンドテーブル

～社会へ飛び立つ新しい型の博士たちがプログラムを振り返る～

日時：2016 年 11 月 11 日（金）15：35~17：15
スピーカー：

井上裕毅

大阪大学大学院工学研究科「超域イノベーション博士課程プログラム」

大内遙河

東京工業大学大学院理工学研究科「グローバルリーダー教育院」

段 牧

毛 海宇

慶應義塾大学大学院理工学研究科「超成熟社会発展のサイエンス」
東京大学大学院工学系研究科

「社会構想マネジメントを先導するグローバルリーダー養成プログラム」

黒岩亜梨花 九州大学大学院 システム生命科学府

「持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム」

モデレーター：

安藤大佑

慶應義塾大学大学院理工学研究科「超成熟社会発展のサイエンス」

概要：来春社会に飛び立つ６人の学生たちが、キャリアパスの決め方、就活で直面した現

実、社会に出た後の不安などを、自身の体験を織り交ぜながら討論がなされました。

また、リーディングが目指す博士像にどれだけ近づけたのか等にも、議論が及びました。

リーディングで育成された学生たちのたくましさが目立つ討論会となりました。
■議題 1.なぜアカデミアに残らないという
選択をしたか
安藤：私も含めたこの 6 名は博士修了後ア
カデミアに残るという選択をせず、就職あ
るいは起業という道を選びました。なぜア

カデミアに残らない選択をしたのでしょう
か。

井上：自身のアイデアを形にし、社会に還

元することが出来る産業界に、より魅力を

感じました。博士学位取得後にアカデミア

に残るというのは、まるでレールが用意さ
れているように感じ、逆にそれを壊したい
という意識もありました。

段：一時はアカデミアに残ることも考えま

したが、最終的に、自身が社会にでてプレ
イヤーとして活躍することを望んでいると

自覚し、産業界への就職を決めました。リ

ーディングプログラムはそれを自覚するき

っかけになったと思います。私が所属する

慶應義塾大学のプログラムには、10 幾つか

の企業からメンターが参加しており、5 年

間の間、メンターをはじめとして様々な現
場の声を聞く中で、就職に対する想いが培
われたと思います。

安藤：大内さんは既に起業しており、他の

登壇者とは違ったキャリアを歩むことにな
ります。

大内：アカデミアに残るという選択はそも

そも魅力がありませんでした。自分が博士

研究として取り組んでいる基礎研究が社会
に役立つとも思えず、ポスドクとして働き

続ける姿も想像できませんでした。その中

で、上手く仲間・資金を見つけることが出

来たことをきっかけにベンチャーという道

を選択しました。リスクを取ることに心理

的障壁がない性格であるため、大企業より

も自身で起業する方が向いていると思いま
した。

毛：自身の専門性、異文化コミュニケーシ

ョン能力をより活かせる場としては産業界

が適していると判断しました。個人よりも
チームで働く姿に強い憧れがあり、それも

一般企業への就職を決めたきっかけの一つ
でした。

写真 7-1 安藤大佑氏

黒岩：研究そのものは面白いと感じる一方

で、アカデミアに残るという考えははじめ
から無かったですね。人と関わって、実際

の社会問題の解決に取り組みたいという想
いが一般就職の決め手の一つだったと思い
ます。

■議題 2.就職活動の中での失敗・苦労
黒岩：就職活動の中で、企業は博士人材を

どう使えばいいのか分かっていないという

写真 7-2 井上裕毅氏

事実を認識しました。また、研究の経験は

あったとしても、ビジネスの経験は皆無で
あるため、給料は学部卒と同じと明言され
ました。また、学歴がある人は根性がない
とまで言われたことさえありました。

安藤：九州大学は地方に位置しています

が、就職活動で物理的距離も問題だと感じ
ましたか？

黒岩：地方での面接を実施している大企業

写真 7-3 段 牧氏

を除き、遠いが故に時間が足りず、面接で

井上：私は学士をカナダの大学で取得した

滞がありました。

社なのか」を説明するのが大変でした。

きる企業が少なく、就職活動中は研究の停

ため、面接では「なぜ他ではなくうちの会

段：就職先は総合商社になりますが、自身
の専門性を直接活かせる場が少ないため

に、アピールが難しかったです。研究とは
別のポテンシャルや思考力を買って欲しい

と力説しました。自身の専門性とは異なる

分野で就職する博士として新たなロールモ

デルにならなければならないと自覚してい
ます。

■議題 3.将来のキャリアパスについて
井上：就職先の企業での面接では、自分に
は適さない変化が企業に起これば、そのと
きは辞める、と明言した上で採用されまし
た。

黒岩：就職先企業が取り組んでいる社会問
題が解決すると、仕事がなくなってしまう
ため、自身がやりたいことを会社に取り入
れていくというキャリアもあっていいので
はないでしょうか。

段：組織に依存する等、自身の停滞を感じ
るようなことがあれば、キャリアチェンジ

して成長できる場に身を置きたいと考えて
写真 7-4 大内遙河氏

います。

大内：自分のスキルを常に考えながら、将
来を描きたいです。自身のキャリアパスと

いうより、会社や社会のミッションに、ど
のように自分が関わっていけるかを考えて
いく必要があると思います。

フロアーA：社会に出ると、これまで経験し
たことのない不条理な環境に直面すること
が考えられるが、リーディングプログラム

での 5 年間の学びや経験が就職後の環境を
写真 7-5 毛 海宇

克服する糧になりうると思いますか？

安藤：リーディングプログラムでは決定的

に修羅場経験や負荷が足りないと感じてい
ます。

井上：学生という身分では負うことが出来
なかった責任は、これから経験するしかな
いと思っています。

大内：コーチングやネゴシエーションとい
ったスキルを学び、オフキャンパスという
形で実践してきました。失敗するという段

写真 7-6 黒岩亜梨花氏

階まで実践した経験は糧になると考えてい
ます。

■議題 4. 5 年間を振り返ってグローバル
リーダーになれたという実感はあるか
段：リーダーかどうかということは自分が
決めることではなく、誰かがついてきて初
めてリーダーになれると考えています。そ

のような人材を育成出来るプログラムかど
うかは結論出来ないが、その下地はつくれ
るプログラムになっているのではないかと
感じています。留学経験を通じて得た広い
視野・俯瞰力は一つの必要な要素です。

井上：私も海外経験の重要性に同意しま

す。経験は作ることが出来るが、真に重要
であるのは、その経験から気づきが得られ

るかどうかではないでしょうか。気づきに

至るまでの機会はプログラム内に多くあっ
たと思います。

黒岩：リーディングプログラムに入ってか

らリーダー像が変わりました。従来持って
いた牽引者としてのリーダー像だけでな

く、様々なリーダーの存在を認識しまし

た。プログラムの中で、様々な場所で様々
な人と出会えたことが、自分のビションを
確立する上で重要だったと思います。

毛：プログラムの中で実施したプロジェク
トを通じて視野が広がったと思います。

大内：プログラムを終えた学生の能力が、

普遍的に通用するものであることを証明す
ることが、リーディングプログラムの役目
ではないでしょうか。

■議題 5.リーディングプログラムの改善点
段：プログラムの中で実施する活動の多く
において、プレゼンテーションが最終地点
になっていることが問題だと感じていま

す。プロトタイプを作るなど、発表以外の
形で最終成果物を出すことが出来れば、も

っと成長できたのではないかと思います。

安藤：PDCA サイクルを回す経験が足りな
かったと思います。

大内：プログラムの 1 期生に比べ、後から
プログラムに参加する学生は、先輩が敷い

たレールに乗っかっているように感じてい
ます。

毛：ベンチャーを支援してくれる仕組みが
欲しかったです。

黒岩：プログラムの中での連携不足、企業
との連携不足が課題だと思います。

8. 意見交換会
日時：2016 年 11 月 11 日（金）17：40~19：40

概要：33 大学 62 プログラムから選抜された、企業等に就職を

希望する学生 213 名が、ポスターパネルを使って、100 名規模
の企業の経営層や人事担当者に対して自己アピールを行いま

した。早速次週には、参加企業から関心ある学生にコンタク
ト希望が舞い込む等、成果が出始めました。

■オールラウンド型
各ポスターパネルでは、学生と企業側との間で終始盛んに
情報交換が行われました。留学生も多く英語での説明場面も

ありました。例えば、名古屋大学のパネルでは、学生の研究
内容を張り出し、企業側に探している分野の研究者がいるか

尋ね、名刺を預かっていました。また、東京大学のパネルで
は、学生の研究内容や就職可能な時期が記されたプロフィー

ルを配布し、企業側へ積極的に売り込みを行っていました。

■複合領域型
リーディング大学院プログラムの内容を中心としたポスタ

ーや、各自の研究テーマを紹介したポスター等、多様なポス

ターが並んでいました。学生は企業の方を自ら呼び込み、手

持ちのノート PC を使ってデモンストレーションを行っていま
いた。企業側は、関心のある分野のポスターを 10 枚ほど回

り、どのような切り口からどのような研究をしているか、産

学での共同研究は存在するのか、プログラムの取り組みはど
のようなものか、どのように活動を社会に活かす事ができそ

うか、どのようなスキルを持っているか、どこに就職したい

か、どうしてプログラムに入ったか等、質問していました。

一方、留学生を中心としたプログラムでは来訪者が少ない

ようでした。また、研究テーマの知名度が一般的に低い内容

のプログラムにおいても来訪者が少なく、フォーラムに来る
企業の職種等を事前に知りたかったという学生の声もきこえ

ました。

■オンリーワン型
企業側は、研究内容で学生やプログラムを事前に選定した
上でオンリーワン型のブースに訪れている様子でした。そこ

では、プログラムにおける活動の話ではなく、学生自身が行

っている研究内容について意見交換がなされていました。ま
た、企業側から事業に関する相談を受け、名刺交換が盛んに
行われていました。

一方、企業側の分野やニーズにマッチしている場合は企業

の方が頻繁に訪れていましたが、そうでない場合は来訪者が

極端に少ないようでした。例えば、材料の研究に特化したプ

ログラムや熱帯病・感染症を扱うプログラムは、想定してい

るターゲットが研究機関や国際機関であるため、マッチング
が上手く機能していないブースもありました。

■企画から設営、および今後に向けた考察
リーディングフォーラムで初めての試みとして、就職を希
望する博士課程の学生と、リーディングプログラムの出口で
ある産業界、国立研究所、省庁の経営層や人事担当者との意
見交換の場を企画しました。産業界からの参加拡大のため

に、共催した経団連に協力をお願いしました。国立研究所に
対しては、電話でのコンタクトを含め、多数の機関にダイレ

クトに参加要請を打診したところ、趣旨はご賛同いただきま

したが、実際の参加は 2 機関に留まりました。省庁に対して

は、博士採用が多い 4 省庁にダイレクトに打診した結果、3 省

庁の参加を得ました。

会場の関係で、500 人規模と 400 人規模の 2 部屋構成となり

ました。学生の自己アピール効果を高めるためにポスターパ

ネルを設置した結果、参加許容人数は全体で 500 人以下とい

う制約条件の基での開催となりました。参加した 60 プログラ

ム毎に割り当てられたポスターボード 1 面の周辺に 5 名程度
の学生が待機し、そこに産業界等の経営層や人事担当者が巡

回して訪問する運用としました。その訪問を円滑に進めるた
め、参加学生全員の写真、専門、経験・スキル、希望職種を
掲載したプロファイル集を作成し事前配布することで、感心

のある学生のブースに直行できるように工夫しました。ポス

ターボードの横に、詳細面談用に計画した円卓は、立食用に
は利用されたが、面談用の利用は多くありませんでした。

よって次回開催の場合は、円卓を少し控える一方、ポスタ

ーボード周辺を広く取る配置が考えられます。ポスターボー

ドは、3 類型の順に配置したところ、オンリーワン型のところ

は、オールラウンドや複合型に比べ、訪問者が少ないようで
した。その理由として、産業界からの参加者は、研究者採用
に関心を持つ人もいたが、リーディングプログラムの新しい
出口であるビジネス分野等での採用に関心がある参加者は、
オールラウンドや複合型を中心に回ったことが考えられま
す。また、プログラム間で訪問者のばらつきがありました

が、訪問ガイドとなったプロファイル集へ如何に自プログラ
ム学生が魅力的であるか、記載上の工夫も考えられます。

9. ＪＳＰＳ講演
日時：2016 年 11 月 12 日（土）9：30~10：00

登壇者：家 泰弘（独立行政法人 日本学術振興会 理事）

趣旨：リーディングプログラムが節目の７年目を迎えるに際

して、独立行政法人日本学術振興会の家泰弘氏にご講演いた

だきました。

■リーディングプログラムの概観
様々な要素が密に絡み合い行動が複雑化した現代社会にお

いては、高い国際性・学際性をベースとして俯瞰的な視点か

ら問題を解決できるリーダーが、産学官を中心に研究以外の

世界においても求められています。そのような状況の中、我
が国における大学の学部入学者数は年間６０万人で過去数年

間横ばいであるにもかかわらず、博士課程まで進学する人数

は大きく減少しています。科学技術・学術政策研究所の調査
によれば、博士課程進学を決める際に考慮する主な条件とし
て、①在学中の経済的支援、②学位取得後の民間における就

職ポストの有無、③民間企業等での雇用条件の改善が挙げら
れています。リーディングプログラムは、そのような博士課
程進学希望者が進学を断念する原因となる問題点を乗り越え

るための架け橋として生まれました。そのため、高い研究能
力に裏付けられた深い洞察力と、異なる分野を結びつける幅

広いネットワークを背景に、成熟過程に入った日本で新たな

イノベーションを創造し、それを牽引するプロジェクトをマ
ネージメントできる人材を輩出することが期待されていま
す。

リーディングプログラムについては、オールラウンド型・

複合領域型・オンリーワン型の３つの類型の下、計３３大

学・６２のプログラムが採択されています。平成２８年５月

現在で３，７６４人の学生が参加しており、プログラム実施

大学以外の出身者や留学生の数も年々増加しています。
■リーディングプログラムの評価

日本学術振興会では、本プログラムの審査・評価・フォロ

ーアップのためにプログラム委員会を設置し、これまで、平

成２３・２４年度に採択されたプログラムに対して中間評価

を実施してきました。その結果、異分野との協働経験の蓄積
や、キャリアパスの具体的イメージの形成、国際標準の学位

審査システムの確立、大学全体の改革への波及等といった成
果が見られた一方で、留学やインターンシップの更なる充実
や、より多様なキャリアパスの開拓、関係教員間のコミュニ

ケーションの促進等といったことが課題として挙げられまし
た。なかでも、プログラム修了後の進路としてアカデミアを

志向する学生が比較的多い点を踏まえ、今後はより早い段階
から幅広いキャリアパスを呈示するなど、グローバルリーダ
ーとしての志向性を高めるための工夫が求められていると言
えます。現在、平成２５年度採択プログラムに対する中間評
価を行っていますが、新たに見えてきた課題等については注
視していきたいと思います。

平成２９年度からは、２３年度採択プログラムに対して、

①リーダー養成のための学位プログラム、体制等の構築、②

修了者の成長とキャリアパスの構築、③事業の定着・発展に
ついて、事後評価を行う予定となっています。今後も、プロ

グラム関係者に対するアンケート調査等から得られた声も取
り入れつつ、プログラムの目的達成に向けて引き続き日本学
術振興会としての役割を果たしていきたいと思います。

10.文部科学省説明会
日時：2016 年 11 月 12 日（土）10：00~11：00

登壇者：井上睦子（文部科学省高等教育局大学振興課
大学改革推進室長）

趣旨：文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室長、

井上睦子氏より 2018 年度から実施予定である卓越大学院プロ
グラム（仮称）について、「『卓越大学院プログラム（仮

称）』構想に関する基本的な考え方について」と題した説明
が行われました。

厳しい財政状況の中、限られた予算をどのように分配して

いくか議論されていますが、今後、日本がさらに発展し世界
に貢献していくためには、人材育成、特に様々な分野で活躍

できる博士人材への投資が必要不可欠です。現在のリーディ
ングプログラムの支援期間終了に伴い、新たに卓越大学院プ

ログラム（仮称）の構想が始まっています。リーディングプ
ログラムの基本姿勢を維持しつつ、様々な分野で活躍できる

博士人材の教育を支援するプログラムにしていきたいと考え
ています。

大学院における学生在籍者数の現状をお示しします。平成

22 年度以降大学院に在籍する学生数は減少傾向にあり、修士
課程から博士課程に進学する学生数も減少しています。この

「博士離れ」の原因について 3 点が考えられます。①博士課
程学生の経済的支援の不足、②博士課程修了者の雇用ポスト

の少なさ、③博士課程修了者の雇用条件の問題の 3 点です。

1 点目に関して、現行では日本学術振興会が定める特別研究

員としての経済的支援はあるものの、その受給者数は限られ
ています。生活費相当額程度を受給者する学生の割合を現在

の 1 割程度から、科学技術基本計画で数値目標に掲げられて

いる 2 割程度までの拡充を目指した取組が必要であり、卓越
大学院プログラム（仮称）においても博士課程学生の経済的

支援をプログラムの予算に組み込み、さらに拡充していきた
いと考えています。

2 点目に関しては、博士課程修了者の「出口」をより明確化

し、民間企業等における雇用を増加させていく必要がありま

す。この点に関しては日本全体の認識が変わり始めた段階で
す。日本の多くの民間企業で、今後はより一層博士課程修了

者の活躍が必要になるという認識が芽生え始めていますが、
まだ一部の企業や経営幹部層に留まっています。大学がこの
変化を先導し、いかに優秀な人材を惹きつけ教育していくか

が重要です。卓越大学院プログラム（仮称）はこういった観
点も大事にしていくつもりです。

また、本プログラムではリーディングプログラムの成果や

反省点を反映していく必要があります。その一例として、一
部教職員方からリーディングプログラムの方向性の理解が得

られず、学生が既存の研究科・専攻とプログラムの板挟みに
なったという反省点が挙げられます。大学の教職員の方に

は、特に従来の大学の役割である研究者養成という考え方に
基づいて教育される博士人材像と民間企業が求める博士人材

像との距離を埋められるように、協力企業等との連携と相互
の理解を深めて積極的にプログラムを主導していただきたい
と考えています。

3 点目に関して、日本では修士号取得者と博士号取得者の給

料が同じであるところが多く、博士号取得者の雇用条件が整
っていない現状があります。このことに関して、今後社会全
体で見直していく必要があります。

日本再興戦略 2015(2015 年 6 月 30 日閣議決定)において卓

越大学院プログラム（仮称）の構想が明示されています。こ
のプログラムは文理融合や異分野の一体的教育を目指した博

士課程教育プログラムとして、リーディングプログラム支援

終了に伴って 2018 年に発足させていく予定です。本プログラ

ムの構想に関する基本的な考え方が、2016 年 4 月に有識者会
議でとりまとめられました。これを踏まえ、卓越大学院プロ

グラム（仮称）では、リーディングプログラムをはじめとす

るなどこれまでの様々なプログラムの蓄積を総結集し、大学

の強みを伸ばすことに重点を置き、学生の出口として具体的
に想定される機関と組織的に協力して実施する教育プログラ

ムにしていきたいと考えております。また、各大学の持つ強

みを生かす為にも大学にプログラムのアイデアを提案しても
らう形式にしたいとと考えています。特に他機関との連携に

ついては、先生方個人の関わりではなく組織同士で協力する

ことにも重点を置きたいと考えています。

採択対象領域としては次の 4 点、①我が国が国際的な優位

性と卓越性を示している研究分野、②社会において多様な価

値・システムを創造するような、文理融合領域・学際領域・
新領域、③将来の産業構造の中核となり、経済発展に寄与す
るような新産業の創出に貢献する領域、④世界の学術の多様
性を確保するという観点から我が国の貢献が期待される領

域、を考えています。持続可能なプログラムにするために、
本プログラムへの参加にあたっては大学組織全体の合意が必

要となります。産業界と各大学を結ぶハブとなるプログラム
にすることで、産学官での人材と資金の流動を活発化してい
きたいと思っています。

■質疑応答
質問１：①プログラムの切り替わりで困るのは学生であり、
もっと緩やかに変わる仕組みにして欲しい。②最初から決め
すぎてスタートせずに、結果を評価しながら補助金を付けて
いく方が地に着いた改革ができるのではないでしょうか。

井上：予算に関しては、アイデアを絞り努力していきたい。

質問２：①学生目線で考えることが重要であり、学生の予算

確保の自由度を高めることも可能にした方が良いのではない
でしょうか。例えばアルバイト等を可にする等。②若い人口
が減少することは逆に言えば若者の可能性や若者が使える税

金が増えるということであり、いかに学生にとって元気の出
るプログラムにするかが重要ではないでしょうか。③卓越大

学院プログラム構想には独創性というキーワードがありませ
ん。型にはまったプログラムになっているように感じられる
ため、時代を切り開くような独創的なものにして欲しい。

井上：①事務的に整理できるところは進めたい。②学生が元
気の出るようなメッセージを取り入れたい。③独創性に関し
ても盛り込んでいきたい。

質問３（コメント）：①中長期で取り組まないと結果がみえ
てこないのでリーディング大学院プログラムは継続させてほ

しい。②ソーシャルイノベーションを巻き起こせるよう、海

外の大学、研究法人、民間企業の他に、主要官庁との連携を
促進してほしい。③企業が求める人材は、本質を極めた後に
何が待っているのかを知っている、変化への対応力を持った
人材です。

当日発表資料より抜粋

11.学生討論会
日時：2016 年 11 月 12 日（土）9：30~11：00
スピーカー：

池田泰成

慶應義塾大学大学院商学研究科「超成熟社会発展のサイエンス」

加藤卓哉

早稲田大学大学院先進理工学研究科「実体情報学博士プログラム」

宮原浩維

遠山美穂
大竹由希子
司会：

大阪大学大学院工学研究科「超域イノベーション博士課程プログラム」
名古屋大学大学院医学系研究科

「実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム」

株式会社日立製作所 人事教育総務センタ採用グループ

石川岳史

慶應義塾大学大学院理工学研究科「超成熟社会発展のサイエンス」

段

慶應義塾大学大学院理工学研究科「超成熟社会発展のサイエンス」

モデレーター：
牧

概要：プログラム間の連携の現状と、リーディング学生と企業をつなぐ活動に関して

２つの事例を紹介した後、産業界から人事担当者を招いてパネル討論を行いました。

リーディングの OB・OG とのコミュニケーションの維持、現役学生向けの機能につ

いて、会場から多数の意見が出され、本サービスの必要性を再認識しました。
■第一部
□２つのプロジェクトの紹介・進捗状況
石川：最初に慶應義塾大学の池田君か

ら、今回の討論会の趣旨説明をしてもら
い、その後、3 人のスピーカーよりそれ

ぞれの取り組みをご説明いただきます。

池田：今日のテーマは、プログラム間の
連携とリーディングと企業のつながりを

構築するための取り組みを紹介し、今後

の方向性を探ることです。
□Gulliver Project の概要
池田：私からは「全国の人脈網を活かし

て」と題し発表します。なぜ、皆さんは
リーディングプログラムに参加をしたの
でしょうか？私のモチベーションはコラ

ボレーションでした。リーディングには

特色ある学生が多く、特に慶應では、産
業界の多様な分野の部長クラスの方が関
わっていることから、分野横断性の強さ

に魅力を感じました。しかし、こうした

つながりがプログラム内に限定されてい
ることに改めて気づき、プログラム間の
連携を活性化するコミュニティを構築し
たいと思いました。

Gulliver Project の目的は、プログラ

ム学生の繋がりを維持することです。今
は既存のプラットフォームであるフェイ

スブックを利用しています。現時点の参
加者は 170 名です。

このコミュニティは、知識が豊富な人

施しています。リーディングプログラム

助成により、学が育て、産業界等が受け

の欠如、社会との結節点が少ないことで

の主力世代となった時、このコミュニテ

そこで、リーディングプラットという

が集まっています。リーディングは官の
入れの場となります。今後私たちが社会

全体の問題は、プログラム間の交流機会

す。

ィの人脈は、単なる学生の同窓会組織で

コミュニティを構築し、運営を始めまし

になると考えています。

動内容を編集して記事を掲載します。ま

生が初めてプログラムを修了します。そ

パーソナルデータベースを構築し、4 月

はなく、日本全体をつなぐパイプライン
今年度は、5 年一貫の教育を受けた学

のため、OBOG との繋がりを事前に保

つ準備をする最後のチャンスだと思って
います。

た。このサイトでは、学生が投稿した活

た、企業関係者等が閲覧可能な、学生の

にリリースしました。しかし、運営メン
バーが少なく、HP のデザイン性が乏し
いことが課題です。

□日立グループを取り巻く環境の変化と
ビジネスの革新
大竹：日立は製造業であり、プロダクト
アウトの会社という印象が強いのではな
いでしょうか。私自身は日立での勤務年
数は数年であり、日立を外から見てきた

経験の方が長く、入社前はそうしたイメ

ージを強くもっていました。しかし、今
写真 11-1 池田泰成

の日立は、少しずつ変革をしている中

で、新旧が混在する状況にあり、革新を
目指しています。現在は、特にグローバ

ルビジネスに注力し、社会インフラに注
力しています。

―日立を取り巻くトレンド
具体的にはエネルギー・ヘルスケア・

情報分野などの新領域に注力していま

す。短期的に 20 年間先のことを見据え
写真 11-2

加藤卓哉

□リーディングプラットの概要
加藤：早稲田大学や筑波大学等では、学

生・教員による共同ワークショップを実

てビジネスを展開しています。その中

で、大量生産・大量消費からビジネスス
タイルを変更してきました。現在は IT

とモノづくりを掛け合わせ、社会インフ

ラを改善する事業の展開を目指していま
す。例えば、イギリスに車両を入れてい

ますが、車両を提供してその後の保証ま
で行うように事業の転換を図っていま
す。

自社グループのみで利益を出す自前主

義ではなく、他領域に分散させながら実
施しています。日立グループとしてやっ

ていた事業を売却し、多様な業界に分散
させ、幅広い領域と協力しています。
―日立が求める人材

博士の採用割合は、新卒社員 500 名の

内 35 名です。その内 7 割が研究職、3 割
は SE です。

日立の SE には、プロジェクトマネジ

メントを行い、リーダーシップをとって

事業を展開できる人材を求めています。
主体性・多様性の受容ができる人材で

す。その多様性とは、人として多彩な経
験をし、それを次の経験として外に出す

ことのできる人間としての厚みです。俯
瞰・独創力、経験を活かし、リソースを
関連付けてビジネスを作り上げていく人
です。

かつて、文系の仕事に向けられていた

マインドをすべての社員に求めていま

す。「顧客」の「課題解決」と「未来提
案」というマインドをすべての職員が持

っていることが求められています。個人
の中での多様性、つまり、経験値があ

り、それをビジネスとしてアウトプット

できる力です。多くの企業は、プロダク

トアウトではなく、顧客のニーズに合わ

せて、新たにビジネスを形作る力を求め
ています。

■第二部
□パネルディスカッション
段：Gulliver Project に参加しない理由
は何でしょうか？

池田：東京で開催されるイベントを告知

しても、北海道や九州など東京から離れ
た地域の学生にとっては、参加が難しく

利用が難しいのではないでしょうか。ま

た、記事を掲載しても、全ての博士が興
味を持つわけではありません。

フロアーA：参加するメリット、趣旨が

よくわからないこともあります。

加藤：率直に申しますと、私は以前

Gulliver Project トに入っていましたが

辞めました。コアメンバーの人以外のア

クティビティが少ないと気づき、メリッ

トがないと感じました。受け身の姿勢で

いるからかもしれませんが、リーディン
グプラットでは、やる人がメリットを感
じる場にしたいと思っています。産官学
を対象としていますので、多くの方にメ

リットがあり、継続していただきたいと
考えています。

段：卒業後の繋がりを維持するための
Gulliver Project ではないのですか？

池田：そもそも Gulliver Project を始め

たきっかけは、将来日本全体に問題が起
こった場合に、その時にコネクションを

築いていたら遅いと思ったことです。一

繋がりによって形成される組織です。そ

ることも確かです。短期的なメリットに

や募集に役立つのではないでしょうか。

うか？

なシステムやサービスが採用に結び付く

方、短期的な目標を見出せずに進めてい

ついて会場の皆さんはどうお考えでしょ
フロアーB：Gulliver Project のメリット

は人脈だと思います。一方、リーディン
グプラットは博士のスキルの可視化が有

効だと思いました。それがあれば異分野

の人とのコラボレーションがしやすくな
るからです。相補的に問題に取り組まな

ければいけない場合、お互いにどのよう
なスキルがあるかを把握することができ
ます。

一方、Gulliver Project で告知される

のため、Gulliver Project では人の採用

段：大竹さんにお聞きします。どのよう
のでしょうか。

大竹：リーディングプラットは外部の人
がアクセスできるため、これは活用した

いと思いました。昨日の意見交換会で見
させて頂いたように、人となりや研究内
容、失敗経験も載せていることで、その

学生の生の状態を見られるのは良いと思
いました。

Gulliver Project は外部の人が見られ

ない状態でしょうか？私たちの採用活動

イベントにはどのような人が来るのかわ

では、採用のフェイスブックを作成した

だけではなく、どのようなスキルを持っ

ます。「いいね！」を押している人が社

かりません。何をしているかを発信する

ているかを知ることがメリットになると
思っています。

のですが、昨年やめたという経緯があり

員しかいませんでした。これでは、誰に
向かって情報を発信しているのかわかり

フロアーC：オールラウンド型のリーデ

ません。採用ホームページとの明確な違

するという場所が提供されています。こ

ックをやめました。

ィングでは、異分野の人を集めて何かを
のソーシャルネットワークにおいては、

いが見いだせないという点でフェイスブ
Gulliver Project に関して、目的を明

何ができるのか、どういう問題があるの

確化する必要があると思います。フェイ

しょうか。

的の中でフェイスブックをどこに位置づ

かを共有することが大事なのではないで
また、メリットは何かという話より

は、コネクションができるという面では

もう既にメリットではないでしょうか。

フロアーD：リーディングプラットも

Gulliver Project も、双方の良い所を両

立できると良いのではないでしょうか。
リーディングプラットは外部の人も閲

覧できます。一方、Gulliver Project は

スブックは一つのツールです。自身の目
けるのかが重要だと思います。

池田：Gulliver Project には、現在５人

の企業の方が参加しています。私もフェ
イスブックはツールの一つだと思いま

す。学生へのアプローチや利用者数を考
え、フェイスブックを使用しました。よ
り良い方法があれば変えていきたいと考
えています。

フロアーE：リーディングプラットと

宮原：記事拡散とコミュニケーションの

Gulliver Project は情報の発信という観

ように役割が分かれていることは良いと

し、人をどう繋げるかについて議論する

良いのではないでしょうか。

点ではどちらも良いと思います。しか

必要があります。例えば、リーディング
プラットは情報の発信をしているので、
繋がれるチャンスを得られると思いま

す。Gulliver Project では、フェイスブ

ックに入っただけではつながりにはなら
ないと思います。どのようにつながって
いくのかが問題になってくると思いま
す。

加藤：リーディングプラットでは、活動
の事例を掲載しています。そのため、そ
れがインタラクションを起こすロールモ
デルになると考えています。

思いました。お互いの良さを合わせると

■質疑応答
段：リーディングプラットの課題を感じ
た方がいたら意見をお願いします。

フロアーC：現在は、情報社会と言われ

ており、私たち人間では認識が追いつけ
ないほどの情報が錯綜しています。その
ため、IT 技術とか、システム運用がで

きないという問題ではなく、私たち人間
がその技術を活用しきれていない部分が
あると思います。

小さなネットワークという概念である

「90%ルーティンと 10%ランダム」を活

用して、私たちの活動の仕方を考えなけ
ればいけないのではないでしょうか。

フロアーF：IT の観点からお話したいと
思います。このようなソーシャルネット
ワークにおいて、proactive network と

passive network があります。このネッ

トワークは proactive network で、受け

身の関係になり、つまらないと感じまし

写真 11-3

遠山美穂氏

遠山：リーディングプラットは情報を得

ることに特化しています。しかしユーザ

ー同士のコミュニケーションはありませ
ん。Gulliver Project とコラボレーショ

ンすることで、相乗効果が生まれ、短期
的、長期的メリットが見えてくると思い

ます。

た。

ソーシャルネットワークにおいて、競

争がますます激しくなります。今の時代
では自分たちでもシステムを作れます。

そこを利用し、自分たちでシステムを構

築することもできます。一人一人が、参
加者を理解することが最も早い解決策で
はないでしょうか。

フロアーG：リーディングプラットは採

用活動や博士課程のリクルート・システ

ムとして活用できると思います。大竹さ

んへ質問いたします。日本の採用活動、

の問題をすぐに解決してくれました。こ

活用する可能性はあるのでしょうか。そ

ょう。

特に大企業では、このようなシステムを
れとも日本のリクルート・システムは固

のような効率性を考えることもいいでし
そこで、提案したいことが 2 つありま

定されてできないのでしょうか。

す。１つは problem solving、２つは

ステムは、博士を対象とした採用では使

と、効率的に問題を解決することができ

大竹：リーディングプラットのようなシ
えます。日本の企業は経団連に加盟して

いるため、様々な制限がありますが、博

problem posting です。この両方がある
ると思いました。

加藤：F さんと C さんが言う通り、すぐ

士に対して制限はなく、通年を通して採

にそれを実行したいと思っています。し

フロアーG：現実には、決められたルー

て認知度を上げている段階です。いつ頃

用しています。

トしかないと思っていますが、この様な
システムを使い、アピールしてもいいの
ではないのでしょうか。

大竹：基本的には博士は通年で採用を行
っています。修士の時期に就活を始めて

いる博士も多くいます。修士と博士を合

かし、今は始めたばかりで、広報を行っ
になるかわかりませんが、すぐにコミュ
ニケーションのツールをリーディングプ
ラットに取り入れたいと思っています。
フロアーH：オープンなリーディングプ
ラットとクローズドな Gulliver Project

と２つのサービスを組み合わせることは

わせて採用している企業もあります。継

とても素晴らしいと思いました。一方、

春に人員計画を立ててしまうので、もっ

るということは、自分が必要する感覚や

続して採用を行っていますが、企業側も
と通年を意識した採用方法を考えたいと
思います。

Gulliver Project の場合、何かを投稿す

自分の意見を言える環境が何かしら必要
であり、フェイスブックでない場合で

も、誰かに「貢献」する感覚がどのプラ
ットフォームに必要だと私は思っていま

す。誰でも気軽に投稿でき、問題を解決
できる場所を提供し、お互いの人となり

を知り、そこからプロジェクトとして発
展し、そのプロジェクトをリーディング
プラットで投稿するシステムが良いと思
いました。そうすると、スモールコミュ
フロアーC：Active social network は良

いと思いました。例えば、私の研究で問
題が生じたときに、ツイッターに投稿し
ました。そして、知らない高校生が、そ

ニティが、長期的に継続できるのではな
いでしょうか。

遠山：私たちも、まだ始めたばかりです

が、気軽にコミュニケーションが取れる

システムを作成中です。今後はこういっ

的に使いたいと思うようなプラットフォ

作っていきたいと思います。

日はありがとうございました。

た場でも、つぶやける感覚のシステムを
段：最後に登壇者の方から、一言ずつお
願い致します。

遠山：Gulliver Project と連携していき

たいと思います。昨日の意見交換会で拝
見した、皆さんの研究活動や苦労したこ
と等を発信するお手伝いをさせて頂きた

いと思っています。どうぞご協力のほど
よろしくお願い致します。

加藤：とても良い議論をして頂いたおか
げで、現在行うべきことや長期的な目標

が作れました。今後、英語での投稿もし
ますので、英語での参加もお待ちしてま
す。今日はありがとうございました。

池田：今日は私にとって、とても良い議
論ができたと思います。私はこのような
議論をインターネット上でも行ってほし
いと願っています。そのため、自分の持
っている意見を遠慮なく投稿してみてく
ださい。今日はありがとうございまし
た。

ームにしていきたいと思っています。今
大竹：企業との連携という観点でも考え
ていただきたいと思います。

段：予想を超える議論ができたと思いま

す。今日はありがとうございました。会
場からのご意見をお願いしいます。

フロアーI：一つだけ気になることがあ

りました。登壇者側は一生懸命答え、会
場側からは、何がないから私は参加しな
いのですという意見が多かったと思いま
す。しかし、みんな同じ船に乗っている
のです。みんな同じ目的でリーディング
大学院にいるのです。登壇者はプラット

フォームを作った人たちなのです。もう
私たちはそれに参加して活用する以外に

ないのではないでしょうか。これからは
オープンな所でイノベーションを起こす
時代です。Gulliver Project はダイナミ

ック、プラットはスタティックな特徴が
あります。リーディングプラットも

Gulliver Project も、自分たちで主体的
に活用していくしかないと思います。

フロアーJ：このプログラムの目的はな

んでしょうか。俯瞰力を養うことではな

いでしょうか。俯瞰力を養うためには、

多様性のマネジメントが必要だと思いま

した。これは一人ではできないことで

す。共通するものを持っているので、こ
写真 11-4

宮原浩維氏

宮原：私は Gulliver Project を活用して

いる側からの意見ですが、私自身が積極

のプラットフォームを活かして、コミュ
ニケーションし、俯瞰力を養っていって
ほしいと思いました。

12.ＮＩＳＴＥＰ説明会
日時：2016 年 11 月 12 日（土）9：00~10：00

登壇者：松澤孝明（文部科学省 科学技術・学術政策研究所

第１調査研究グループ 総括上席研究官）

■背景
わが国では、人口当たり博士人材数が他国に比べて少ない

現状があり、また博士課程入学者数は 2003 年をピークに減少
傾向にあります。博士人材は持続的な科学技術イノベーショ
ンの主たる担い手であるにも関わらず、博士人材を取り巻く
環境は厳しく、かつ社会全体における博士人材の活躍状況の
把握・提示がなされていません。そこで、我が国の博士人材
の状況の把握・可視化と分析を目的として、特定年度の修了

者を対象とする博士人材追跡調査（JD-Pro）の実施と博士課
程入学から修了後までを一貫して追跡する博士人材データベ
ース（JGRAD）の構築を行ってきました。

■博士人材追跡調査（JD-Pro）
第一回 JD-Pro の結果によると、6 割がアカデミア（大学・

公的研究機関等）、3 割が非アカデミア（民間企業等）へと就
職していることが分かりました。アカデミアへの就職の場

合、理科系、文科系で就職先のポストが異なります。また、

非アカデミアの場合、博士修了者の就職先の多様化の兆しが
みられ、期待されています。また、さらに、博士人材の所得
は学部・修士に比べて二極化しています。アカデミアと非ア
カデミアで比較すると、アカデミアは仕事の満足度が高い傾
向があり、非アカデミアは処遇の満足度が高い傾向が示され
ました。

また、別の調査では、企業側からの博士への評価に関して

は、専門分野への期待がもっとも大きいことや、また、民間
企業では、博士に対する評価が高いことが示されました。

■博士人材データベース（JGRAD）
JGRAD は修了者個人が、自身の属性やキャリア情報を入力
する形をとっています。今後の方向性としては、JGRAD と

JST のデータベースのデータを連携することを目指していま

す。また、就職支援情報や、登録者のキャリア形成により役
立つ調査結果のフィードバックを進めています。また、安定
的に上質な情報を提供するためには登録者のフォローアップ
が重要であり、関係機関との連携が必要であると認識してい
ます。

■質疑応答
質問 1：採用側にも使えるようなデータの利用を検討されてい
るのでしょうか？

松澤：JST のリサーチマップでは自分の情報を発信したい人

向けにプロフィール公開ができるようになっています。それ

と同様にＪＧＲＡＤでも“発信”の仕組みを検討しています。

質問 2：科研費の申請項目と実際の専門が異なるといったよう
な状況が多々あるため、専門性に関する項目をもう少し精査
するべきではないでしょうか？

松澤：研究活動の中で専門が変わっていくケースもありま

す。継続的にフォローし、専門分野の変化などを捉えられる
仕組みを検討しています。

質問 3：リーディング大学院など、どのような教育プログラム
を受けたかを見ることはできるのでしょうか？

松澤：現在、大学や政府では、教育プログラムを適切に評価

するするニーズは高くなっています。国からの支援プログラ
ムを入力できるようにすることで、適切な情報の捕捉が可能
になるように変更しつつあります。

質問 4：（上の質問を受けて）そういった教育プログラムに関
する情報は学生側とプログラム側のどちらに入力させるので
しょうか？

松澤：大学が把握している情報については、大学（プログラ
ム側）から入力（インポート）できるようにすることによ
り、学生の負担軽減や情報の精度向上を目指しています。

13.出口討論分科会
日時：2016 年 11 月 12 日（土）11：30~13：00
概要：博士学生の希望就職出口を６つの業界に分け、分科会①～⑥を開催しました。

分科会ごとに、博士号取得後に就職した 3～4 人の経験者を招き、就職するまでの道
程、就職後の博士人材としてのキャリアパスが紹介されました。

会場からの多数の質問に対し、スピーカーに加え、来場された人事担当者からも返

答頂き、今後就職活動する学生たちは、貴重な情報を得るとともに、将来のキャリア
パスを考える大変良い機会となりました。

分科会① 産業界（ビジネス等）
登壇者：
三井

実

栁原勝幸
西野嘉之
沢

真司

樋口美雄

富士ゼロックス株式会社 研究技術開発本部

コミュニケーション技術研究所

新日鐵住金株式会社 知的財産部 総括室長

株式会社メディネットグローバル 代表取締役ＣＥＯ

産業能率大学 客員教授

株式会社日立製作所 総合教育センター 日立総合技術研修所 所長
慶應義塾大学商学部 教授

モデレーター：
齋藤

潤

慶應義塾大学大学院商学研究科 特任教授

「超成熟社会発展のサイエンス」

■概要
産業界を目指す博士課程リーディング

プログラムの学生に向けて、博士号取得

■自己紹介
□三井実氏（富士ゼロックス株式会社）

自身の経験や教訓についてご講演を頂い

カ国を旅し、大学院時代は専門を超えて

司所長及び慶應義塾大学商学部の樋口美

えを実行する」行動力を身につけること

てどのような人材が必要とされていくの

□柳原勝幸氏（新日鐵住金株式会社）

ンを行った。

時に、自分の置かれた環境でベストを尽

後、産業界で活躍されている 3 名の方に

大学時代にバックパッカーとして 25

た。加えて、日立総合技術研究所の沢真

新しい挑戦をし続けてきた。「自分の考

雄教授からコメントを頂き、企業におい

が大切。

かというテーマについてディスカッショ

博士課程では専門性を身につけると同

くすことが大切。また、博士課程での

「論理的に現象を解析し、真理を導く」
思考法は研究のみならず、あらゆる問題

■質疑応答
質問 1：博士号を取得しながら、経営者

身につけて欲しい。

うが、どのように両立させてきたのか。

ローバル）

ることを知らせなかったし、企業を回る

び技術をニーズに適応する能力を身につ

とはなく、むしろ隠していた。それぐら

切る、自分の決めたことをやり通すとい

とは最後までやる切る事が大切。

を解決するうえで武器となるので、必ず

としてビジネスを行うことは難しいと思

□西野嘉之氏（株式会社メディネットグ

西野：教授にはもともと会社をやってい

博士課程時代より起業。伝える能力及

ときにも学生ということを売りにしたこ

けて欲しい。また、目の前の仕事をやり

いの覚悟を持っていた。やると決めたこ

う当たり前のことが非常に大切。

□沢 真司氏（日立総合技術研究所）

社内では年間 25,000 人中、約 7,000 人

の規模で技術系の人材開発を行ってい

る。従来どおりのテクノロジー開発も大
事だが、共通価値の創造(CSV)につなが

るビジネスを展開していくことが重要。

博士人材に期待する能力は、「強靭な精
神力をもち、自らリードしていけるリー
ダーシップ」、「粘りのある交渉力と協
働できる力のバランスの取れたグローバ
ルダイバーシティ」、「リベラルアーツ
をベースと俯瞰力に裏付けられた次の時
代を読み解く力」、「世界最先端の知見
に裏付けられた次の時代を読み解く
力」。

□樋口美雄氏（慶應義塾大学商学部）

従来の日本企業の問題点は、ハードに

対する投資は行っているが、ソフトに対

する投資が少ないこと。会社の内部に人
を取り組むのではなく、外部委託をする
ことが現実的な方法となっている。その

上で、大学院の博士課程には広い視点か
ら問題を解決できるフロントランナーと
しての人材の育成が求められている。

質問 2：日本でもプロ経営者が増え、そ

れに関するマーケットができつつある

が、プロフェッショナルのマーケットと
いうのはあり得るのか。

樋口:経営者はもちろんのこと、管理職で

もプレーヤーとマネージャーでは求めら
れる資質が異なる。特にプロの管理職じ

ゃないと迷うことがよくある。フランス
では大学を出たらすぐに管理職になる例
があるが、管理職も一般職の経験が必要

であることは事実。また、現在、中途採
用をどのように処遇するのかが課題とな

っている。成果主義だと、配置転換で給

料が下がる可能性があるため、いまだに

抵抗があるのが現状。そのため、職務給

で給料を決めることは簡単にはできなか

った。しかし、現実社会ではジェネラリ
ストが少なくなっており、それに伴い、

配置転換も少なくなっている。このた

め、今後、職務で評価する流れになって
いくことが考えられる。

質問 3：現在有機半導体を専門としてい

るが、就職後に自分の能力以上のことは
求められるのか。

三井：もちろん求められるし、ビジネス
等の他部門の能力も必要になってくる。
ただ、自分が持っている技術が最先端だ
という自負を持つことが重要。

■学生へのメッセージ
最後に講演者から、博士号取得後、産
業界で活躍することを目指す学生に求め
られる能力・資質が示された。①周りの

人と協力する力を身につける。②博士課
程の時に自分は子供であるという認識を

捨て、しっかりと自分の心も磨く。③自
分の専門性がどこで活かせるのかという
アンテナを常に張り、世の中のニーズに
あった研究をする。④研究のみではな

く、ビジネスエンジニアも必要になって

くるので、文系の博士も重要になってく
る。⑤自分の能力を高めて、社会が必要
とする人材になる。⑥会社をどう変えら

れるかという意識を持つ。以上について
リーディングの学生としてどう応えてい
くべきかを考えさせられた。

分科会② 産業界（研究職）・シンクタンク
登壇者：
大谷大和
近藤

崇

深津真二
劉

磊

株式会社東芝 インダストリアルＩＣＴソリューション社 主務
富士ゼロックス株式会社 モノ作り技術本部

電子デバイス技術部 リーダー

ＮＴＴサービスイノベーション総合研究所

企画部 研究推進担当課長

株式会社日本総合研究所 スペシャリスト（システム工学）

モデレーター：

山口正泰

慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授

「超成熟社会発展のサイエンス」

■概要
産業界の研究職やシンクタンクへの就
職を希望するリーディング生向けに、博
士号取得後に産業界で活躍されている 4
名の方にご討論いただいた。まずは、4

名の方それぞれからこれまでのキャリア
パスを中心に自己紹介をしていただき、
その後、会場からの質問にご回答いただ
いた。最後に、学生に向けて各登壇者か
ら一言ずつアドバイスをいただいた。
■自己紹介
□大谷大和氏（東芝株式会社）

入社のきっかけは、東芝株式会社が大

谷氏の専門に近い音声合成関連の研究を

行っていることを学会活動の中で知った
ことである。就職活動は、当時の指導教
員に研究開発センターの担当者を紹介し
てもらうことから始め、そのまま面接や
研究発表を経て内定をいただいたとのこ
と。就職活動において重要なこととして
は、学会発表等を通じて自分の名前を知
ってもらうこと、懇親会等を通じて人脈

を築くこと、発表スキルを磨いて自身の
研究の分かりやすい説明を心掛けるこ

と。企業内では、博士号取得者は修士卒
と比べて新規な研究テーマを与えられる
場合が多い他、初任給は高め、かつ元か

らスキルを持っている故に昇進も早い傾

向がある。ただし社内人事は博士でも区
別なく、様々な部署に配属される可能性
がある。これから産業界へ飛び立つ博士

学生に対しては、研究成果が必ずしも世

に出るとは限らないので、出なくても必
要以上に落ち込まないこと、気分転換や
ストレス発散を適度に行うこと、困った

時は誰かに相談することなどのコメント
があった。

□近藤崇氏（富士ゼロックス株式会社）
博士課程時代の専門は面発光レーザで

あったので、就職活動中はその専門を生
かすことの出来る企業を探していた。当
時、光通信用面発光レーザは様々な企業
で研究が行われていたが、未だ事業化の
目処がたっていない状況であった。その

中で、富士ゼロックス株式会社はレーザ

より自分らしさを発揮することが重要で

ーザの事業化にいち早く成功していたの

としては、語学にあまり力を入れてこな

プリンタに組み込むという形で面発光レ
で、その挑戦的な社風に惹かれ入社を決
めた。学生時代は、自身の技術的な専門
性を磨きつつも、投資や経済、語学等と
いった専門以外の分野にも興味を持って
取り組んでおり、その経験は現在にも生
きている。これまで心掛けてきたこと

あることを実感した。学生時代の反省点

かったことがある。また、学会等のコミ
ュニティ活動に積極的に参加し、学生時
代からネットワークを築けていたらより
良かったなと感じる。

□劉磊氏（株式会社日本総合研究所）
博士課程時代の専門は医療工学であ

は、軸となる専門技術を身に着けて成果

り、卒業後は当時の共同研究先であった

ェックを含め常に幅広く新しい情報を入

職。GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

を出し自信をつけること、他社の動向チ
手すること、そして常に自問自答するこ
との 3 点である。

□深津真二氏（NTT サービスイノベー
ション総合研究所）

博士課程時代の専門は仮想現実やヒュ

ーマンインターフェースであった。当時

はそのような分野の研究を行っていると

ころは限られており、数少ない企業の一
つであった現在の会社への就職を決めた

とのこと。大学でなく企業を選んだの

は、基礎研究よりもプロダクトアウトを
志向していたため。入社後は、研究所に
おける次世代ブラウザの基礎研究をはじ

め、事業会社における IPTV サービスの
技術開発、官民交流という形での総務省

における標準化推進活動等、幅広い業務
に携わってきた。NTT 研究所には、新

規事業開発を行うプロデューサや実用化
開発を行う研究開発マネージャなど様々
なキャリアパスが用意されており、自身
のキャリアを自由にデザインすることが

できる。これまでの経験を通じて、自分

より優秀な人材が多くいる状況では、何

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社へ就

では医療機器に関する基礎研究と開発に
携わっていたが、業務が完全にサイクル
化していたためチャレンジ性に欠けると
感じていた。その後は社内外の活動を通
じて政策策定に興味を抱き、現職へと転
職。現在はシンクタンカーかつコンサル
タントして主に高齢者マーケットの開拓
にフォーカスして仕事を行っている。現
職では、学ぶことが多い反面忙殺される
日々を送っている。コンサルタントを志
望する学生に対しては、新卒でなくまず
は他業界で自分の軸となるものを得てか

ら転職することを勧める。また、転職活
動中に意識すべきことは「やりたいこと
は明確に整理しぶれないこと」。

■質疑応答
質問 1：(劉氏へ)コンサルタントして働

くにあたり理工系だからこその強みはあ
るか？

劉氏：必ずしも自分の専門性だけに強み
を求めないことが重要。研究に利用した
ツール(統計など)や理工系ならではの数

値を分析する力も強みとして意識するべ
き。

質問 2：ほとんどの登壇者の方々は専門

に近いところで就職かつ研究開発されて
いるが、それは一般的なのか？

大谷氏：物理系出身者が人工知能の研究
を行っているケースもある。必ずしも専
門と一致する研究開発を行うとは限らな
い。

深津氏：大学時代の専門と会社での業務

卒業生に期待するのは海外コミュニティ
に入っていける語学力やリベラルアーツ
を始めとする広い視野の獲得。5 年間を

費やす意義については、修士の 2 年間で
得られるものは少ないので 5 年間やって

鍵となる技術や成果を得ることが重要だ
と考えている。教員が博士号の価値をし
っかり説明していく必要がある。

質問 4：企業の研究職では成果が出ない

とすぐに首を切られてしまうのか？そう
いうイメージは少なくともあるが、実態
はどのようなのか？

大谷氏：どういう信念でやっているのか

を注目して評価されることが多いので、
その内容とそこをうまく伝えられること
が大事。

内容がマッチしない場合もある。しか

質問 5：キャリアチェンジを決めた際に

いカテゴリーにおいてはマッチしている

ないのか？機動性の鈍化を感じないの

し、情報工学であるとか、そういった広

その時の仕事のやりづらさが付きまとわ

場合が多い。

か？どのように転職時にスイッチを入れ

質問 3：リーディングプログラムについ

劉氏：転職先のあてが社内にないのであ

て抱く印象について教えていただきた

い。また、5 年間をリーディングプログ

ラムや大学院に費やす意義についてコメ
ントがあればいただきたい。

劉氏：自分が所属していた Global COE

プログラムと比較して、リーディングプ
ログラムは幅広い知識の吸収や様々な経
験を促しているのが評価できる。しか

直すのか？

れば、きっぱりと外に出ることを決断す
べき。その時に会社の辞め方をよく考え
るのがポイントである。立つ鳥跡を濁さ
ずというか、円満な退職ストーリーを実
現することが大切である。そうすれば、
もしかすると戻ってくることができたり
するなどあとにつながる。

し、企業のニーズとのマッチングについ

質問 6：研究スパンは 1-3 年だと短すぎ

近藤氏：ハングリー精神を持って取り組

思っているのか？また、研究には準備が

ては危惧している。

んでほしい。リーディングプログラムの

ないのか？その辺りに関してどのように

必要であるが、それも加味されてのその

に強化することができる。また、事業部

大谷氏：基本的にその人がその段階で持

新技術を研究開発することは可能。

期間設定なのか？

っている知識やスキルをベースにテーマ
が与えられるので、準備に膨大な時間が

であっても、所有する技術から派生した

必要だということはほとんどない。裏を

■学生に向けたアドバイス
大谷氏：リーディングプログラムに所属

与えられるので、予備知識をしっかりつ

で、必ず活かしてほしい。また、自分の

返せば、仕事は知識があることを前提に

する学生は良い機会に恵まれているの

けてから就職するべきかもしれない。

軸になるものを一つは持ってほしい。

質問 7：転職を決める時に大事なこと
は？(劉氏へ)

劉氏：納得することが大事なので、企業
の中身を質問しまくる。そして、完全に
理解しきった上で転職を決めるのが重要
である。また、転職時の就活に関して、
やりたいことを明確化して、面接官に訴
えかけることが大切。そして、この時に
ポジティブな面でなく、ネガティブな面
を含めてきちんと伝えることが重要。も
しそれでも採用してくれるのなら、ニー
ズとシーズがマッチしたことを意味する
ので、転職後の仕事が進めやすいという
おまけがつく。

質問 8：なぜ事業部に入ることを選択し
たのか？(近藤氏へ)

近藤氏：当時研究所等の事業化能力につ
いて問題意識を持っていた。つまり、最

先端の技術を研究開発していても、その
技術をどこに利用し、事業化するのが最
適かをよく認識できていないことが多か

った。なので、研究テーマが長続きしな
い。対して、事業部はビジネスに直結し
ているため、本当に必要な技術の開発を
長期間行っており、鍵となる技術をさら

近藤氏：まずは自分の専門をとことん極
めてほしい。その後は、自分が将来どう
なりたいかをイメージし、それに向かっ
て行動してほしい。

深津氏：就職活動は元気よく行ってほし
い。

劉氏：社会に出た後にさらされるストレ
スとどう向き合うかよく考えておいてほ
しい。ストレスは吐き出すことによって
リセットできるので、親友を作ったり家

族との関係を良好に保ったりしておいた
方が良い。

分科会③ 留学生の就職
登壇者：

Tatsuro Odawara

The General Manager, HR Development Department, Minebea Co., Ltd.

Izabela I. Rzeznicka, Ph.D.

Professor, The Graduate School of Engineering and Science,
Shibaura Institute of Technology

Nazirul Afham Idris, Ph.D.

Research Engineer, Research and Development Laboratory,
Stanley Electric Co., Ltd., Tokyo

モデレーター：
ミヤケツトム

慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授 「超成熟社会発展のサイエンス」

■概要
本分科会は留学生を主な対象として、
留学生が日本で働く上での課題について
英語で議論が行われた。司会を含む４名

が発表を行い、その内３名の講演者は産
業界、学術界、留学卒業生を代表して、
日本で働くことの現状と問題点につい

て、それぞれの視点から報告した。３名
の講演者からテークホームメッセージ

は、日本語をしっかり学ぶこと、情熱を
持って目的を達成することでした。

■自己紹介
□Tatsuro Odawara 氏（ミネベア株式会
社）

企業の角度から外国人の雇用の現状を

紹介。企業側が望む国際人材像は「情熱
を持つ目標を最後まで成し遂げること」
「自発性を向上しながら理想を追求する
こと」「グローバリゼーションの背景で
様々な人と信頼関係のあるチームワーク

を達成すること」の３つの能力であるこ
とと結論づけた。

□Izabela I. Rzeznicka 氏（芝浦工業大

学）

個人の経歴に基づき、海外の学術界と

対照しながら、日本における学術界での
一般的なキャリアパスを紹介し、日本学
術界での就職の利害得失を分析した。将

来、学者を目指し日本で研究を希望する
外国人留学生のため、就職活動の方向性

を示し、リーディング大学院の学生に前
進すべき方向をはっきりと明示した。

□Nazirul Afham Idris（スタンレー電気
株式会社）

自分のタイムラインに沿い、博士論文

の日程から、就職活動の経験まで詳しく
説明し、会場にいるオーディエンスの留
学生に成功例を一つ挙げ、日本での就職
活動についてアドバイスと体験談を共有

した。Idris 氏は自分自身の長所と短所を
分析し、新卒・社会人の角度から就職活

動の感想を述べた。博士卒のデメリット
としては、若い修士卒の同年と同じ扱い
で研修を受ける段階だ。給料も新卒レベ

ルの報酬で、家族 3 人と生活するのが困

難なときがあるようだ。メリットは博士
という肩書以外は特にないそうだ。

他の講演者からのご意見の通り、留学

生にとって学生から社会人となる過渡期

は難しいという。なぜなら、就職が確定
した後、留学生は労働ビザを申請し、ビ
ザを手に入れるまで入社できず待機する
ことになるからである。

分科会④ アカデミア・国研・行政体（理工系）
登壇者：
遠藤正紀
友澤孝規

星野美保子
増永英治

文部科学省 研究開発局 研究開発戦略官（核融合・原子力国際協力担当）

付 戦略官補佐

経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房 総合政策課 戦略企画室 室長補佐

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門

鉱物資源研究グループ 主任研究員

人事担当者：

茨城大学 広域水圏環境科学 教育研究センター 助教

福井俊英

文部科学省 大臣官房 人事課 人事企画官

永翁龍一

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 総務本部人事部人事室 総括主幹

山本聡一
学生：

経済産業省 大臣官房 秘書課 課長補佐（採用担当）

文部科学省の総合職に内定したリーディング学生 A
経済産業省の総合職に内定したリーディング学生 B
モデレーター：

羽鳥賢一

慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授

「超成熟社会発展のサイエンス」

■概要
中央省庁、国立研究開発法人及び大学
に博士として採用された方々から、その
経歴や博士学位取得者の働き方に関して
紹介があり、各スピーカーや各機関の人
事担当者への質疑応答が行われた。最後

に、来春から中央省庁で働くリーディン
グプログラムの学生２名と各スピーカー
より参加学生へのメッセージが送られ
た。

■自己紹介
□友澤孝規氏（経済産業省）

博士時代には、技術経営戦略学を専攻

し、インターンやベンチャーにも挑戦し
た。経産省では、景気対策、貿易管理、

エネルギー戦略等を担当し、博士課程で
培われた分析のスキルや考え方が活きて
いる。影響力の大きい幅広い業務に携わ
り、力を発揮できることが仕事のやりが
いであり、学位の有無に関わらず、結果
を出していくことが信頼を勝ち得る上で
大切だと感じている。

□遠藤正紀氏（文部科学省）

博士時代には、分子生物学を専攻し、

研究室の運営に関わっていく中で、日本
の研究を取り巻く科学技術政策に興味を

持ち、文科省を志望した。これまでの職
務では、海洋研究、人材育成、核融合研
究の政策に携わっている。博士課程出身

として感じているメリットとして、研究

い競争に負けないためにも、専門が多少
異なる分野でも思い切って挑戦し、研究
の幅を広げていくことが肝要である。

■各スピーカーや人事担当者への質疑
質問 1：異分野の橋渡しの業務に、博士
取得者は貢献できるか。

も仕事も思考プロセスは同じであるこ

と、研究開発の現場感が分かること、海
外の方と同格で話せること、等がある。
一方で、デメリットとして、必ずしも全
ての仕事に専門性が活きるわけではない
こと、同期よりも年齢が高いこと、等が
ある。

□星野美保子氏（産業技術総合研究所）
地質調査、天然レアアース鉱物の分析

を専門としており、博士課程時代には、
地球進化史・博物学に近い基礎的な研究
を主としていた。

キャリアを重ねていく上で、レアメタ

遠藤：博士研究を通じて、自分の専門分
野が深まっているだけでなく、学際的な
情報も捉えられるようになっていると考
えられる。

友澤：産官学を横断するコミュニケーシ
ョン、特に大学の先生との高い親和性は
博士取得者の貢献できる点である。

星野：博士取得者が多い研究所では、分
野横断のコミュニケーションは活発であ
る。

増永：いろいろな研究をしている先生が
いる中で、異分野で共同していけること
が望ましい。

ルの供給リスクに絡んだ、産業に直結し

質問 2：官公庁と一般企業との就活スケ

究というだけでなく、産業に貢献できる

友澤：学振特別研究員の期限が残ってい

けでなく、抽出・回収する技術を学んで

遠藤：官庁に絞って志望した。D2 の 1

た課題を中心におくことで、単に基礎研

ジュールの差異、その準備。

テーマにシフトした。その上で、分析だ

たため、まずは官庁に絞って志望した。

いくなど、狭い分野に捕らわれず、視野

月頃から指導教授に理解を求め、試験勉

□増永英治氏（茨城大学）

福井：試験の合格結果は 3 年間有効なの

レーションや実際の観測を研究してい

つのではないか。来年度は 7 月に官庁訪

を広く持つことの有用性を感じた。

海洋物理学を専攻し、数値計算シミュ

強に備えた。

で、早めに受験するのも日程調整に役立

る。博士課程時代には、Stanford 大に留

問が始まる予定である。

動していくことが重要であると感じてい

のでは。

校教員のポストは 1/3 であり、この激し

る。

学する経験があり、国外に目を向けて活

山本：理系の試験難易度は比較的易しい

る。年間の博士学位の取得者数の内、学

永翁：年 2 回公募があり、面接で選考す

質問 3：研究者の道を選んだ際に迷った

あり、研究の現場の経験は役に立つ。博

増永：迷わず研究者の道を選択した。か

ろんのこと、柔軟にコミュニケーション

ことはあるか。

つてはミュージシャンを目指していた。
星野：就職を考える上で、景気など外部
環境の影響はそれなりにあった。

質問 4：キャリアを考える上で、博士卒

と修士卒（後に博士取得）の違いはある
か。

遠藤：学生のうちに存分に研究して、取
得する方が望ましいのではないか。

友澤：実際に、博士号の審査は働き始め
てから受けた。かなり厳しい日々になっ
た。

永翁：産総研は基本的に博士号を取得し

た人を採用する。入ってから 2 つ目の博
士号をとるくらいの気持ちが良い。

質問 5：アカデミアに対する未練はある
か。

遠藤：研究者となっている研究室の仲間

士出身者に対しては、高い専門性はもち
が取れること、あきらめずに物事に取り
組めることを期待している。

山本：今年度の技術系内定者 17 人中、2

人が博士であるが、技術系総合職の官庁
訪問者数 130 人中博士課程は 10 人とそ

もそも少ない。近年の経産省の職務を見
ると、技術が関わらないことがないと言
えるほどに技術が世の中を変える時代に
なっている。今後ともその傾向は続くと
考えられるため、高い専門性を備えた博
士の役割は大きくなっていくと思われ
る。

永翁：産総研は博士の採用を続けている
が、大学時代の研究と同じことを続けて
いても行き詰まる可能性が高い。従っ

て、博士と言えども専門の壁を超えて、
異分野に挑戦していく姿勢が重要になっ
てきている。

をみると、少し未練を感じることがある
が、自分も行政という立場から研究に携
わっていると考えている。

友澤：未練はないが、将来的に戻る可能
性がないとは言えない。

質問 6：官庁における、博士の応募状況
と、博士に対してどんな事を期待する
か。

20%が学士である。科学技術の研究、開

■来春から中央省庁で働くリーディング
プログラムの学生２名と各スピーカーよ
り参加学生へのメッセージ
学生 B：リーディングプログラムを通じ

イキングに繋げていくのが職員の役割で

いと思い、経済産業省を目指すに至っ

福井：文科省においては、技術系の応募

者のおおよそ 20%が博士、60%が修士、
発の現場の要望を吸い上げ、ポリシーメ

て、技術が社会を変える仕事に携わりた

た。総合職試験は専門の配点が高いた

遠藤：キャリアパスをいろいろ考えてみ

世間のイメージ程ハードルを高く思わ

時間を十分に活用していただいた上で、

め、学部の授業の復習をしっかりして、

てほしいが、まずは学生としての自由な

ず、興味があったら是非挑戦してほし

文部科学省や色々な就職先の門戸を叩い

学生 A：電子工学科としての就職先の選

友澤：私たちをモデルケースとするだけ

い。

択肢は多くあったが、リーディングプロ
グラムを通じてさらに文部科学省や他の
官公庁への可能性が広がった。応援して
くれる人や一緒に目指す人のことを信

じ、自分の可能性を信じていれば開く扉
もある。

増永：学生時代にやる研究や論文執筆の
時間は財産であり、将来への投資とな
る。

星野：大学院時代は好きなことができる
貴重な時間。後悔のないよう過ごしてほ
しい。

てほしい。

でなく、自分が新しい行政官モデルとな
ることを目指してほしい。また、内弁慶

での専門家ではなく研究者としても世界
から尊敬される行政官を目指すべく同志
を求めている。

分科会⑤ アカデミア・国研・行政体（文系）
登壇者：
金山智子

情報科学芸術大学院大学 教授、産業文化研究センター長

大久保 豪

株式会社ＢＭＳ横浜 代表取締役

涌井智子

独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 研究員

モデレーター：

石岡良子

慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任助教

「超成熟社会発展のサイエンス」

■概要

人文社会科学系の博士人材のキャリア

について登壇者 3 名からそれぞれ 15 分

護・福祉・生活困窮者対策等に関する多

様な業務を行っている。

大学を離れ会社を立ち上げたメリット

程度の発表と短い個別の質疑応答が行わ

は、研究に費やすことのできる時間が増

対して質疑応答が行われた。

立てられること。デメリットは、研究に

れ、最後に全体を通して 3 名の登壇者に

■自己紹介

□大久保 豪氏（株式会社ＢＭＳ横浜）

保健学の博士号を取得したのち、大学

での研究職を経て、2013 年に起ち上げた

加し、より長いスパンで研究計画を組み

使える資源・研究者同士の交流の機会が
減ったこと、大学の研究者という肩書き

を使えず、信頼を得るのが難しくなった
こと。

BMS 横浜という学術研究、社会調査を

業務とする企業の経営を行っている。大
学では、医療の質の向上を目的としたデ

ータベースプロジェクトなど実社会との
つながりの深い研究関連業務を行ってき
たが、元々法人の起ち上げや運営に関す
る一定の知識を持っていたこともあり、
ワークライフバランス等を考えて BMS

質問１：大学を離れる決断をした際に不

浜では、個人として社会調査の設計・学

大久保：不安もあったが、健康や育児等

横浜の起ち上げに踏み切った。BMS 横

術調査の文献レビュー・データ分析・論
文執筆・講義・学生指導等を行ってお

り、会社全体では出生前診断・子宮頸癌
検診・障害・難病関係・高齢者医療・介

安はなかったか？

のワークライフバランスの観点から最終
的な判断を下した。

質問２：大学を離れて社会学を研究する
ことの難しさは？

大久保：BMS 横浜での仕事は大学での

質問１：米国でのコミュニケ―ションス

も医療業界関係者など従来から接する機

か？

研究経験を活かせる側面が強く、顧客等
会の多い分野の人々であったため大きな
支障は感じていない。

□涌井智子氏（地方独立行政法人東京都
健康長寿医療センター研究所）

博士課程在学中に日本学術振興会優秀

若手海外派遣事業に選ばれて Johns

Hopkins Bloomberg School of Public

Health に留学し、保健学の博士号を取得
し、現職。

研究者としての働き方には、個人研究

型、チーム恊働型、チームヒエラルキー

型の 3 つの類型がある。研究所に勤務す

キルのトレーニングはどのような内容

涌井：具体的なトレーニングプログラム
よりも、指導教授との研究テーマに関す
る密な議論がコミュニケーションスキル
の強化に役立った。

質問２：研究の持つ社会的影響力への研
究者としての考えは？

涌井：研究者が自身の研究の社会的なイ
ンパクトについて常に意識しておくこと
が必要。

□金山智子氏（情報科学芸術大学院大
学）

社会科学系の学部を卒業後、民間の商

るメリットは、講義等の義務がないため

社等でシステム開発等の異分野のキャリ

ではない長期的視点での研究計画を立案

ョン学の博士号を取得後、慶應大、駒澤

研究に集中できること、二年三年スパン
できること、同じ分野の研究者との交流
が容易なこと、長期的・継続的な研究資

アを積む。米国でマス・コミュニケーシ
大、そして現職と様々な融合研究に携わ

る。異分野融合の領域には「確実な成功

金の存在等。しかし、メリットは裏返し

モデルはない」こと、領域を超えて新し

き傾向を助長する可能性、同じような研

研究協力の仕組みからゼロベースで考

としてデメリットにもなる。研究の内向
究をしている研究員に囲まれた中でオリ
ジナリティを出して行く困難さ、新たな

研究を生み出すモチベーションを維持す
る刺激の少なさ等がある。

現在の研究者は、一つの分野だけで完

いものを作っていくためには組織運営や
え、ある種の「偶然性」を重視した研究

姿勢を持つことが必要。今日の研究者は
新しい社会的価値を生み出す可能性があ
る。

結する学問が少なくなってきており、複

■質疑応答

+α」というものが今後必要とされる。

動性が高く既存の評価基準がすぐに陳腐

数の専門性が求められる。「自分の専門
上からの指示を持たない研究者は、目標

設定や研究計画の組み立てのような自己
管理能力が非常に重要。

質問 1：コンピュータサイエンス等の流

化してしまう領域において、どのような
姿勢や仕組みが求められているのか?

金山：研究成果の発表を学会報告や雑誌
論文投稿という既存の手法のみに限定し

ない柔軟性が必要である。既存の学会に

大久保：教科書的な回答ではあるが、や

で、新しい学会を立ち上げるというのも

な影響を持った。

かみ合わない研究テーマが頻出する中

一つの手。最近では博士修了後、スター
トアップ等に踏み切る学生も増えてい
る。発表の仕方は学会だけではない。

質問 2：新しい研究を開拓していくうえ

で必要となる専門性と幅広さの両立とバ

ランスについて学生はどう行動していく
べきか？

大久保：他人との交流を通して、自身の

専門性や興味を広げていくことが重要。
金山：問題関心を広げることと専門性を

深めることは必ずしも反比例しない。専
門分野において斬新な発想が生まれるき
っかけを作る土壌として幅広い活動が重
要。

質問 3：リーディング大学院プログラム

の出口をふまえ、学生達へのアドバイス
をお願いします。

はり人との出会いは卒業後の活動に大き
涌井：就職等の短期的な問題ももちろん
大事だが、同時に長期的な視点から自身
のキャリアを意識し計画することが重
要。

金山：博士号取得後の将来像を固定化す
る必要はない。例えば地方のように現在

見過ごされがちな地域にこそ博士人材が
必要とされている場所がある。

分科会⑥ 国際機関
Speakers：

Hannu Jaakkola

Bernhard Thalheim

Professor, Tampere University of Technology, Finland

Professor, Christian-Albrechts-University Kiel, Germany

Virach Sornlertlamvanich Lecturer, Thammasat University, Thailand
Hikaru Kobayashi

Amane Kobayashi

Katsufumi Tomobe

Masa Jazbec

Takayuki Nakatsuka

Moderator:

Yasushi Kiyoki

Official for Proceeding:
Sota Shimizu

Project Professor, Keio University, Japan

Keio University, Global Environmental System

Leaders Program, Graduate School of Media and

Governance D3

Keio University, Global Environmental System

Leaders Program, Graduate School of Science
and Technology

University of Tsukuba, Ph.D. Program in

Empowerment Informatics, Graduate School of

Systems and Information Engineering, 4th grade
Waseda University, Graduate Program for

Embodiment Informatics, Graduate Schools of
Advanced Science and engineering, M1(L1)

Professor, Dean of Graduate School of Media

and Governance, Program Coordinator of GESL Program,

Keio University

Project Associate Professor,

Graduate School of Science and Technology

■概要

での活動や現在のアカデミックでの取り

の国際機関へのキャリアパス形成に主眼

■討論内容

本分科会はリーディング大学院の学生

を置いて討論が行われた。学生サイドか

組み例が紹介された。

司会者より、国際機関におけるグロー

らは３大学４研究科の学生のこれまでの

バルリーダーとしてのキャリアパス形成

ョンが行われ，教員サイドからは司会を

の中で GESL の国際トレーニングシステ

取り組みと今後についてプレゼンテーシ
含めて５名の教員のこれまでの国際機関

に関する意見交換が行われた。また、そ
ムについての紹介が行われた。

４人のリーディングの学生の発表を通

じ，これまでの研究取り組みの紹介とと
もに国際機関との関わりについて実例紹
介が行われた。

Amane Kobayashi 君（慶應義塾大学）

は、中近東、北アフリカをターゲットと
した JICA での経験について、

Katsufumi Tomobe 君（慶應義塾大学）

は、世界規模の環境問題をターゲットと
した OECD(Organization for Economic
Co-operation and Development)での取
り組みについて発表した。

また、Masa Jazbec 君（筑波大学，ス

ロベニアからの留学）は、ヒューマノイ
ドロボットをターゲットとして ATR の

石黒浩研究室におけるインターシップの
経験について、Takayuki Nakatsuka 君

（早稲田大学）情報技術がもたらす幸福

論をターゲットとした ITC(International
Telecommunication Union)における取
り組みについて紹介した。

そして、４大学の教員のこれまでの国

際機関におけるキャリアパスが紹介され
た．Hannu Jaakkola 先生(Finland)より

CERN (European Nuclear Research)に
おける経験が紹介された。Bernhard
Thalheim 先生(Germany)より、

EIT(European Institute of Innovation &
Technology)、JRC(Joint Research

Centre)、Eudrum EU project における

経験が紹介された。Virach

Sornlertlamvanich 先生(Thailand)から

は、アジア，太平洋地域における職業活
動とともにグローバルリーダー像のある
べき姿についての考えが示された。そし

て、Hikaru Kobayashi 先生(慶應義塾大
学)から環境省事務次官としての京都議

定書策定における国際交渉や、OECD、

East-West Center における経験が紹介さ
れた。
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（１）回答者の属性（149 名中 22 名、回答率 14.7%）
業種

人

製造業

12

運輸・通信業

3

金融・保険業

0

サービス業

5

その他（商社、IT 関連）

2

合計

22

（２）印象に残った企画（複数回答含む）
企画名

人

(1)招聘講演 1, 2

5

(2)産学ラウンドテーブル

8

(3)学生ラウンドテーブル

9

(4)意見交換会

8

(5)学生討論会

1

(6)出口討論分科会①～⑥

1

全てに印なし

2

(注)企業の方々の多くは、上記（１）～（４）が開催された 11/11 にしか参加していないた
め、
（１）～（４）のポイントが高まったと考えられます。

≪理由≫
(ID04) 村上さんの話は大変気づきが多かったです。専門性プラス未知の人や物に対す
る応用力。これを高めるべきリーディングであってほしいと思いました。
(ID05) パネラーの学生さん、どなたも自分のポリシーをはっきり持っており、行動力
もあるところに魅力を感じました。
(ID09) (1)異なるフィールドの日本を代表する方々の話は共通点と非共通点を明確に
できるので興味深い。特に今回の主旨にあい、現在の日本の置かれている危機
感を明確にできた。(2)文系の博士課程人材の企業への導入。また理系でも自ら
の専門にこだわらない職種での活躍例など。今後の方向性の一つが出たと思う。
(3)新しいタイプの博士人財が本プログラムの成果として産まれつつある様子
がよく判った。
(ID10) 招待講演では時代の変化の対応、リーディング大学院を含む高度人財の必要性
が良くわかった。学生ラウンドテーブルでは学生の本音が聞けた。
(ID13) 学生の生の声、就活情報などが聞けて良かった。
(ID16) 学生の生の声が聞けたため
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(ID19) 様々な学生と対話ができたため
(ID20) 博士課程学生の就職に対する考えを伺うことができ、非常に勉強になりました
(ID22) 業務の都合で招聘講演のみ参加させて頂きました。

（３）T 型博士人材について
①採用に対する興味の有無
T 型博士人材の採用

人

興味がある（22 人中）

22

②T 型博士人材が活躍できる職域（業種別）
【製造業】
〇事業戦略、経営、管理
(ID05) 事業戦略では、今でも技術出身の事業戦略要員はいるが更に高度な人財が必要
(ID08) 新事業企画、技術戦略

〇どのような職域も可能
(ID07) 全て。研究職であっても企業では T 型を求める
(ID15) 基本的にはどのような職域も可能
(ID09) 本人の意識レベルが高ければ、どのような職域でも可能

〇研究開発職
(ID01) まずは専門分野の研究職
(ID02) セキュリティなど先端分野
(ID05) 研究開発職では、これ迄テクノロジーオリエンテッドだったものを、将来の課
題解決に向けての"Seeds"として「ソリューション」をイメージしながら進めら
れる。
(ID12) 研究職
(ID13) 専門分野の研究職および研究企画
(ID14) 研究・開発に期待。おそらく何の職域でも活躍できるとは思いますが。

【運輸・通信業】
(ID03) 長期ビジョン戦略の策定
(ID11) 事業、経営、商品戦略で活躍できることが必要。博士を出るためにその実力を
どうやって身に着けることができるか？がリーディング大学院への期待と課題
だと思います。
(ID18) 経営企画、新規事業推進
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【サービス業】
(ID04) メインは研究開発職ですが、他の職種も十分採用可能です。ただし、ご本人の
専門が直接すぐには生かせない場合が多く、学生さんの方が、好まないかもし
れません。
(ID16) プロジェクトマネージメントができるとよいと思います。
（参考：Frounhofer 研
究所）
(ID19) 研究職に限らず、専門性が高い仕事に適していると思う。
(ID21) 正にこれからのシンクタンクの研究員にうってつけと思料する。
(ID22) 研究から開発へ移行する架け橋となる人材（管理職）

【商社】
(ID10) どの職域でも可と思います。

【IT 関連】
(ID20) 技術経営/マネジメント

③T 型博士人材が必要な理由
〇新しい価値の創造
(ID01) 今後は技術をビジネスにつなげる力が求められる。技術についても複合的技術
が求められる
(ID12) 専門性を活かして今までにない新しい価値を生み出すことを求められるから
(ID15) 自ら学び創造する力を必要としているため
(ID19) 新しい課題に取り組み、それが困難でも解決する力が博士学生にはあると考え
ているため。

〇俯瞰力への期待
(ID02) 技術だけではなく政治、法律、社会、文化など多様な知識が必要なため
(ID05) 研究職に 10~20 年後の世の中の課題に対する「ソリューションのタネ」になり
うる研究を必要としており、その意味で高い専門性に加え「先を読む力」
「俯瞰
力」が必要
(ID09) 自分のもっている専門性をベースにそれだけにとらわれない客観的な情報を収
集して判断できる人材

〇リーダーシップ、マネジメント能力への期待
(ID04) Global 企業であるため、世界のチームを相手にリーダーシップをとれる人財が
必要です。
(ID07) 唯一の専門は企業では連携、チーム仕事ができない
(ID08) 深い専門分野＋幅広い人的ネットワークに対応できる
(ID13) マネジメントができる研究職
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(ID16) 企業では、カネ、モノ、ヒトがすべてで、それらをマネージメントできる。
(ID20) 情報産業においては、
・非常にスピード感のある技術進展を本質的に理解する為
の好奇心や理系的素養、・内外の環境を総合的に判断できる深い思考力、
・実行
までを指揮できるリーダーシップ、これらをバランスよく兼ね備えている事が
特に事業リーダーに求められる為
(ID22) 研究についても理解があり、それを実用化へ繋げていけるマネジメントができ
る人材が必要と考えているため。

〇不透明で急速に変化する社会への対応
(ID03) 長期ビジョンが社内で生み出せていないため
(ID10) 時代が変化しているから
(ID11) 今後は先行き不透明で自分で課題をみつけてイノベーションを起こせる人材が
必要だから
(ID14) 世の中がますます複雑化していくから
(ID21) 取り扱う社会課題が複雑化・高度化し、学際的な取り組みが不可欠であるため。
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④T 型博士人材の採用・育成方法
１．今後の採用見込み
今後の採用見込み

人

（１）採用人数を増やしたい

8

（２）今まで通りの人数を採用

2

（３）採用人数を減らす予定

0

（４）その他

4

(ID07) (1)～(2)であるが、ケースバイケース
(ID11) 不明
(ID16) 紹介できる
(ID22) 採用担当ではないので、わかりません。

２．採用方法
採用方法

人

（１）学部卒と同様の新卒一括採用

8

（２）学部卒と大学院修了者を分けて新卒一括採用

0

（３）博士採用枠を設けている

2

（４）中途採用的な通年採用

6

（５）その他

3

(ID04) 基礎研究のみ通年採用、それ以外は 4 月、10 月の一括採用です
(ID15) 標準的には学部卒と同様の新卒一括採用であるが、年間を通じて採用
(ID16) 紹介できる
(ID22) 採用担当ではないので、わかりません。

３．採用後の育成方法
〇研修制度あり
(ID05) 海外リサーチ機関での研修。当社現地法人のマネジメント

〇特別な方法はない
(ID01) 特別な育成方法（システム）は今のところない
(ID07) 修士との区別はしない
(ID11) 研究者の育成はやっているが T 型博士の育成は今後の検討になると思う
(ID13) OJT（学卒、修士卒と同じ）
(ID16) 特に考えていない。
(ID21) 通常の新人育成プログラムに載せる。
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〇その他
(ID15) 理工系の場合、学部卒入社 6 年目と同様に扱われるが、直ぐにも責任の問われ
る課題に取り組んで頂くことになる
(ID19) その専門性を活かした配属
(ID22) Ｒ＆Ｄ採用の場合は、９か月間の研修期間に現場（支社）を経験し、その後本
社の配属先にて OJT となります。

⑤．文系博士の採用可能性
〇採用の可能性あり
(ID02) 専門性が実務に活きる場面がそう多くはない。例えば、職種としては営業職が
多い
(ID04) 採用の可能性はありますが、本人のご専門をすぐに生かせない場合が多く、学
生さんが望まないかもしれません。
(ID09) 国際的大企業であれば充分にあると思います
(ID10) ある。理系文系も関係ない
(ID13) 文系博士の採用はいい人材（当社にマッチする人材）がいれば、学卒と同様に
採用の可能性はある
(ID15) 全く問題はないが、弁護士資格や公認会計士の資格を有する場合とは条件が異
なる
(ID21) 文理にはこだわらない。

〇採用の可能性なし、未定
(ID01) 特にはない
(ID07) 今後考えるべき
(ID11) 活用の方法を絞り切れていない
(ID14) 未定
(ID16) 特に考えていない。
(ID19) 文系博士を活用した経験が無く、まだ判断が難しいと感じます。
(ID20) 理系博士に比べると、文系博士を特別視する事は少ないと考えています。なぜ
なら、博士に対して特に期待するところは、
「最新技術に対する好奇心と本質的
な理解力」であり、その点で文系博士が特別に他経歴の学生と異なると考えて
いないからです。
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⑥T 型博士人材が修士課程修了者よりも優れていると考える知識・能力
知識・能力

人
（22 人中）

（１）高度な専門知識

14

（２）問題解決力

14

（３）国際性

10

（４）研究経験

6

（５）柔軟な思考力

5

（６）コミュニケーション能力

7

（７）プレゼンテーション能力

5

（８）リーダーシップ

2

（９）チームワーク

9

（１０）語学力

2

（１１）その他

1

（１２）知識・能力の違いをあまり考えていない

0

〇その他
(ID02) 現状では評価できない

（４）フォーラム全体の感想等
(ID04) 我が社も実のところ、研究開発部門以外は博士の採用は少ないです。考えられ
る理由は、これまでの博士卒のイメージ（専門に偏り過ぎる、協調性がない）
などが悪いのではと思います。しかし、Global 視点を持つ博士人財は企業には
必ず必要であり、今後、リーディングの卒業生が社会で活躍していくにつれて、
時間がかかるとは思いますが、企業側の採用意識も変わっていくと思います。
(ID05) 参加された学生さんにとって刺激を受けられるとともに企業として（メーカー
として）
、こういった人財をめざしてもらえるような会社にしていく必要性を再
認識した

〇期待・要望
(ID07) この制度は国の予算がないと続かない。国政の変化に左右されないように進め
てほしい
(ID09) ある一定の割合で優れた人財は居るので、本プログラムの成果として、それ以
上の高い割合でうまれていることの検証
(ID10) もっとメディアに取り上げられるといいと思います。特に企業人が必ず読む日
経
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(ID13) 朝から夜までは長いので時間を短くしていただけると有難い
(ID14) 意見交換会をもっと充実させて欲しい
(ID15) 少々予定調和すぎる傾向がある。綿密な計画と実行力には敬意を表するがこれ
ほど整然として進行することは学生にとっても良くないし、企業側からも学生
の本質を見極めにくい
(ID16) 今後も進めてほしいと思います。
(ID21) 有意義な企画だと感じた。継続的に参加したい。
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第２部 学生・教職員等、リーディング関係者
（１）回答者の属性（937 名中 126 名、回答率 13.4%）
知識・能力

人

％

学生

39

31

教員

39

31

職員

37

29

学生・教職員（その他）

6

5

上記以外（文部科学省等）

5

4

126

100

合計

（２）印象に残った企画とフォーラム全体の感想・意見（複数回答含む）
％
企画名

その他

その他

学生・教職員

文科省等

30%

33%

20%

23%

27%

33%

20%

28%

38%

68%

33%

100%

17%

26%

10%

11%

50%

0%

（５）学生討論会

11%

21%

8%

5%

17%

0%

（６）出口討論分科会①～⑥

31%

38%

26%

32%

33%

0%

全てに印なし

6%

10%

8%

0%

0%

0%

全体

学生

教員

職員

（１）招聘講演 1, 2

31%

26%

38%

（２）産学ラウンドテーブル

23%

18%

（３）学生ラウンドテーブル

46%

（４）意見交換会
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【学生】
（１）招聘講演 1, 2

(ID29) 講演者 2 人とも企業が求める Ph.D.や期待する人材など話してくれたのは良か
った。
(ID36) The invited talks were very interesting.

（２）産学ラウンドテーブル
（３）学生ラウンドテーブル
【就職情報の共有】
(ID18) オンリーワン型なので、あまり馴染のない項目が多かったが、企業就職の抱え
る問題が認識できた。博士採用やキャリアアップを目指した転職が受け入れら
れにくい社会ではあるが、リーディングから変化をもたらしてほしい。
(ID02) It's a good time for students who will graduate soon to share their
experience and ideas (maybe worries) as well as gain the suggestions from
previous persons.
【多様な学生への機会を】
(ID29) 学生のパネリストなどは大学やプログラムに偏りが見られたため、もっとより
多くのプログラム学生に機会を与えて欲しい。

（４）意見交換会 Poster Session
【交流ができた】
(ID06) 各リーディングのメンバーと交流を持てる良い機会となりました。企業、行政
等が PhD 学生をどのように評価し、みているかという現状を把握することが
できました。
(ID26) 企業の方と直接お話することができたので（これまで、その機会は全くなかっ
た）
。
【改善してほしい点】
(ID05) 意見交換会ではもう少しポスターの配置が工夫されていると良かった。角のポ
スターが見に行きづらかった。
(ID06) 今回の意見交換会に関し、どのような企業、行政の方が来ているのか把握でき
ず、時間もたった 2 時間でした。もっと有効に時間が使えるよう、情報提供し
てほしかったです。
(ID09) 学生のプロフィールは Book B に掲載されていたものの、学生からするとどこ
の企業が参加しているのかがまったくわからなかったので、せめて企業名だけ
でもリスト化してほしかった。
(ID19) 意見交換会に来た企業の方々が、特定の大学にのみ向かっていたように思っ
た。企業の方でも視野を広げて色々な大学を訪問して頂きたかった。

（５）学生討論会 Discussion by Students
【良かった点】
(ID01) 東北大リーディング―北大リーディング間でもリーディング大学院間のコミュ
ニケーションを行う方法を模索していました。討論会で議論された 2 つのプロ
ジェクトはどちらも素晴らしいものと思うので情報を東北リーディングの学生
と共有したいと考えます。
(ID07) 議論しながら問題を明確にし、解決方法を見つけるのに対して、とてもいいと
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思います。
【英語での討論を】
(ID09) 英語での討論会とホームページに書かれていたが、実際には半分以上の時間が
日本語であった。記載した以上、英語での議論をした方がいいと思った。
(ID19) 英語でのセッションと書かれている所でも日本語で行われていた。グローバル
リーダー育成としての主旨に反するだけでなく、多くの文化や考え方をもつ
人々からの意見を受ける機会を逃しているという点でも良くないのではないか
と思う。また、日本人の信頼にもかかわる問題であり、世界へ向かって飛び立
つ人間の行動としては許されないものでないかと思う。東京でのフォーラムで
も同様の意見が出ていたと思うので改善してほしい。
(ID27) 英語討論はどこへ行ったのか？

（６）出口討論分科会①～⑥
(ID04) あまり興味のない分科会にあえて参加したが、選択肢を増すようなよい話が聞
けた。
(ID05) 出口討論会で、省庁、研究所、大学というくくりで話をきけたことがよかっ
た。なかなかないくくりだと思いましたし、貴重な話が聞けたと思います。
(ID16) （分科会⑤）金山智子さんのご講演が素晴らしかったです。
(ID27) （分科会⑤）アカデミア・国研・行政体（人文・社会系）の人文はどこに行っ
たのか？
【分科会の分け方】
(ID23) （分科会④）省庁の方、研究機関の方、大学教員の方が同じ場でお話をされ、
質問できる場は中々ないので、良かった。最初は一緒にやらずに分ければ良い
のにと思っていたが、この形式で良かった。
(ID29) 分科会はリーディングに合ったテーマではあったと思う。しかし、分け方はど
の学生も参加できる様な包括的な分け方であったらより良かったと思う。また
討論分科会なので討論時間を長く用意した方が良い。

本フォーラム全体を通した感想・意見等
【良かった点】
(ID31) 招聘講演はとても良かった。
(ID21) 産学ラウンドテーブル、出口討論分科会では今後のリーディングプログラム内
での学習が何をして学んでいくかを見直すことができた。
(ID24) 産学ラウンドテーブル、学生ラウンドテーブル、出口討論分科会では今後のキ
ャリアパスを考える上で実際の学生や企業の方の意見を聞くことができるのは
大きな参考になると考えたため。
【改善、要望点】
(ID02) Even multidisciplinary are important, the difference between science and
humanity are huge. It's better to separate them.
(ID03) 財務省を呼んでください。
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(ID08) 学生ラウンドテーブルや学生討論会でオンリーワン型の代表がいなかったこと
が残念であった。オンリーワン型の学生が参加する意義を見出すことができな
かった。
(ID18) マイノリティですが、オンリーワン型に対応したプログラムもあった方が良い
と思いました。
(ID20) 北大獣医の学生です。私はオンリーワン型の Leading Program に参加してい
ます。今回、学生側から意見を発することのできる討論会およびラウンドテー
ブルですが、全てオールラウンド型の学生で構成されており、内容に偏りを感
じました。オンリーワン型の学生や複合型の学生も登壇する機会を与えるもし
くはお互いに興味をもてないならば個別の会を設けるべきではないですか？ま
た意見交換会ですが、そもそも興味をもってもらえない分野なので（理工系の
会社多い）
、私たちからアピールできるようにしてほしかったです。ポスター
の前で待ってアピールではなく、我々がアピールしにいくように。すごく産学
連携の話ばかりでしたので別分野の話ももっとしてほしい。
(ID21) 意見討論会は参加不可能であったため特にコメト無し。事前の広報と当日の内
容にズレがあり、その齟齬を埋めることができず、機会を最大限生かすとはい
かなかった。フォーラムの目的がぼけていたように感じた。特に留学生（日本
語がわからない）が困惑していたのがもったいなく感じた。
(ID22) 何のために学生がきたのかわかりません。企業とリーディングの間の話は誰の
ためなのか。学生同士のつながりを…といいながら、学生同士が交流できる機
会は全くありませんでした。SNS などのつながり以前に、直接会って話せる
機会を大切にしてほしいです。なぜ学生討論会は日本語になったのでしょう
か。日本人のためなら最初からそうアナウンスを。せめてプレゼンのスライド
を英語にするなど、配慮してください。フォーラム自体が全くグローバルでな
かったように感じました。意見交換会も全員でられないなら、プロフィールつ
くりたくなかったです。自販機も近くになく、過ごしにくかったです。とても
残念なフォーラムでした。
(ID26) オンリーワン型プログラム出身のパネリストがいなかったせいか少し疎外感を
感じた。全てのプログラムからパネリストを用意すべき。
(ID29) リーディングフォーラム学生会議の方が学生のためになった。よく学生にイノ
ベーションだとか多様性だと言うが、まず教員が変わってほしい。
(ID31) 聞いている方として、特に意味を見いだせなかった。参加学生でグループワー
クを行った方がよほど実用的かと思う。
(ID34) Why no handouts about those PPT files?
(ID35) We were so disappointed with the Japanese conversation. The
announcement was discussion in "English". This was pointed out last year!
(ID37) The discussion should provide in English more. At least the presentation
slide should be English in case of speak in Japanese.
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(ID25) 意見交換会はもう少しオーガナイズして頂きたかった。せっかく企業の方々と
話をする機会があると期待していたのに、話をできたのは少しだけでした。分
野ごとにポスターをまとめるか、ポスター発表の時間をもうけて～分から～分
までは番号何番のポスターから何番までのようにして欲しかったです。それか
普通の懇親会でも良かったと思います。
(ID27) 一番良かったのは登壇した学生さんが堂々としていたこと。果たして何%の人
がもう一度このフォーラムに参加したいと思うのか。文理融合は果たしてどれ
くらいなされているのか。
(ID29) このフォーラムは誰のためか？とても一方的な発信の内容が多かった。キャリ
アパスだけに集中しすぎている。人としてライフワークバランスにも目を向け
てほしい。Ph.D にいる学生は皆ストレートで学部から進学していると思わな
いで欲しい。
（27 歳だとか、若いなど発言が目立った）社会人経験をしている
人でも、それをどう活かせるのか、もう少し年齢や経験の尊重と配慮を！（専
門性は年齢で分けられるものではない）もう少し専門性と同様に人間性も大切
にした方が良い。
(ID30) リーディングプログラム自体に関する企画と学生が主体となる企画が混在して
いたため、主旨がわかりづらかった。
(ID31) 主催者側の自己満足としか感じなかった。
(ID32) 平日だと困る。日程合わせのため、もっとはやめに案内を出してほしい。大学
からほとんど情報がきていない。サクラ扱い。結局産業界の人と直に話すチャ
ンスはなかった。○○大学は体裁をしっかり示せるだろうか。効果が準備に対
してうすい会議だった。他大の協力が前向きに聞こえない。開催には意味はあ
ると思っている。
(ID34) Since it's a global leader forum, why no speakers speak in English? Also the
PPT are all in Japanese. This is only a national meeting for Japanese
people, not international enough.
(ID35) 日本の国際化がこのプログラムが日本語で行われている限り進まないと感じま
した。
(ID38) None of them was useful. There was a disproportionable focus on careers
related to science and technology. None of the speakers was involved with
issues dealing with cultural aspects, community development, bottom-up
approaches, etc. I wish you were more inclusive and representative of our
career paths present within the Leading Graduate School universities. Also
why were the students from "big" universities, mostly in Tokyo? How can
you say you have a global perspective and want to nurture global leaders if
none of the speakers can speak English? I think you will help Japanese
students to expand their horizon by holding all sessions in English.
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(ID39) Information about job hunting and jobs in Japan was valuable. However,
there was no much insight into how to improve the situation except advice
to foreign students to be more proficient in Japanese. I feel other issues like
how to resolve no long holidays or how to negotiate were not addressed.
Hopefully in future event these maybe addressed.
【その他】
(ID33) 他のプログラムの人と交流をもっとすればよかったと反省。自分の武器をもっ
て会に参加したいです。
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【教員】
（１）招聘講演 1, 2

(ID09) 社会の目覚ましい変化とその中で求められる人材像がわかりやすかった。商社
やコンサルティングなど研究職以外のキャリアパスが提示された。
(ID19) 招聘講演は政権に影響力を持つ世代の方々の View を直接うかがうことができ
我々には有益だった。
(ID32) どういった人材が企業、他で求められているのか知ることができた。ただし、
これらの事例も「これまで」であり「ごく一部」であることをフォーラム全体
を通じてわかった。
(ID37) 丸紅のダイナミズムを通じて必要な人材が見えた
(ID38) 招聘１：非常に明瞭で強いメッセージを感じる講演でした。リーダーになる人
は自身の強い自覚と行動力が必要であると実感できる内容でした。
(ID36) 企業の宣伝・紹介は要りません！

（２）産学ラウンドテーブル

(ID16) 産学及び学生ラウンドテーブルは時間が十分あり、モデレーターにより活発な
プログラムになったかと思いました。
(ID25) 文系の博士学生のキャリアパスに大きな問題があることが、産学ラウンドテー
ブルの議論を通して浮き彫りになったように思われる。

【改善、要望点】
(ID07) ラウンドテーブルはいずれも 30 分程度間延びしていたように感じました。時
間を短くするか質疑の時間を増やすなどもう少しテンポ良い構成だと聞きやす
かったかと思います。内容は大変興味深く、また学生のモデレーターの上手さ
に感心しました。
(ID09) ラウンドテーブルについて。おそらく事前に打ち合わせをし、話題やそれに対
する各パネリストの発言内容はある程度わかっているはず。それを要点だけで
よいので、スクリーンに映し出してほしい。せっかく良い内容なので耳からだ
けでなく視覚にも訴え、皆の記憶・記録として残るようにしてほしい。

（３）学生ラウンドテーブル

(ID01) 学生の優秀さ、正直な思いなどがよくわかって為になるとともに非常に楽しか
った。
(ID15) リーダー育成という教員側としても正解のわからない中で、学生自身がグロー
バルリーダーとは何かという問と向き合いながら、リーディングプログラムの
中で自らのキャリアパスを考えているのが素晴らしいと感じた。
(ID09) (3)優秀な学生たちの活発な討論で学生たちの成長が伝わってきた。他のリー
ディング学生にも刺激を与えただろう。
(ID19) (3)学生 RT は元気の良い学生の代表例を見ることができ、どのような人財を
育てているのかを再確認することができ、また本学の学生と他大学の優れた学
生で大きな差はなく、しかし、プログラムの中身の差によるリーディングプロ
グラムへの認識は微妙に違うことも感じ取れた。
(ID30) 無理に結論を出そうとしない進行が良かった。但し、最後のお金のくだりが残
念。税金でサポートされている側から納税者になったうえで仕組みを変えたい
というポジティブな発想を期待する。いずれの学生さんも大変自立心があり、
本学の学生たちはずい分遅れをとっていると感じた。
(ID32) (3)実際の学生のポテンシャルがわかり、指導（地方大学）の参考になった。
(ID38) 学生ラウンドテーブル：登壇された学生さん達が明瞭に目標をもっているこ
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と、リーダーシップ、メンバーシップを上手くとって会議を進められており、
高い能力を実感できました。元々の素質なのかリーディングプログラムの成果
なのか。
(ID04) リーディング所属学生の現 D3 の人がプログラムを振り返って話した内容が良
かったです。次回はこのような先輩となる人や修了生の声を伝えられるような
企画があると素晴らしいと思いました。

（４）意見交換会
【改善、要望点】
(ID19) 意見交換会に参加できなかったことは痛手であった。我々は限られた定員を全
て学生に割り当ててしまったので情報交換の機会を失ってしまった。
(ID29) 意見交換ではパネル間のスペースをもっと広く取り、不要な多数の丸テーブル
はなかった方が良かったです。

（５）学生討論会
【改善、要望点】
(ID21) 学生主体の活動が動き出していて素晴らしいと思いました。一方で、プレゼン
テーションが日本語であり、途中、留学生から英語にしてほしいというリクエ
ストがあったにもかかわらず参加者が英語で質問してもなお、登壇者の一部が
日本語で話し続けたのは大変残念でした。言語の問題のみならず、マイノリテ
ィを排除してもいいと考えるマインドがすでにグローバルリーダーに不適だと
思いました。
(ID31) あと全体司会の方は良いんですが、討論会の司会の人が中途半端で嫌でした。

（６）出口討論分科会①～⑥

(ID05) 新しい情報に接することができた。特に出口討論会では Dr.卒の人から最新の
ビジネス情報を聞くことができ有意義だった。
(ID06) とても練られた良い講師、コメンテータを選ばれていたと思います。
(ID08) 修士 2 年で社会に出る学生に比べてプログラム修了生がどのようなプラスアル
ファの能力を身に着けているのか、また、その様な付加価値を身に着けられる
ような効果的なプログラムとなっているか自問させられた。

【改善、要望点】
(ID11) 出口討論①ではコメンテータの発表時間が長すぎた。討論時間が短い。人数を
絞るべき。面白かったけれど。
(ID19) 看板に偽りあり。まったく討論なし。担当者問題あり。

（１）～（６）その他

(ID03) 大変良いマネジメント、意義のある討論、活力みなぎる学生さん達で慶應の先
生方みなさまにおかれましては大変お疲れ様であり盛会のことおめでとうござ
いました。1 年に 1 回というのが物足りないくらいと感じました。さらなる学
生たちの成果発信の場を望みます。再度幹事校の関係者の皆さまにはお礼を申
し上げます。
(ID19) 今回のイベント全体として「見せる、視察する」ショーケースとしては非常に
成功しており、
「対話の場」としては過去 3 回に比べて少なかった。
(ID23) JSPS 講演、文科省説明会（卓越大学院構想）は参考になりました。
(ID24) 企業側が望む人財像がよくわかった。
(ID26) 産業界からあれだけ多くの人を呼び込んだ企画はすばらしい。大学の教員は内
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(ID27)

(ID29)

(ID31)

(ID33)
(ID35)

輪の情報を重視しがちだが、対外発信こそ重要であるとの認識に欠けているよ
うに思われる。
世の中の移り変わりが激しい現在、学生諸君はそれなりに世の中をよく観てい
ると感心しました。一人も国立大学、公立大学、私立大学を含めた大学の教員
になりたい（なりたかった）という学生がいなかったのは少々さみしい気がす
ると同時に大学教員の魅力について考える必要があると感じた。
日本人情勢 2 名（橘・フクシマ氏と村上氏）はいずれも MBA 保持者で米国人
の夫を持つという環境が成功の要素とも思える。博士号を持つ国際結婚をして
いない女性のスピーカーはいないのでしょうか？社会人を経てリーディングプ
ログラムを履修して Dr.を取る学生の就職先に関する議論がなく残念。文理融
合の研究成果を上げた学生や例を紹介してもらいたい。
学生が活躍できる場をつくるべきなのでは。えらい人の話は不要です。阪大の
ときのように大人と学生で別個にわけてよいと思います。慶應の学生さんがよ
く目立ち、よくもわるくも校風がよく感じられました。全体的にオールラウン
ド押しで（個人的にはそれで良いんですが）それは AR７シンポで良いので
は？と思いました。
Please increase No of sessions in English or make them all English ones.
企業のほしい人財像の変遷がわかって興味深かった。ただ、博士人財の扱い方
がまだ十分とはいえない企業も多い感をうけている。

本フォーラム全体を通した感想・意見等
(ID03) 会場が大変フォーマルすぎて学生の感性からはずいぶんかけ離れている感じを
受けました。会場選びというのもいろんな条件がありご苦労もあると思います
が、もう少しシンプルなところでもいいかなと思います。アクセスが遠く、学
生を大勢つれてくることができず残念でした。各プログラムの紹介が少なく、
紙媒体のものも（ホワイエに展示）あまり利用されておらず、ここは工夫が欲
しかったと思います
(ID05) 大変勉強になりました。ありがとうございました。
(ID07) 出口に向けたテーマ設定をこのタイミングで行うことはとても有意義でした。
一方でプログラム事業の終了に向けて、今後の運営や学生教育をどうしていく
のかというところを、卓越の説明だけでなく各大学がどんな工夫をしているの
か、聞ける機会があると良かったです。他大学の人と交流する機会がほとんど
なかったのも残念でした。講演中、スマホで写真を撮る音が気になるので、後
日 HP でスライド共有などできるようであれば会の始めにそうしたアナウンス
をしていただけると良いかと思います。全体的には有意義なフォーラムでし
た。運営ありがとうございました。
(ID10) 出口のキャリア像が見えやすいイベントで良かった。
(ID11) 慶應大 OB が優れているのはわかりますが、多すぎました。
(ID14) リーディングプログラム関係者間のコミュニケーションをとれる機会が皆無だ
った。もっと相互に直接情報提供できる場を作ってほしかった。
(ID15) 意見交換会場が狭く、意見交換の機会を減じていたと思う。学生と企業の方と
の交流は大変良かったと思うので、改善していただければ。
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(ID16) 幹事校の皆さま大変有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうござ
いました。
(ID19) 随所に工夫があり、企画のご苦労をねぎらいたいと思います。過去の特に初期
の開催は 62 プログラム間の意見交換が極めて有効であったし、交流会等で他
大学の学生さんとの交流もできたが、上記の様に教職員枠を残されなかったこ
とで、今回はほぼ全く他の方にアピールする場はなかった。もし休憩時間が長
ければそれを生かせたかもしれない。清家塾長の講演は内容がしっかりしてお
り、開催校としてすばらしかった。
(ID24) 例年と比べても有益な情報が多くれられ有益であった。
(ID25) 講演者やスピーカーに慶應大関係者が多すぎる印象を持った。例えばある企業
関係者はすべて慶大卒であり、慶應閥の会社なのかと思うほどであった。幹事
校としてある程度前面に出るのはいたしかたがない面はあるが、もう少し他大
学の関係者を講演者やスピーカーに選んでも良かったと思われる。
(ID28) 運営がひどい。すべて後手にまわり泥縄。関係者に必要な情報が適切に提供さ
れず大変対応に困った。
(ID29) 初日 10 時スタート、2 日目 13 時終了よりは、初日 13 時スタート、2 日目 16
時終了にして頂かないと地方の大学関係者は前泊の必要がでて費用もかさみま
す。開催地周辺の大学以外への配慮が不足していませんか。
(ID30) メインの目的は企業への PR という意図は伝わった。三田会もさすがに良くワ
ークしていた。一方、内容が話を聞くだけの講演が多く単調かつ疲れた。来年
以降の改善を求む。運営お疲れ様でした。Thanks.
(ID31) 全体的に事前のロジ連絡がおそくて困りました。学生に直に連絡して頂くのは
良いのですが情報の統一が欲しかったです。学生さんは良いんですが、それ以
外の会場対応もよくなかったです。ポスター掲示時間を変えても謝らないし、
申し訳なさそうでもないし。ともあれ、お疲れ様でした。ありがとうございま
した。
(ID32) 企画設定、テーマとも興味深く、参加して今後のプログラム運営の役に立った
と感じる。
(ID33) 1. This registration was limited, please increase No of applicants want to
join the forum. 2. All English in all session. 3. Poster session limited to
certain No of participants. Please make open one.
(ID36) プログラム構成は昨年と比べてずっと良かった（全般）
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【職員】
（１）招聘講演 1, 2
(ID02) OECD の方、フクシマさんのお話も良かったです。
(ID19) 企業の博士学生に対する思いがよく伝わった。
(ID24) グローバル事業を展開する企業人の方の DC 学生あるいは大学に対する見解や
要望を直に聞けたことは大変参考になりました。橘・フクシマ・咲江さんの含
蓄の深い経験談は、学生にとって刺激と参考になったと思います。
(ID25) 招聘講演も時間が短かった。
(ID29) 来ていない学生にも聞かせたい。仕事をしている人間として参考になった。
(ID32) 出口側の産業界からの視点で博士学生に求めるものが知ることができた

（２）産学ラウンドテーブル

(ID15) 産学ラウンドテーブルにおいては、来春就職が予定されている学生の生の声が
うかがえたので良かった。企業やベンチャーに進む Ph.D 人材が就職またはベ
ンチャー運営に関して素直な意見も出していて共感できる部分もあったし不安
を抱えている現状も把握できた。
(ID26) 学生ラウンドテーブルと産学ラウンドテーブルとセットで実施されたため産業
界等受け入れ先の声→実際は学生の声と続き、比較にもなり聞きやすかった。
ただ、学生からも意見が出ていたが、完全に「就活フォーラムと化しているの
は当該事業の主旨と照らし合わせてみていかがなものかなとも感じられた（文
科省側の要請であると理解はしているが）。
(ID29) プログラムの悩みが聞けて良かった。
(ID30) 企業の方の考え等が聞けて良かった（上記２）。
(ID31) (1)全体を通して招聘講演（1 日目の午前中）のお話が一番楽しく聞けました。
企業の方のお話の中で、大事なのはスピードというのが印象的でした。衆議院
さんのお話も内容が楽しかったです。

（３）学生ラウンドテーブル

(ID02)学生ラウンドテーブルではリーディング学生の優秀さがわかりました。
(ID03)学生の意見がきちんと出ていて面白かった。ただ学生には年間 100 億円以上の
お金を税金から出して奨励金と海外へ行く機会を与えているのにそのことにつ
いての認識が弱い気がします。
(ID10) 学生の活発な様子がみられた
(ID15) 学生ラウンドテーブルにおいては、プログラム学生として大学や専門は違えど
皆に共通する不満があったり、その種の不満が事業自体、プログラムに関する
こと等、スキームやルールに対する改善に対する事やそもそも国家事業である
国税を基に支援されていることを見落としているのではないかと少しヒヤヒヤ
させられる場面もあったが、インフォーマルな部分の学生の本音が聞けてとて
も勉強になった。その気概を今後は社会に出て理想を実現してほしいなと感じ
ました。
(ID19) 生の声が聞くことができた。博士学生にとってとても参考になったと思う。
(ID21) 学生一人一人のバックグラウンドがそれぞれ違いますが、グローバルリーダー
とは何か？と聞かれた際の高い専門性+α も重要だが 5 年で培ってきたポテン
シャルも見てほしいということも意外だなと思った。社会に出るにあたっての
プレッシャーもひしひしと伝わった。フランクで良い RT でした。
(ID24) リーディングの学生たちがプログラムによって着実に視野を広げている様子が
わかり、事業の有益性を確認できました。
(ID25) 学生の討論がとても参考になった。来年も是非学生討論会を計画して頂きた
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い。
(ID29) 東工大のプログラムに興味がある。ぜひ取り入れたい。
(ID30) 複数のプログラムの第 1 期生の生の声を聞くことができて良かった。
(ID31) 学生ラウンドテーブルでは学生さんの司会が慣れている印象を受けました。慶
應の学生は全体的に元気なのでしょうか。グローバルリーダーとして育て上げ
られた学生さんたちがどういう企業を希望するのかまたどういう企業がそのよ
うな学生を求めているのか、受容と供給がどのくらいマッチしているのかなと
思います。
(ID34) 学生の率直な意見がきけてよかったです。

（４）意見交換会

(ID18) 学生が企業と意見をかわすよい機会となった。収容可能人数はもっと増してほ
しい

（５）学生討論会
(ID05) 2 日目の学生討論会は英語での実施となっていたのに日本語でされていたのは
残念。学生に全てまかせていたから、このようなことになったのか、よくわか
りませんが。遠方から来ている人もいるので。また Leading Program の学生
ならばある程度英語での討論する能力もあると思います。
(ID23) 12 日の学生討論会が英語討論となったため、日本人以外の学生に参加を募っ
たが、実際は日本語討論だったため、外国人学生には理解できなかった。その
ほかプログラムの変更など（こちらの確認不足か）もあり、戸惑うところがあ
った。

（６）出口討論分科会①～⑥

(ID02) 分科会⑥（国際機関）④（アカデミア・国研・行政体（理工系）
）では、省庁
などの先輩の話、人事担当者の話が参考になりました。
(ID04) ①発表者、コメンテータも多様、学生からの質問に対しても、様々な視点から
のコメントを意識したものであった。
(ID13) メインテーマは必要とは思うが、今回のように「出口」にスポットされている
とリーディングに入ったばかりの学生（主に修士 1 年）はとっかかりにくいか
もしれない。
(ID19) こちらも同じく身になる貴重な話が聞けた。とてもためになるお話でした。

本フォーラム全体を通した感想・意見等
(ID01) 2 日間お世話になりました。とても有意義でした。
(ID03) 今回発表された方のパワーポイントの可能な部分で良いので公開してくださ
い。事務方の意見交換の機会も作っていただきたいです。
(ID04) 全体について。言語の多様化（討論会含む）が必要では？
(ID15) リーディングは文科省内における一事業という位置づけであるが非常に鋭意的
で改新的で今後の卓越大学院へうまいバトンパスが行われればよいなとは思う
が、卓越大学院に採択されなかったプログラムも各大学において引き続き発展
強化され、継続されることが望まれる。
(ID08) 学生の意見を聞けるフォーラムで大変良かったと思います。
(ID09) 有意義でした。ありがとうございました。
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(ID13) 各大学内で学生に対してリーディングフォーラムへの参加はどのように周知、
指導しているのか知りたい。Ex.授業より優先させているか。できればパラレ
ルでないプログラム構成にしてもらいたい。学生はともかく少人数の教職員し
か割りない場合、聴講したい企画を網羅できない。また事前に各企画で使用さ
れるスライド資料や会場内、登壇者の撮影が可能か否かもお知らせがあったら
よりありがたい。リーディングの高学年はインターンや学会等で特に忙しいた
め、今回の様に参加人数制限や各企画で指定があったのはよかった。参加登録
は個人よりプログラムごとにさせた方が確認が楽ではないか？
(ID16) 事前にいただいたパンフレット（スケジュール）と当日いただいたスケジュー
ルが変わっていたので、事前に教えてほしかった。学生討論会は英語討論だと
(ID17)
(ID18)
(ID19)
(ID24)
(ID26)

(ID29)
(ID31)

記載があったがほぼ日本語だった。
もう少しプログラム関係者と交流する時間があるとよかったです。
パンフレット置き場だけでなく、ポスター展示スペースも用意してほしかっ
た。他プログラムと連絡接触するのに互いの居場所がわからず挨拶できずに終
わってしまったプログラムがある
従来のフォーラムと異なりリーディング学生の実情、未来について知ることが
でき貴重な情報を得ることができました。
Wi-Fi の利用についての案内、昼食時の近隣飲食店の案内、マップの配布があ
ると有難かったです。
この度は準備から開催に至るまで尽力した慶應大の皆様、誠にお疲れさまでし
た。直前まで多大なる業務や問合せで忙殺されていたかと推測されます。無事
に 2 日間大きな問題なくやり遂げられ、参加者側としてもとても安心いたしま
した。改めて、心より、お疲れ様でございました。次の名古屋大学を是非サポ
ートしてあげてくださいませ。
講演スライドをいただきたい。
同時通訳がどのように行われているかにもよりますが、どちらかといえば日本
人向けなので、もっと留学生も参加しやすい方がいいと思います。休憩
（coffee break）がもっとあった方がいい。スライドの文字が小さくて遠くか
ら見えにくい。ネームカードの青いひもの人に対してスタッフの態度が厳しい
（意見交換のとき）

(ID32) 他大学、プログラムの学生の成果や産業界や有職者から見た大学教育を知る良
い機会なので、今後も（リーディング終了後も）開催してほしい。
(ID33) リーディング履修生と企業とのマッチングの場として、効果的な場になってい
ると感じた。
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【学生・教職員（その他）】
（１）招聘講演 1, 2
（２）産学ラウンドテーブル
（３）学生ラウンドテーブル
（４）意見交換会

(ID02) 学生が産業界他の方々とコミュニケーションできて有意義

（５）学生討論会
（６）出口討論分科会①～⑥

(ID01) It would be better if audience are more involved in each section instead of
sitting at the audience seats and hear for about every section. E.g. Last
your forum at Tokyo university did a very good job. Some section were
carried out with no to what was initially planned E.g. : Discussion by
student section was carried out in Japanese instead of English. The poster
section is probably the best section in this forum but only very few
participants can participate. I think all participants should be involved.
(ID03) Please provide discussion by students in English.

本フォーラム全体を通した感想・意見等
(ID01) I realized this forum involved presentation by so many Keio University
staff and students. If almost feel like an "advertisement" for Keio university
instead of a constructive forum for leading program students and staff to
exchange ideas.
(ID02) 運営がスムーズで感服。事務局ご苦労様
(ID04) どの講演も大変興味深くきかせていただきました
(ID05) 今回のフォーラムではプログラム主旨に見合う学生の成長を感じることができ
ました。立派な先輩たちができ、今後はそのアウトプットにより優秀な博士人
材が育つのではと思いました。
(ID06) This program is mostly about Japan with very little about global. It is
centered on Japan's issues, not leading the world regarding global issues. It
also does not help you address your aging population. Respect for the
family and sex is the solution, not technological innovation or new ideas.
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【その他、文部科学省等】
（１）招聘講演 1, 2
(ID07) 二人の招聘講演者は博士リーディングプログラムの主旨を良く理解した上で示
唆に富む講演をしてくださった。慶應大の力を感じた。

（２）産学ラウンドテーブル
（３）学生ラウンドテーブル

(ID07) 学生ラウンドテーブル等で明らかになったのは、世界をリードしている研究分
野の博士はリーダーになるポテンシャルがあることです。文系の博士が専門分
野で世界レベルでないようなので、法律、税理などの学位は海外の大学で取得
するようにしてはどうでしょうか。
(ID09) 実際に育成された学生の生の声を聞けたのが興味深かったです。
(ID11) 学んできた学生の生の意見を一部ではありますがきくことができて良かったで
す。

（４）意見交換会
（５）学生討論会

(ID07) It was disappointing that Discussion by students was in Japanese.

（６）出口討論分科会①～⑥
本フォーラム全体を通した感想・意見等
(ID07) フォーラムが 2 回であり、プログラムの 1 期生が終了時期に来ていることも
あって、慶應義塾大学が経済界に宣伝して博士リーダーの出口を強く意識した
フォーラムを企画してくれた。焦点がはっきりしていて良かった。

（備考）
・11/12 の学生討論会における討論言語の変更について
標記討論会においては、当初英語で討論する予定でしたが、直前になって討論を
自由な言語（登壇者は日本語となる）に、変更しました。それにより、日本語に円
滑でない留学生に対し混乱を引き起こしたことをお詫びいたします。経緯は、以下
です。
フォーラム２日目は、プログラムメニュー上の必要性や、予算も考慮し、通訳無
しで対応することとしました。その２日目前半の学生討論会では、留学生も参加す
ることも考え、当初は全体を通して英語で討論を行う方針でした。その後、開催に
向け詰めるなかで、プレゼンは英語で行なうものの、質疑応答は突っ込んだ議論を
展開するため、英語の制約を外し、英語・日本語を含め発言者の自由とすることに
変更しました。このような議論の深まりに関する経験は、本学だけに止まらず、他
のリーディングプログラムとの共同ワークショップの開催においても、教員・学生
は経験したことでもありました。その経験の中で、進行側は、その討論言語の変更
について留学生等が納得するように丁寧に説明することに重きをおかなかったこと
が、留学生に不満を抱かせた原因になったかと思われます。
更に問題は、開催直前になって主催者側からご登壇をお願いしたために、企業か
らの登壇者のスライドやプレゼンが全て日本語になってしまったことです。ここに
至って、留学生の不満は更につのったと考えられます。
こうした変更や事情について、事前に余裕を持ってお知らせできなかったこと、
および進行側が参加者に対し丁寧に説明できなかったことを、お詫び申し上げま
す。一方、主に英語のトレーニングの場とするのであれば全て英語でも目的は達成
できますが、本気で深い議論をするのであれば、英語では限界があるという事実
や、留学生にも日本語をある程度知っていただくことを前提に考えて、発言言語を
考えていくこともあるのではないかと考えています。その場合に、プレゼンは全て
英語とし、議論・討論は英語・日本語を含め発言者の自由とする考えもあるでしょ
うし、通訳を設けることも考えられます。何れにせよ、直前の変更は避けるべき
で、仮にそうせざるを得ない場合は、丁寧な説明を心がけることが必要であると考
えています。

