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広島県出身。コンサルタントとして外資系企業等の研修、プロジェクトに携わる。高校時代アメリカのコロラド州に留学したことをき

っかけに国連に憧れを抱き、国際基督教大学に入学。プライスウォーターハウスでコンサルタントとして経験を積み、国連の難民高

等弁護官事務所（ＵＮＨＣＲ）に勤務。その後コロンビア大学で修士課程を卒業し、本格的に人材コンサルタント業界で活躍する。

現在はピープルフォーカスコンサルティング（PFC）の仕事に携わる一方、独立してコンサルティング業務に携わっている。彼女の朗ら

かな性格は初ゲストで緊張している教室の雰囲気を緩和してくれ、初回から貴重な取材をすることができた。彼女が国連に憧れ、

コンサルティング業界に携わるまでの背景には『行動力』と『人』という２つのキーワードが見えてきた。 

 
はじめまして。佐藤牧子と申します。今回私が初のゲストでどう質問していいのかわか

らないと思います。初回の今回は、中川先生と相談し、私へのインタビュー以外のセッシ

ョンも行いたいと思います。まずは聴くというスキルの一つである「質問」という部分を

練習して、インタビューとは何か理解してもらおうと思います。次にバリューインタビュ

ーを行い、皆さんご自身が大切にしている価値観・バリューを見つけてほしいと思ってい

ます。これから来られるゲストの方から話を聞いて将来のヒントにしたいとみなさん思っ

てらっしゃるでしょう。でも、最終的に答えは自分の中から出てくるものです。なので、

ゲストスピーカーに用意している質問リストを、皆さん自身にもして、「自分は何を大切に

しているのか」を見つけて答えを出してもらえたら幸いです。 
 
アクティブな学生時代 

私は広島出身で中高時代は山岳部に所属していました。中国地方の山や合宿で北アルプ

スなど登ったりしました。高校一年生のころにはアメリカのコロラド州に留学しました。

一年間ホームステイで現地の高校に通った初めての海外在住でした。アメリカで生活する

中で国連というものに憧れを持つようになりました。大学は国際関係を学ぶ道に進みたい

と思い、国連の出身者が多い国際基督教大学に入りました。専攻がはっきりしていない大

学でしたので、自分の興味に合わせて国際法を中心に授業を取りました。最終的な卒業論

文は国籍法についてとりあげました。日本に滞在している外国人の方々が国籍を付与する

のか市民権の様な形で住んでいくにあたっての権利を付与するのかどちらが一番良いのか

について当時の私なりに考えて書きました。 
 
知らない人からの退職メール 

 その後大学院に進もうか迷った時、国連に行くのに世間を知らずに進んでしまうのは机

上の空論になるのではと思い就職を選びました。ビジネスを理解して国際的に通用するキ

ャリアを積みたいと思っていました。また国連につながるキャリアとして金融とコンサル

ティング業者出身が多いと聞き、コンサルティング業界を選びました。その
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Pricewaterhouse Coopers(Pwc)が私が一番最初に入ったコンサルティングの会社です。 
 PWC 勤務中に奨学金を取り、コロンビア大学院に進もうと決意しました。そんな折に会

社の中で当時全く知らない人からの退社メールが私に届きました。「この度わたしは PWC
を退職し、UNHCR の人事部長に就任することになりました」という内容で、それを読ん

で「わたしもそこに行きたい！」とメールを送りました。それから何回かその人と連絡を

とり一年後ぐらい「ポストが空いたので来ない？」と声をかけていただいて、入学を延期

しスイスの UNHCR に行きました。 
UNHCR の後はコロンビア大学 SIPA に入学しました。修士論文を書かなくていいコー

スなのですが、自分なりのテーマを決めて勉強したいと思い、海外に住んでいる日本人に

ついての論文を書きました。海外でのキャリア形成について考え始めていたのもあって、

海外で留学や就職した人がその後どうなったのかをテーマに書きました。 
 コロンビア在学中に日本勉強会という学生団体の代表として、日本人をスピーカーとし

て招くような活動をしていました。大学で講演していただくために各界で活躍されている

日本人の方のお話は、すごく興味深いものでした。そんな折に NY にある Japan Society
という所から、代表だった私にお誘いの言葉をいただきました。この Japan Society は日米

交流をする団体で、ちょうど 100 周年を記念して「イノベータープロジェクト」を立ち上

げようとしていました。各界の分野のリーダーを連れてきて環境問題を話し合い、今まで

にない発想や面白いアイデアが生まれるようなプロジェクトを作りたいというものでした。

滅多にこんな機会はないと思い、そちらに携わって形が出来上がってきたところで、日本

に帰国しました。 
 
コンサルティングの仕事 

 その後はピープルフォーカス・コンサルティング(PFC)という会社でコンサルタントをし

ています。この会社は人にフォーカスしたコンサルティングをする会社です。会社組織の

中のハード面、マーケティングや戦略といった分野じゃなくて、ソフト面、リーダーシッ

プやコミュニケーション、チームビルティングにフォーカスしています。 
具体的には、研修等を行うんですが、知識を上げるだけじゃなくて、チームや会社とし

て成果を上げていくためにどうつながるか、組織や人の習慣としていかに健全な状態か人

間関係が作れるかというところを目指します。具体的に人間関係、例えば中間管理職がな

かなか自分よがりなトップダウンをやって若手の士気がモチベーションがあがっていない

とか、企業の問題を一緒に考えながらよりもっと健全により強い成果を上げられるチーム

に変えていけるかを話し合ったりします。私はファシリテーターとして彼らにどういう悩

みがあるのかから一緒に話をし、悩みを解決するための進行をしていきます。また、皆さ

んの意思を統一させて同じ目標に向かえる状態をどうやって作っていくかをお手伝いする

サポーターをさせてもらっています。 
この PFC という会社は創立 22 年 25 名くらいの非常に小さい会社ですが、長年活発な営業
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活動ナシでやっています。口コミでずっとひろがっていく。創立当初、アメリカの大手複

合企業が日本で展開していくにあたってチームで成果を上げていくという所に携わったの

が弊社でして、ある日本企業がリバイバルをやる時も一緒にやらせていただきました。そ

れがきっかけで、当初は外資金融がメインのお客様でしたが、今では日系と外資系の半々

のお客様でやっています。最近はグローバル化が進んでいますので、異文化やグローバル

リーダーシップといった研修が増えてきました。主に日本人を対象に行っていますが、商

社の研修で２６カ国から五十数名が参加して日本の商社のリーダーとしてどうやって現地

でリーダーシップを発揮していくかというようなインターナショナル研修をやらせていた

だくこともありました。 
PFC に入ってからは国際協力からは離れたと思っていました。しかしこの会社も企業と

して社会貢献をすることに熱心な会社で、売り上げの１％は儲けが出る出ないに関わらず

寄付をします。また日本で UNHCR の活動をアピールして、ファンドレイジングをしてい

くのを一緒に考えるワークショップや JEN という NGO のリーダーシップを作るお手伝い

をしたり、本業でも貢献できる機会がありました。 
 
独立をして 

 PFC は今でも仕事を続けていますし、私も組織開発に関しては今もそことパートナーシ

ップを組んで今もやっていますが、一年前に独立して以降は一人でもやっています。皆さ

んの自己分析じゃないですが、何がやりたいのかを探っていった中でもう少し自分の時間

を大切にしたいと思いました。それからはバリバリ儲けるというより、忙しいことを理由

にできていなかった自分自身の時間を作ったり、研修以外にも手を出しています。具体的

にはフィギュアスケートですね。フィギュアがそこであると言われればダーツの旅のよう

に飛んで行っています。先月もカナダのロンドンに行ったり、来年はソチでオリンピック

がありますので、今持っているロシア人ネットワークをフル活用してロシア行きを進めて

いっているところです。いつかスケート業界やその組織に貢献できないかと思っています。

他にはミス・ユニバースやミス・インターナショナルのトレーナーをしている友人とコラ

ボして女性向けの魅力、内面の強みを見いだすようなワークショップをやろうと企画して

います。彼が行う外面的トレーニングと私が行っている内面的なトレーニングはそんなに

違いがないんです。そういう共通点があったので、一回やってみようかって。また、彼が

書いた本を一緒に訳すお手伝いなどもやりました。 
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ここからは私たちが体験した佐藤氏の研修の一部をお伝えしたい。コンサルタントという仕

事柄、インタビューにおけるテクニックをたくさん身に付けている佐藤氏。しかし本当にそれ

だけでここまで私たちの心を魅了したのだろうか？佐藤氏のエクササイズからはもちろんテク

ニックも多く学んだが、同時にこの研修を通してなぜ佐藤氏がこんなにも親しみやすく、また

彼女の話に私たちが聞き入ってしまうのか理解できたように思える。本稿を通じて読者の方が

コミュニケーション技術をテクニカルに学ぶとともに、佐藤氏の持つ視点がどのようなものな

のか探りながら、自らの視点や価値観を再認識できることを切に願う。 

 

佐藤氏によるエクササイズ：氷山モデル 

佐藤氏の研修では組織をより強固にすることが目標であるが、最終的な目的として、コ

ミュニケーションを取る上でどちらかが妥協（敗北）してどちらかが押し切る（勝利）と

いった関係ではなく、お互いが「勝利」できる Win-Win の関係、つまり信頼関係を築くこ

とに置いている。これを説明する上で「氷山モデル」を紹介していただいた。コミュニケ

ーションにおける氷山モデルとは、双方の主張を海面から出ている氷山の一角に例え、そ

の主張にいたった背景は海中に隠れている部分に例えたものである。これを用いて佐藤氏

はコミュニケーションを取る際に表面上の主張だけを見るのではなく、海中に隠れた背景

を理解することで双方が納得のいくコミュニケーションが取れるのだとご教授くださった。

ここで「オレンジの例」を挙げたい。ここに２人の姉妹がいるとする。姉はのどが渇いた

ので冷蔵庫からオレンジを５つ取り出し、オレンジジュースを作ることにした。すると妹

がやってきてオレンジが欲しいと言ってきた。通常なら半分こして痛み分けとなるがこれ

ではコミュニケーションにおいて「妥協」しただけに過ぎない。この話の結論は、姉はの

どが渇いたからオレンジの「中身」が必要だったのであり、妹はマーマレードジャムを作

るためにオレンジの「皮」が必要だった、である。つまり姉の視点（ジュースとしてオレ

ンジが欲しい）から妹も「飲み物」としてオレンジを必要としていると考えていたら、真

に相手が必要（オレンジの皮）としているものを理解できない。コミュニケーションを取

るときに相手の表面だけでなく深いところまで理解する必要があるということを伝えてい

るのだ。相手の水面下の真意を引き出す方法として「active listening」や「assertive 

communication」がある。「active listening」は積極的という単語が付いているとおり相

手の言っていないことを積極的に聞き出すことで理解を深める方法である。また

「assertive communication」は相手を尊重しながら自己主張するコミュニケーションの取

り方で、自分の主張の背景まで説明し相手に理解を深めてもらいながら信頼関係を築き、

相手の主張の背景を汲み取る方法である。様々な切り口でビジネスのコミュニケーション

本が出ているが根本的には上記の考え方に基づいているのである。このようにコミュニケ
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ーションを図るとき、なぜ相手がその物事にこだわり、また自分のこだわっていることは

何かをしっかりとその背景まで理解することが重要なのである。 

  

効果的な質問法：Open question, Closed-end question 

 質問には大きく分けて「open question」と「closed-end question」がある。「open question」

は相手の意見や感想、アイデアを求めたり、広く情報を集めたりする際に使われる。その

答えはバラエティに富んだものとなる。例えば「どんな昼食を食べましたか」という質問

の答えは何種類もあり、このような質問の仕方が「open question」である。一方で

「closed-end question」は質問の答えが「Yes or No」の質問の仕方である。例えば「昼

食を食べましたか」は「closed-end question」となる。ここで佐藤氏にしていただいたエ

クササイズを紹介したい。まず２人ひと組みとなり、話し手と聞き手に分かれる。話し手

は何かモノを頭に思い浮かべ、聞き手は open question、closed-end question を使い分け

ながらなるべく少ない質問回数で話し手の思い浮かべたモノを当てるというものである。

これがなかなか難しいのである。筆者は「クッキー」という答えを探し当てるのに７問を

要した。なかには３問で導き出す強者たちもいた。彼らに共通していたのが open question

から徐々にイメージをつかみ、最後 closed-end question でぴたりと当てる手法であった。

佐藤氏によると、この手法は実に効果的であるとのことであった。これかな、というイメ

ージがわいたらすっと針を刺すように closed-end question で当てにいくことが大事なの

だ。一方で佐藤氏は必ず少ない質問で当たった人々に「当てにいった答えがもし間違って

いたらどうするか」を尋ねていた。人は一度思い込んだ固定観念から外れることが難しい。

答えが間違っていたときそのまま点で刺し続けるような答えを導き出しがちなのだ。また

open question に戻して広くイメージをつかもうとすることが必要なのである。私たちはこ

れから様々な場面で質問する機会があるがその中でできる質問の回数は限られている。そ

ういった時 open question を用いて少ない質問で広く情報を集めることが重要であると意

識させてもらえるエクササイズであった。 

 

自身のキャリアを考える：外側、内側の価値観・Value interview 

 このコースの目的でもある「学外の人と接することによって私たちが今後のキャリアや

働き方を考える参考にしていく」ということに沿って、佐藤氏にキャリアの考え方をご教

授いただいた。キャリアを考える上で関わってくるのが仕事人生であるが、仕事人生は一

生の中の一部であって、その位置づけも自分の人生のステージによって変わり続けるもの

である。キャリアは一義的に外からみたキャリア（経歴など）と捉えられがちだが、一方

で内から見たキャリアを考えることも重要だ。内から見たキャリアとは長い目で見た時の

主観的な仕事の意味づけ、パターンのことを表す。長い人生の中で自分にとって仕事がど

ういう意味を持つのかという問いは働いていく中で段々と重要度が増していく。どのよう

な自分になりたいか、どのような価値観を大切していきたいかが働く上で次第に大きな割
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合を占めるようになる。佐藤氏自身転職を経験する中で自分と価値観の合う会社であるこ

とが非常に大きな意義を持っていたと語っている。自分の中で大切にしていることがはっ

きりしていると様々な選択を行う中で意識して物事を選びとることができるのだ。この言

葉がとても印象に残った。ここで佐藤氏にしていただいた「value interview」のエクササ

イズを紹介したい。私たちは２人ひと組みとなり、お互いに自分が最も輝いていた瞬間に

ついて語り合った。これは自分でも気づかない自分の大切にしていることを相手に見つけ

てもらうと同時に、自分の大切なことを話していくうちに整理して確認する狙いがある。

そのため聞き手は相手の大切にしていることの背景がしっかり見えるまで深く掘り下げて

質問していくことが大切だ。この value interview では自分の事を知ることはもちろん相

手のことを理解するのにも非常に有効的である。今まで表面上のことしか知らなかった相

手の氷山の隠れた部分まで知ることによって相互理解を深めることもできるのだ。 

 
 
 
 
―高校時代の一年間の留学で、国連にあこがれを持つようになったきっかけは何ですか？ 

佐藤さん（以下 S） 実はとっても些細なことで、当時アメリカンヒストリーを教えてくれ

た大好きな歴史の先生がいました。休憩時間に先生に将来何になりたいかを聞かれ、「分か

らないけれど、こうやって海外に出てきたから国際的な仕事がしたい」と言いました。す

ると「君のような国際的な子は国連にいったらいいよ！」と返事が返ってきて、そんな選

択肢があるのかと興味をもったのが一つです。もう一つは現地で仲の良かった友人たちと

週に二回ホームレスシェルターでボランティアをしていました。ホームレスの親の方々が

仕事を探しに行っている間、シェルターに残っている彼らの子供たちの世話をしていまし

た。そこには見事に白人の人がいない。いたとしてもアイルランド系の人で多民族社会の

難しさを痛感して、人種問題に興味を持ったっていうのが国連にあこがれをもつようにな

ったきっかけでもあります。 
 
―佐藤さんのお話を聞いて、すごく行動力のある方だなと感じました。高校一年というま

だ入学して間もないころに海外留学するという行動力がもてた理由は何だったのでしょう

か？ 

S 高校の一年に海外に行けたのは、私が中高一貫校という恵まれた環境にいたかららだと

思います。留学に応募したのは中学３年生の頃でした。当時は国際化がすごく叫ばれてい

たバブルの最終期で、夏休みで一か月間ホームステイするのがすごく流行っていました。

中学三年生の早い時期からオーストラリアやアメリカに行ってきたクラスメイトがすごく

羨ましくて、来年は私も行きたいと考えていました。一か月では足りないと思い、一年間

行きたいと親に言うとそんなお金家にはないと断られてしまいました。ただ親も昔留学が
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したかったこともあり、旺文社の奨学金を見つけてきてくれて応募してみたところ無事受

かって留学することができました。 
 行動力ということで一つ付け加えるとすると、その奨学金のテストが TOFEL だったん

です。何が書いてあるかさっぱり分からなくて、頑張ったんですけど、「あと 5 分です」と

言われた時にまだ 50問残っていました。どうしようと思いつつ全部塗ってみたんです。で、

受かってたんです。全国で３人受かって、その一人が試験で私の隣にいた人でした。留学

に行く前に彼女に「あの時まきちゃんが隣でザーっと全部塗る音が聞こえたから、私も全

部塗ってみたら受かった！」と言われました。なんと全国で受かった３人の内２人があて

ずっぽうで回答してたんですよ。あの時のとっさの行動が留学につながったのかもしれま

せんね。 
 
―自分の知らない業界に入ったり独立したり、何か行動する時に不安や後悔はありません

でしたか？ 

S 今までいろいろチャレンジはあったと思います。留学をする時も会社をやめるっていう

決断があります。多分皆さんもこれからあると思いますが、社会に出ると卒業とか入学と

かはっきりした切れ目がないので自分で道を作っていくしかないんです。道を作っていく

うえで、やらずに後悔したことはいっぱいあるんですけれども、やって後悔したことはひ

とつもない。今回の独立に関しては、「やってみてダメなら、また働けばいいじゃない」と

いう気持ちがあったことと、やらずに後悔するよりは今なら若いし失敗してもどうにでも

なると思えたのが大きいですね。 
 
―ファシリテーションをされていたということで興味を持ちました。ファシリテーション

の際に心がけていること、普遍的な事があれば教えてください。 

S ファシリテーションって会議でどこまで行きたいかっていうゴールをきちっと決める

事がすごく大切です。なんでもいいんですよ、例えば 90 分間のクラスの中である人は「こ

の場で意見交換できたらいいな」と思っている。またある人は「みんなが納得して結論を

出して次のアクションプランまで進もう」と思っているひとと気持ちの持ち様が違うと会

議がバラけてしまうので、目線を合わせるっていうのが一番大きいかなと思います。 
でも、一方ではじまってしまったらもう場に任せるっていうのも一つ。落とし所を持た

ないようにするというのもありだと思いますね。何か結論を出すっていうのもあると思う

んですけれども、ここに落とすっていうのを決めちゃうとモチベーションがさがってしま

ったりします。例えばみんなで創っていくのが狙いの会議だったとして、「この方法が一番

いいよ」って会議の参加者を説得しているようではダメなんです。もし本当にみんなで中

立にやっていこうとするならば、落とし所を自分で持たない。それも大切な所だと思いま

すね。 
ただ、ファシリテーションはすごく奥深くて、答えがないからこそ面白くて会社のみんな
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も楽しんでやっていけるんだと思います。誰かに知識を提供するような会議であれば自分

がコントロールしてみんなに教えていくのが大切ですけど、みんなに納得感をもってもら

うようなチームビルディングが重要な会議なら、逆にみんなに話し尽くさせることが大切

だと思いますね。そういう時に私たちが良く言うのが「嵐を恐れない」ということ。司会

進行の時は反対意見を出しそうな人は如何に出させないかという所に行きがちです。でも、

不穏な発言をしそうだなと思った人をわざと無視するようなことをし始めると、その人は

絶対に納得感を持てないし、自分がチームの一員だって言うコミットメントは得られませ

ん。逆に反対意見に行きつかない限り本当の納得感は得られないので「嵐を恐れない」こ

とは常に意識しています。 
 
―色々な組織に所属されていたと思うのですが、その組織ごとにどのような意識を持って、

どんな姿勢で取り組まれたのか教えてください。 

S まず PWC を選んだ理由としては今後国連に行きたい、フィールドでプログラムマネー

ジャーやオフィサーをやりたいと思っていて。プロジェクトを上手くマネージしていくと

いったときには、官僚組織である国連に行くより時代の最先端を行くコンサルティングの

ほうがより多く学べるんじゃないか、普通の民間企業に入るよりプロジェクトに必要な相

互的なスキルが学べるんじゃないかと思って選んだのがコンサルティング業界だったんで

す。PWC に出会ったきっかけは、たまたま家にハガキが届いたからだったんです。面接を

していた時にやはり面接をしてくださる方々が学生に対して丁寧で真摯に向き合っていた

だけてるなぁと感じたのがきっかけでした。社会人最初というのもあって自分自身を成長

させたい、いろんなことを勉強したいと当時本当に思っていました。その点で PWC での研

修で沢山の経験を積むことができました。4 か月の海外研修で簿記から IT から全て学んで

から初めて現場で働けるようになるんです。当時の状況から考えて PWC は良い選択だった

と思います。 
少し話から逸れますが、PWC で学んで一番よかった事は「プロ意識を持て」ということ。

意に沿わない仕事をやらされることはたくさんあります。でも結局きちっと仕事をこなし

た人じゃないと話は聞いてはもらえないし、信頼関係って築けないんですよ。会社で言わ

れ続けていたこの言葉はプロとしてどうあるべきか、自分の立ち位置に気付く事が出来た

と思います。今でもそうですが、たとえたまたまその場限りでのおつきあいでもこういう

意識で仕事を続けていると、どこでまた遭遇して一緒に仕事をしていくか分からない中で

一つ一つの仕事を疎かにしない事はこの時代に学んだことじゃないかと思います。この意

識が次につながってきて声をかけてきてくれたり、チャンスがあった時に「佐藤さんなら

大丈夫じゃない？」って言ってくれる誰かがいるっていうのが自分の選択肢を広げるにあ

たって自由にしてくれたなと思います。 
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―大学生時代のときについて質問します。どうして国際法に興味をもったのか、大学時代

にこれをやっていてよかったなと思うことを教えてください。 

S 国際法は人権から入っていったんだろうと思います。アメリカ留学の時の経験から人種

問題に興味を持つようになってから人権法、人の移動、多人種をアメリカで見たことによ

って外国人として行き来していくなかで生まれる不利益などに興味をもつようになりまし

た。そういった法律は国一カ国の法律ではなくて、国際条約などで決まるものなので国際

基督教大学で強い分野だった国際法という分野に行きつきました。法律がやりたかったと

いうよりは解決する糸口として選びました。 
 
―PWC から UNHCR に行く人からの退職メールがこなければ、きっと UNHCR に行くことはなか

ったかもしれませんね。すごく幸運なことだと思います。そうした運をつかむコツはあり

ますか？また自分は運が強いなとおもったエピソードを教えてください 

S 運が強いかどうかはわかりませんが、私は本当になれないものはないんじゃないかなと

思います。誰であったとしても本当に願っていればそこに辿りつく道があるんじゃないか

と考えるので、願っていれば運を引き寄せるんじゃないかと思っています。実はコロンビ

ア大学は落ちかけたんですよ。ちょうど 9.11 の時で、あの事件で社会に疑問を持つ人が増

えて応募が殺到したんです。それがあって、大学から「補欠に回りました」と連絡がきま

した。奨学金も取った、会社も辞めると決断した後だったので、どうしたらいいんだろう

と困っていた時に、JPO フォーラムに投稿していたコロンビア大学の人にすぐに連絡取り

ました。その分野の教授から推薦があればいけるのかもしれないと教えてもらい、人権法

をやっている大学の教授に会うためにコロンビアに渡りました。すると教授は「僕には権

限がないが、入学者を決めているのは大学事務局だ。」と教えてもらい、ゲートキーパーが

休憩している合間に在学生の日本人に事務局であるディーンたちの部屋に連れてってもら

いました。直接交渉に来たことを評価してくれたあるディーンの推薦によりなんとか入学

許可を得ることができました。コロンビア大学に入学できたのは私の行動力が勝ち取った

と言ってもいいと思います。 
 
―前向きに突き進まれているイメージが大きいですが、不安な気持ちを抱えるようなこと

はありませんか？もし、あるとすればどうやって解消されていますか？ 

S 実はよく落ち込むタイプです。くよくよ悩むことはあったと思います。大学時代を思い

出すと本当に将来に対して何をやりたいのかわからなくて、国連という大題目がありつつ

も、「ホントにそれでいいの？」って思っていました。目の前の友人と一緒だと楽しかった

り、彼氏が重要だったり、今ほど自分に対して大丈夫とは当時思えなかったですね。ただ

それから経験を積んでいく中で「自分ってどんな人なんだろう？」と探っていくと、「こん

な人でいいんだ」と思えたら自分を好きになれた感じがしました。経歴だけを聴けば上を

目指しているみたいな経歴に見えてしまう時もあります。世間体にとって聞こえの良い道
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と聞こえの悪い道があって、過去には自分の意志ではなく世間体の良い道を選んでしまい

がちになる自分がいたような気がして、自分の価値判断があまりなかったと思います。そ

れがだんだん固まってきて、今ではこんな感じで生きていて自分が楽しめることをやるの

が一番成果を出せる状態じゃないかなと思えるようになりました。 
 
―仕事やってて楽しい事だけではなかったと思います。辛いこともあったと思います。そ

ういう投げ出したくなった時っていうのはありましたか？ 

S 投げ出したいというか、やってて意味があるのかなぁと思うのはやらされ感満載の研修

です。出たくないのに出させられているという研修は向こうにとって苦痛だし、私もやり

がいが見出せなくて一番辛かったです。 
去年独立するにあたっては、友人と自己分析をするために沖縄に一週間行きました。もう

現実に引っ張られちゃいけないという思いとコンサルティングの仕事をしているんだから

自分自身にもやってみようと思い、模造紙持って行って長所や短所、自分の特技だとか全

部書き出してみたんです。あとは人生でやりたい 150 のウィッシュリストを作りました。

すると自分が何を求めていて、何が辛いのかがはっきりと見えてきたんです。自分の仕事

は分野として好き。でも自転車操業のような生き方はしたくないと思いました。じゃあそ

の分野自分の好きな仕事続けながら、自分もハッピーでいられるにはどうすればいいだろ

うと思った時に選んだのが今の形態でした。辛くてやめたくなった時、私は投げ出すとい

うよりかはどう解消するかを考えます。実際にそれを行動力でやっちゃうんだと思います。 
 
―PFC の自己紹介で書かれていた「成功のカギは人にある」と書かれていましたがそう思う

理由はどこにありますか？ 

S これは私が最初に勤めた PWC に関わることなのですが、そこでは組織のハード面を変

えていく、マーケティングプランを作ったり、プログラムの企画を出したり、グローバル

でシステムを統一させる方法を考える事が多い仕事でした。良い「物」を作るっていうの

はもちろんなんですが、結局組織を動かしているのは「物」ではなくてその人達、個人個

人だと感じました。何億とお金をかけて良い物を作り上げても、組織は動かないんだなと

感じることが何度かありました。あとは何かを変える時、大変な状況でも引っ張っていく

リーダーがいる、強い意志と諦めないリーダーがいるっていうのがその後につながってく

ると思いました。コンサルティング業界を通して様々な業界・企業をみていると、成功の

カギは本当は人にあるのにほとんどがそこにお金を投じてないという所がもったいないな

と思います。そう感じるのもあって、私自身は「物」ではなく「人」に対する仕事にシフ

トしていきました。 
 PFC 自体は「人」を軸にしてサービスをしてますが、なかなか成果が見えづらい分野で

はあります。「数値を上げて下さい」とか、「この研修をやって売り上げがどのくらい上が

るんですか」と言われてもなかなか数字では見えてこないんです。でも時々組織の文化が
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ガラッとかわる瞬間を目の当たりにすることがあります。俺様だったリーダーが、「チーム

とやっていかなければならないんだ」、「もっと部下を育成しなければならない」と興味を

持ち始めたりすると大きく変わって、会社の業績にすごく大きく響いてきます。それを見

ているとソフトな所から組織を変えることもありえるんだなと実感しています。 
 
―数量や結果の分かりづらいサービスだと思いますが、報告書にその効果をどうやって評

価したりするのですか？ 

S 評価事体なかなか難しく何段階かに分けて評価しています。その場の研修などで、どう

いう参加者またはクライアントがどのように思うかを調査して、半年後くらいに現場にど

ういうインパクトがあり、組織の変化につながったかっていうアンケートやインタビュー

をとるようにしています。 
PFC 自体が社員に対して行う評価に関しては、自分がどう評価されてるかは知っていま

すが、数値としての評価はありませんでした。PFC で私が一年間に発揮した強みであった

りとか、ディベロップメントに対するフィードバックはもらえますが、「あなたは A 評価な

のでボーナスが何倍になる」というような評価ではなかったです。 
 そういった意味では PFC は非常に面白い会社だと思います。PFC には戦略もマーケティ

ングプランもセールスプランもありませんでした。目の前のお客様を大事にすれば次につ

ながるからというので 20 年以上も続いている会社なんですね。さすがに最近は売り上げ目

標などがありますが、私が入ったころは目標が一人ひとりのお客様に対して丁寧にやって

いこうというのはあるものの、いくら売りあげようっていう話が全くなくて、「こんな企業

ありえる？しかもビジネススクールコンサルタント業界出身者がこの会社を運営している

にも関わらず、完全無視ですか？！」って。そういう数値ではないところで魅力を出して

いる会社って面白いなと逆にそういう所に惚れて選びました。 
 
―仕事では、人と関わる、直接対面するような事が多いですが、初対面の方と話すときに

気をつけていること、コツなどはあるのでしょうか？ 

S 正しい方法はないだろうと思います。でも私なりに気をつけていることは、相手にとっ

て身近に感じるキーワードが提供することだと思います。例えば今日大学生の方たちと会

うと考えた時に、社会に出てからの話よりも社会に出る以前の学生時代の話をするみたい

な感じですね。あとは話をする相手に興味を持つことが大きいと思いますよ。人とのかか

わり合いで上手く行った時と行かなかったときを考えると相手に対しての興味が一番左右

するんじゃないかと思います。 
 もう一つ気をつけることといえば、お客さまや相手に合わせること。普段私はカジュア

ルな服装を着ていますけれども、企業の研修でカジュアルな服装は場違いになります。ま

た外資系の企業のお話する時だったら、無駄話に取られそうになるところをなるべく減ら

すようにするだとか。最初の印象が悪いと、「この人の話を聞いてもしょうがない」と思わ
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れてすごくもったいないですし、プロとして目線を合わせて印象を同じようにする事は大

事だと思います。 
 
―国連という最初の目標とは違い、現在コンサルティング業界で働いていらっしゃいます

が、その心境の変化について教えて下さい。 

S 最初の会社の経験が大きいと思います。コンサルティング業界は縦型ではない、フラッ

ト組織でした。その後所属した国連は完全な官僚組織なんです。一カ国の官僚よりも複雑

かもしれません。次の職場としては Japan Society を選びました。その理由は国連にいた頃

には「人と組織」というようなプロジェクトに興味を持ったのもあり、組織が変わるとど

う違うのか気になって、フラットな組織と官僚組織を経て、次は NGO を見てみたいと思っ

て入りました。こうしていろんな組織に所属して、最終的に自分にとって良い働き方がで

きるし居心地がいいコンサルティングに戻りました。あと、憧れだった国連の仕事に実際

携わっているうちに、私は良いミッションを持っている人や分野に長けているような人を

サポートするような、後方支援をするのが本当にしたい仕事なんだと気付きました。では

どこで後方支援をしていこうと考たとき、国際機関や NGO、民間企業などに行って内部で

関わるよりか、より多くの人を色々な形で支援したいと思い、多くの企業に関われるコン

サルタントが一番だなと思い、今に至っています。 
 
―UNHCR の人事部で後方支援をやっていたとおっしゃっていましたが、具体的にどんなお仕

事されていたのですか？ 

S 当時、ワークーフォースプロファイリングというプロジェクトに携わっていました。未

だ続くプロジェクトで、ちょうど私が来た時そのプロジェクトが始まりました。実は

UNHCR の人事システムを作ったのがスイスの PWC だったんですね。その考え方を理解

している人がプロジェクトに必要だったということで運良く携わることができたんです。

仕事の内容はどんな人材を持っていて、今後起きうる事態をある程度予想して人材を採用

したり研修したりすればいいかを考えるものでした。国連職員、UNHCR の職員数という

のはある程度決まっているわけです。アラビア語が話せるだとかロジェスティック関係の

人材が足りてないだとか医療関係の人は必要なのか、とかですね。緊急で発生した難民支

援では「こっちではこれだけの人員が必要だ」「向こうで人が足りてない」って言った時に、

通常業務で配置している職員などから緊急事態でどこからどう職員を出すかがすごく重要

になってきます。緊急支援が起こっても、裏で通常業務は行わなければいけないですから

ね。緊急事態は非常に予測しづらく、発生した時には必要になる人員もとても多いです。

バックアップ体制として通常業務から人を送らないといけないし、その事態で通常業務を

少ない人員で回すためのオペレーション考えておかなければならない、結構壮大なプロジ

ェクトでした。 
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―今まで何度かお仕事を辞めて次のお仕事に就くことを経験されていらっしゃいますが、

日本の企業のように引き止められたり、辞めづらい雰囲気にはならなかったのですか？ 

S これは時代の流れかもしれませんけど、私が就職したころは IT バブルが始まった時代

だったので、「一生会社にいることはないと思え」というようなイメージの強かった時代だ

ったんです。特にコンサルティングは「一生いようと思っている奴は要らない。スキルが

ないなら出て行け」というような業界でした。その言葉は PWC の社長も言っていたし、「こ

の中でしか通用しない人間になるな」とも言っていました。だから会社では職場にいても

いなくても三か月に一回は履歴書を書き直しをさせられました。市場に出ても勝てる人間

が選んでここにいるのが大切で、出れない人がほしいわけではないと。そういう意味では

みんなが外に出るって意識で働いていたと思います。 
 
―三か月に一回書き直すことでどういった変化が生まれるんですか？ 

S 変化を生み出さなければならないからこそ、何かしら仕事で得ていかないといけないん

です。履歴書をアップデートしようと思ったら、スキルを得たのか、プロジェクトの中で

こういう経験を積んだ、こういうことをマネージしているという文章を付けて書いていく

履歴書になるので、そうすると三か月にやってることが同じだと書けない。長期間のプロ

ジェクトにいたとしても何か違う経歴や仕事を引き受けてないと書けないので、三か月に

一回っていうのは非常にスピーディーだなぁと思いましたね 
 

―佐藤さんの話を聞いていて、心のシフトが起こっていると感じました。何か外的な要因

できっかけというか、ターニングポイントになった背景はありますか？ 

S 大きなものではないのですが、一つは国連が官僚組織だっていうことですね。たどり着

くってことには何の疑問も感じていませんでしたし、これで自分は一生やっていくんだろ

うと思っていました。たどり着いてみたら官僚組織で、素晴らしいミッションを持って仕

事をしている方々や自分の利権の守ってるキックアウトもされない人達と両方に出会いま

した。ビジネスは自分でお金を生み出しているので、どれだけ利益が出るかコストがかか

るかを考えるので健全なんですね。でも国連という組織はどこの国がどれだけお金を出し

て、どういう政治力があるからお金をもらえるかっていうちょっと違う世界なんですよ。

誰のためになっているのかよくわからない場面にもよく出くわす場面もあって、また官僚

組織の中で物事が動かない。絶対に効率的で効果があると思えば、結論が変わるようなコ

ンサルティング業界と、そうではなくて誰が政治力をもっているかで結論が出る国連との

違いに失望したのがありました。その後国連に入るために入学したコロンビアは暗黒時代

でした。コロンビアに行ったのに私何をしに来ているんだろうって。ここから先卒業して

どこへ向かおうかを考えた一番悩んで悶々としていた 2 年間でしたね。でもこの先私が国

連に戻るかどうかってなったらあり得ると思います。失望することもありましたがミッシ

ョンやフィールドで命を懸けている人っていうのも多くいました。これから関わり方は異
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なるかもしれないけど、もしかしたらそのミッションを発揮するために手伝えることはあ

るかもしれないと思います。日本は拠出金のわりにはプロフェショナルサービスをやる割

合が多くないんですね。国連で外の業者を使う場合はアメリカだったり海外企業の受注が

多かったりするんですよ。だから PFC に国連からの委託を受けてなにか仕事をするのもあ

り得るかもしれないから、そういうをやるっていうのも一つの方法じゃないですかってい

う話はしたことがありますし、PFC 自体もそういうことに興味をもっています。いまはス

リランカにもグローバルリーダープログラムをやったりしています。 
 
―今までの人生で一番影響を受けた人は？ 

S 一番とは言えませんが尊敬するリーダーは二人います。PFC の社長がその一人だと思い

ます。本人は何も言わないんです。黙々と一人で仕事して、自ら社交的にいくタイプでも

ない。社員が集まって、彼らが自発的に動くっていうのを会社として仕組みとして作り上

げているけれど、彼女が先導を指示したことは全くなくて、いつも社員同士で飲むと、「な

んなんだろうね、」って話したりします。ただ彼女は絶対ぶれない。時々発する一言がとて

も考えさせられるものだったりします。 
 もう一人は丸善の社長の小城さんという方です。彼はもともと経済産業省のベンチャー

支援室にいらっしゃった方で、官僚という守られた環境でベンチャーを支援するっていう

のに矛盾を感じてツタヤに入ってツタヤオンラインを始めて、その後は産業再生機構に移

られてカネボウの再建にも携わった方なんですね。コロンビア大学時代に知り合ったので

すが、学生に対しても偉ぶることも全くなく、その後 Japan Society 勤務時にインタビュ

ーをしたのですが、企業にとって大切なのは、資金面での再建ではなく、人だということ

で、今後会社や社員をこうしていきたいと夢を語ってもらいました。その数日後にカネボ

ウ上場廃止のニュースを聞いて、本当であればインタビューを受ける余裕もなかったのに、

もしかしたら難しいかもとおっしゃっていましたが時間を取って頂き、しかもそのような

状況でも夢を語る姿は素晴らしいと思いました。苦境の時こそ、どういうリーダーかがで

る。誰に対しても謙虚で前向きで真摯であるっていうのが私にとって真のリーダーの姿だ

と思います。 
 
まとめ 

 佐藤氏は私たちの心を掴むのが非常に巧みであった。それは佐藤氏がコンサルティン

グ関係を通じて、仕事としてコミュニケーション技術が高いということもあるだろう。

しかし私たちを魅了した最も大きな要因は、佐藤氏が私たちと同じ立ち位置で話してく

れたり、話を聞いてくれたりする大きな人の器にあると筆者は考える。仕事を通じて

様々な経験を積まれ、人生の中の自分の価値観を思い描き続けた方だからこそ私たちは

惹かれ、憧れたのであると確信している。 
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【取材・執筆者】 

河脇悠人 久谷彩奈 和田彩希 
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1．アメリカへの憧れ、ゼロからのスタート 

2．念願のアメリカで洗礼を受ける 

3．“You Should Give It To Me” 

4．”W h y
どうして

?”への返答 

5．三菱商事での挫折、そして成功 

6．ハーバードビジネススクール 

第２回 
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第 2 回 児玉教仁氏から学ぶグローバル人材を目指す生き方 
 

 ゲスト略歴 
静岡県出身。高校卒業後 1 年半アルバイトで留学費用を稼ぎ２０歳で初渡米。 
１９９６年、米国ウィリアム・アンド・メアリー大学（経済・政治のダブル専攻）卒業。

在学中は空手部を率い、全米大学選手権の団体戦で優勝を経験。 
１９９７年、三菱商事株式会社に入社。鉄鋼製品輸出部門にて海外で多数の事業を立ち上

げ成功へ導く。 
２００６年、同社からハーバードビジネススクールへ派遣され MBA 取得。在学中はアメリ

カのジャンクフード「バッファローウイング」の全米調理選手権にて優勝。 
２０１１年 7 月、同社退職後、グローバル人材教育・英語教育事業を手掛けるグローバル

アストロラインズ社を設立。”make the world a better place to live” をコンセプトに掲げ、

日本に住む人々がよりグローバルな舞台で活躍できる人材育成に力を注ぐ。 
代表著書に『パンツを脱ぐ勇気』（ダイヤモンド社）、『ハーバード流宴会術』（大和書房）

などが挙げられる。 
 

 当日に至るまで 
英語力ゼロで渡米し、ダブル専攻でアメリカの大学を卒業、在学中は空手部を率いて全

米大会優勝。その後、三菱商事で活躍し、ハーバード大学で経営学修士（MBA）取得。さ

らに、バッファローウイングの全米調理選手権で日本人ながらなんと優勝。我々は、事前

のリサーチで判明した児玉氏のこうした経歴に圧倒されるとともに、この方のお話を直接

聞くことができることに得体のしれない興奮を感じていた。万全を期すため、著書『ハー

バード流宴会術』を読み、おもてなしの極意を学んだ。ゲストである児玉氏を迎えるにあ

たり気分よく講義して頂きたいという一心で、我々はその極意を参考に最高のおもてなし

の実現に挑戦した。 
まず教室の一体感を生み出すため、机を取り除き教卓を囲むように椅子を並べた。いわ

ばフルーツバスケットが始まるような形に整えた。さらに著書『パンツを脱ぐ勇気』を参

考にしたパフォーマンスを行った。著書では「パンツを脱ぐ」は「恥や迷いなどといった

自分の殻を打ち破る」を意味する比喩表現として用いられている。そこで学生全員がズボ

ンの上からトランクスを重ね履いて待機、各々が児玉氏のお話に感銘を受けた時点でその

トランクスを脱ぎ捨てるという大胆技を実行することに。さらには宴会で流すと外国人が

毎度盛り上がったという著書内容を引用し、郷ひろみの「二億四千万の瞳」という曲を児

玉氏入室に合わせてスピーカーから流すことにした。我々なりに工夫を凝らした一連のお
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もてなしに対する児玉氏の評価は実際のところははっきりしないが、多少は教室の雰囲気

を和ませることが出来たのではないか。ゲストと学生双方の自己紹介の後高揚感冷めやら

ぬなか始まった講義では、児玉氏の一見輝かしい経歴の裏に潜んでいた人生への苦悩、人

生観の変化、そして人として尊いこととは何か、がユーモアあふれる語り口で学生たちに

披露される。以下、講義内容となっている。 
 
 

【質疑応答】 
1．リーダーシップをより磨く方法とは？ 

”make a difference”…リーダーである自分がいる世界といない世界で何か違いを生

み出すこと。それと、”influence others”。他人にどんな影響を自分は与えられる人間

になるか。 
2．何でも行動に移せるようになったきっかけは？ 

ちょっとした理由を見つけては途中でやめる人生だったが、ある日大嵐の日に空手を

さぼろうとした時に、次は腹痛程度で休んでしまうのではないかな…と恐くなって空

手へ行った。その時に、「しようと決めたことは絶対途中であきらめない」と決意した。 
  しかしダイエットだけは難しいですね。 
4．失敗の定義とは？ 

自分からやり始めたことで、全力でやっても出来なかったこと。 
5．シャイをなおしたい！ 

100 回飲み会の幹事やってみてはどうか。人と連絡することから始まって、ハーバード

流宴会術を駆使して、参加者を盛り上げることに慣れれば、シャイもなおるのではな

いか。 
6．今すぐやりたいことはリスクを負ってでもやるべき？ 

結果がマイナスなのが明らかなことをやろうとするのは「リスクを取る」とは言えな

い。例えば、ビル 100 階から飛び降りると確実に死ぬとわかっている。これはリスク

をとったわけではない。マイナスのリターンがあることがわかっている。成功だけを

考え、夢をイメージ化し、そこに行き着くにはどうすればいいかと考えることは戦略

である。そこでリスクマネージメントが必要となってくる。 
7．商社では“負けず嫌い”が強みなる？ 

性格は人それぞれだから、自分の持っているものを「どう生かしていくか」が重要だ。 
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【受講生の感想】 
 講義を聞いて、まず、児玉さんは人に話すことがうまいと感じました。というのも児

玉さんのお話にはユーモアが溢れており、それによって聞く側が話にどんどん引き込

まれていくのを感じたからです。また、様々な経験をなさってきたことを聞いて本当

に行動力がある方だと実感しました。英語も全く話すことができないのにアメリカへ

留学し、そしてここから始まり、最終的にはハーバード大学でＭＢＡを取得し、自分

の企業を設立。この過程だけを見ると、とてもすごい方としか思えませんでしたが、

この過程における挫折や失敗の経験の話を聞くことにより、リスクを恐れず前に進む

ことが大切だと気づかせてくれました。 （下久保智繁） 
 

 初めて会った時の第一印象は、純粋にとてもオーラがある人だと思いました。 
実際に話を聞いていて、本当に『突破力』という言葉がぴったりなように感じました。 
児玉さんがこれまで行って来られたことは、バッファローウイングの選手権に出る等、

一見意味の分からないことをしていると思われるかもしれないですが、児玉さんの中

では結構、これまでやっておられたことは一貫されているのかなと思いました。それ

は、良い意味で単純で、自分の思いに常に正直で、自分を強く信じることが基礎にな

っていると感じたからです。これは簡単な事かもしれませんが、難しい事だと思いま

す。児玉さんに言うと、なんで？と言われると思いますが、とても大切なことです。

厳しい状況でも常に挑戦し続け、成功するための努力を惜しまない、自分の今すべき

ことを考え実行する、失敗してもなにくそと這い上がる精神力、見習うことばかりで

す。失敗したら失敗した分だけ人間は味が出ると聞いたことがありますが、それの本

当にお手本のような人でした。また自分の経験を知識ではなく、知恵とし体現し、ビ

ジネスマンとしての一面もとても見習うことばかりでした。児玉さんの「失敗は宝」

という言葉を胸に、本当に自分のやりたいことをやり続けたいと思います。自分の中

でも留学中の大きな目標の一つは「出来るだけ多くの失敗をする」です！（西山大貴） 
 
 

 児玉さんは日々の業務としてご講演を数多くされている事もあって本当に話が上手な

方で、いつの間にか私は児玉さんの世界観に引き込まれていた。率いた空手チームの

全米優勝、三菱商事、ハーバードビジネススクール、バッファローウイング全米選手

権など次々と新しいことに挑戦されてきた。すべてに共通することは、興味のないと

ころに足を突っ込まず、「やってみたい」という好奇心に逆らわず思うままに実行に移

してきた行動力だろう。 
自分の人生を振り返ってみても、ここまで熱く何かに取り組んだ経験は思い浮かばな

い。大切なことは本当に実現したいと思う夢を持つことと、その実現に向けて一歩踏
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み出すことだと感じた。そうした夢を多く持てば持つほど人生もっと楽しくなること

を児玉さんに教えて頂いた。「失敗は宝。リスクを取らないことが最大のリスク」とい

う言葉を胸に、人に熱く語れる挑戦をしていきたい。 （前田香穂里） 
 

 成功と失敗を繰り返されてきただけあってとにかくオーラがあり、エネルギー溢れる

プレゼンテーションにただただ圧倒され、あっという間の１時間だった。 
本当にたくさんのことを学んだが、その中でも特に印象に残ったのはやはり並大抵な

らぬ行動力である。私自身、「今の自分にはレベルが高すぎる」という理由から与えら

れたチャンスを逃してきたことが何度もあったので、もっと早く児玉さんに出会って

いたらという気持ちになった。同時に、大学生のうちに児玉さんのお話が聞けてよか

ったと思えた。世の中には可能性を秘めた若者がたくさんいるし、児玉さんはその可

能性を広げてあげることのできる人だと思う。沢山の若者に児玉さんのことを知って

ほしいと思った。 
また「諦めない力」というのもキーワードだったと思う。いくら失敗しても児玉さん

は全く諦めず、かならず成功させる。そんな児玉さんも、高校生まではその力を持っ

ていなかったそうだ。留学資金を貯めるためにバイトをしていた時代に、「バイトをサ

ボるかサボらないか」と考えたことがその後の諦めない力の源泉になったと仰ってい

た。小さな努力の積み重ねが少しずつ人を強くし、やがてそれが大きな成功に繋がる

のだなと思った。私は何をするにしてもすぐ諦めてしまうので、少しは児玉さんを見

習おうと思った。 （久保舞華） 
 

 総合商社を目指している身として、児玉氏の講義は全て自分にとっての大切な構成要

素になった。失敗を恐れずして何もできないという言葉の裏には児玉氏の人生の象徴

が積み重ねられていると感じたし、自分がリーダーシップについて質問した時の回答

も自分にとって確固たる自信になるようなものであった。今回の講演は自分にとって

貴重で、実際の商社マンに会えたということも非常に嬉しく思った。  
（宮川和弘） 
 

 緊張している私たちをリラックスさせるように笑いを織り交ぜながらお話いただいた

め、最後まで児玉さんのお話に魅了され続けた。私たちのような学生の目線でお話さ

れる姿勢はとても感銘を受けた。自分も相手の立場に立って話のできる人間になれる

よう努めていこうと思えた。 
「何かをやりたいという気持ちと、それを実行することが一番尊い」という児玉氏の

世界観に大変共感した。自分自身、高校時代に一年間アメリカに留学したのだが、学

力が足りなかったため受け入れ先が見つからず、面接でひたすら懇願してやっと掴み

取った経緯がある。またジェスチャーで伝わるとタカをくくって全く勉強せずに渡米
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して大変苦労した。その際に自分で助けを求め、自分からアピールしていかなければ

何も変わらないと痛感し、行動し始めてようやく前に進めた。上手くいかないことも

からかわれることもたくさんあったが、めげずに笑顔を振りまき続けたのは今の自信

に繋がっている。児玉氏のお話は、そんながむしゃらにやって不器用だなと思ってい

た自分の考えを肯定してもらえたようで勇気をもらった。 （河脇悠人） 
 
 

【担当・文責】 
西山大貴、塩田兼佑、樋口茜、前田香穂里 
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説明責任の重要性 

 CSR の形態はさまざま 

 独自のミッションと価値観 

 マイクロソフトの企業市民活動 

 Youth Spark と事業例 

 CSR の形態はさまざま 

 CSR から CSV へ 

 NPO 連携でより大きな力を 

CSR の広がり 

アクティブな大学生活 

「社会の役に立ちたい」という思い 

生粋の帰国子女、カトリックの精神 

   

龍治玲奈氏 
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龍治玲奈氏 
イギリス生まれ。東京外国語大学ロシア語専攻卒業。株式会社ミクニでの国際営業、SAS 

Institute のアジア地域 CEO 秘書・CSR 担当を経て、2008 年より日本マイクロソフト株式会

社社会貢献部マネージャー。 

「マイクロソフト」という企業のあるべき姿 －CSR－ 

企業は、社会が求めているサービス・製品を創出し、お客様に価値を提供する（買って

いただく）、という活動をしています。その日々の活動の中で’Cooperate Social 

Responsibility（CSR）＝企業の社会責任’という概念をマイクロソフトは大切にしており、

企業活動の中にしっかり組み込まれています。 

企業がおこなうことのできる最大の社会責任は「良い製品を生み出すこと」という考え

があります。 

しかし生産現場の過酷な労働ゆえに自殺者がいたりする活動は、本当に責任ある企業とし

てのあるべき姿でしょうか。サプライチェーン、つまり製造資源を調達する方法が責任あ

るものなのかということを考えることも、大きな考え方で見れば CSR に含まれます。また

消費者と一緒になって世の中を良くする“Cause Related Marketing”（例：売上の中の一

部が寄付される）のような活動も、販促活動とも結びつきますが、CSR の一つであると言え

ます。 

マイクロソフトの CSR は、「責任ある企業として活動」‘Working Responsibility’と、「社

会への貢献」’Serving Community’という、大きくは２つの柱に分類されています。前者

には、自社内の体制構築（人事やコンプライアンス）や、先述のサプライチェーンマネジ

メント等が含まれます。社会が求めているものを提供する体制になっているか、社員が調

達活動を通じて自社のみならず、社会全体を良くしていこうとしているか。人権やプライ

バシー保護の考え方が製品やサービスに組み込まれているか。地球温暖化抑制への取り組

みも、この柱における活動です。後者の活動においては、多くの場合、マイクロソフトは

NPO と連携します。社会課題は、NPO の皆様が一番よくわかっておられるからです。自社だ

けでできる社会貢献活動は、どうしても限られてしまいます。社会問題の解決に携わって

いる NPO との連携を通じて、よりインパクトのだせる協力体制を築きます。東日本大震災

などといった災害対応や、無業若者への支援活動なども、マイクロソフトは NPO との連携

を通じて行っています。 

 

説明責任の重要性 

CSR 担当者も企業に雇われている一人なので、仕事に対してのアカウンタビリティ（説明

責任）があります。それは、社内の外と中とで分けることができます。社外でいうと、第

一に、株主への説明責任があります。「企業の投資は、適切に配分されているのか」という
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点に株主は目を光らせています。第二に、政府への説明責任があります。「この企業活動は、

我が国の国益になっているか」という点に政府は注目します。そして第三に、消費者に対

しての説明責任です。消費者は商品を選ぶ際に、その企業の姿勢に同調するかを考えるで

しょう。皆様も一消費者として、私たち CSR 担当者にとって重要なステイクホルダーです。 

社内においても説明責任があります。CSR の部署は、売上を生むこともできなければ、コ

スト部門です。社会との協調、或いは、ステイクホルダーリレーションという価値を会社

にお戻しします。それは、社会貢献活動を一部署の活動に留めない、つまり、他部門と連

携した活動にしていく上でも、重要なポイントだと思います。 

マイクロソフトでは、年に一度、全従業員に対してアンケートを実施しており、その中

には「我が社は、社会に対して責任を果たして活動している企業と思うか」という趣旨の

質問項目があります。社員一人一人にとっても、自ら働く会社が、社会に対してどれだけ

責任を果たして企業活動をしているかという点が、働き続ける上での一つの重要な指標で

ある様子です。 

 

CSR の形態はさまざま 

CSR の形態は千差万別であって、一つに絞ることはできませ

ん。例えば、企業から直接受益者（例：老人ホーム、児童養護

施設）、企業から NPO を通じて受益者、企業から NPO 中間支援団

体（NPO を支援している団体）に広げるやり方等、NPO、受益者

との協働していく上では、さまざまな CSR の形があります。 

方法論も企業によって違いがあります。例えば、ネピアは「千

のトイレプロジェクト」とプロジェクトを通じて、途上国にト

イレを作り、衛生・生活面での貢献を行う活動を行っています。

このような、商品の売り上げの一部を寄付するというような

‘Cause related marketing’という手法、NPO に助成金をお預

けして活動を広げる方法、NPO と企業とがお互いの強みを生か

して協働事業を行っていく方法などがあります。この手法の違いは、予算の出所によって

も影響を受けます。 

CSR の KPI（事業業績評価）も企業によって様々です。弊社のように、社会へのインパク

トを重要視したり、或いは、企業によっては特定のプレス媒体への露出を重要視するケー

スもあります。企業のブランド力向上、従業員のモチベーション向上を重要視している企

業など様々です。また、外部でも様々な評価方法があって、国連や ISO による手法などが

あります。 

 

独自のミッションと価値観 

CSR 部門を含むマイクロソフト社の従業員は、6 つの価値観に基づいて日々の活動を行っ
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ています。 

１．Integrity and Honesty（誠実で正直であること） 

２．Open and Respectful（オープンで、相手に敬意を表すること） 

３．Big Challenges（大きな課題に対しても果敢に挑戦し、最後までやり抜くこと） 

４．Passion（お客様、パートナー様、技術に対する情熱をもつこと） 

５．Accountable（自らの言葉とコミットメントに責任を持って何事にも取り組むこと） 

６．Self – Critical（自分に厳しく、自らの向上に努めること） 

これらの価値観を共有することで、「世界中のすべての人々とビジネスの持つ可能性を最大

限に引き出すための支援をすること」というミッションを遂行することを目指しています。 

 

マイクロソフトの企業市民活動 

マイクロソフトの企業市民活動は、教育・社会参画・地域活性化・セキュリティ・相互

運用性・知的財産・環境・東日本大震災からの復興再生支援など、多岐に渡る分野で行わ

れています。その中でも、ここでは社会貢献部が行っている事業に対して、１．実施テー

マ ２．ステイクホルダー ３．活動形態 ４．資金源の 4つの視点で具体的に着目してみた

いと思います。 

1. 実施テーマは、社会的に困難を抱える若者の支援・NPO の基盤強化・東北復興支援で

す。 

2. ステイクホルダーは多数存在し、社内でも Region（アジア本社）や HQ（米国）など

様々です。 

3. 活動形態は NPO の中間支援団体を介して、最もそのプロジェクトに適する NPO と

協働する形態をとっています。中間支援団体や NPO と協力して活動を行う理由は、

「インパクトの最大化」にあります。そして共働事業を行うことによって、企業・

NPO 双方の強みを生かし、政策への働きかけを行うことを目的としています。政策

への働きかけを行う理由は、社会問題は、一企業・一 NPO だけでは解決出来ない

からです。又、活動の大きな特色は、マイクロソフト社の本業である ITを主軸に、

人々のエンパワーメントを目指して活動していく、という点にあります。 

4. 資金源は、本社・日本支社からの予算です。年間プロジェクト形式をとっています。 

 

 Youth Spark と事業例 

まず、Youth Spark が全世界で展開された背景をご説明します。現在、世界の若者がおか

れている状況は、非常に過酷なものです。世界中の若者のうち、7500 万人が失業中であり、

又、若者と一般の間には、約 2倍の失業率の差があります。中等教育を受けられる比率 50％

以下、4人に１人がワーキングプアです。このような現状を深刻に受けとめ、アメリカ本社

からのトップダウン形式で掲げられた、施策が「Youth Spark」です。日本における具体的

な取り組みの一つとして、『「若者 UP」プロジェクト with NPO 法人育て上げネット』があ



29 
 

ります。プログラムの中で行っている事は、NPO との協働を通じて、無業状態にある若者に

IT スキル講習と就労支援を組み合わせて提供し、若者たちの社会参加/就労に導くことです。

実績は、初年度のプロジェクトの目標が「全国５ヶ所で 1200 名に IT スキルトレーニング

を提供し、受講後半年以内に受講生の 30%を就労等へ移行（360 名）」することだったのに

対し、実際は受講者 1527 名に対し、45.7％の就労等進路移行率を獲得し、目標に対する達

成率は 127.2％という結果を得ることができました。2年次には、全国２５ヶ所・4800 名も

の受講者を目標とし、実績も 5335 名の受講者に対し、前年度を上回る 47％の進路移行率を

達成することができました。 

 

CSR から CSV(Creating Social Value)ヘ 

近年、企業の社会貢献活動（CSR）が見直されています。特定の企業が潤うだけでなく、

社会全体が潤うこと＝共益の創造の重要性がうたわれています。このような概念は、CSV

（Creating Shared Value）とよばれており、アメリカ（ハーバード大学）中心にさまざま

な研究が行われています。CSV に基づいた企業活動が実現すれば、社会課題を解決する新製

品・サービスの創出、バリューチェーンの再定義による生産性の底上げ、経営資源の集積

と共生による地域発展などによって、社会全体に利益を生み出します。 

 

NPO 連携でより大きな力を 

CSR を考える上では企業にとって NPO はなくてはならないパートナーです。NPO の強みと

しては、社会のニーズを理解できる、課題解決方法の提案ができる、NPO 間の連携の力＝広

める力が挙げられます。この NPO の強みと企業の強み（＝本業）を掛け合わせることで、

社会により大きなインパクトを与えられることができると考えています。 

CSR の広がり 

私自身、社会貢献部のみでの活動だと、生み出せるインパクトは限られてしまうと考え

ています。そこで、最近では、他部門との連携、或いは他企業との連携など、パートナー

シップの拡大に努めています。企業、政府、大学、NPO というマルチセクターの連携が拡

がっていけば、社会は確実に、より豊かなものになるでしょう。私が考えるその中での役

割分担は、以下の通りです； 

企業は、CSR 活動、企業間連携、イノベーション創出という役割を担います。政府は、政策

を通じた環境づくり、自治体連携、或いは、多国間連携等、活動の基盤整備をして下さり

ます。大学は、人材育成、調査・研究・提言、情報発信をされるでしょう。そして NPO が、

社会課題の特定、解決方法の例示、成功モデルの流布を行って下さります。 
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龍治玲奈氏の素顔 

生粋の帰国子女、カトリックの精神 

私は幼少期をイギリスで過ごしました。両親とともに教会で洗礼を受け、生まれながら

のカトリック教徒です。「社会のために役に立ちたい」という考え方は、幼い頃からの教会

活動を通じて培われたと思います。9歳で日本に帰国をしましたが、日本語が出来ませんで

した。周りに助けてもらってばかりいました。 

 

アクティブな大学生活 

大学ではロシア語を専攻しました。入学した 1992 年当時は、ベルリンの壁が崩壊して東

西冷戦が終結した頃でした。元々イギリスで育ったので、東陣営側は悪だといわれてきた

のですが、果たして本当にそうなのか、もっと東側

のことを見てみたいという思いからこの専攻を選

びました。1 回生の頃の学園祭では、ロシアの伝統

的料理ボルシチを作ったりしました。また、学業の

他、体育会系の部活（チアリーディング部）に所属

していました。3 回生の時には休学をしてロシアに

留学をしました。当時は治安が悪かったので、みん

な助け合って生活をしていました。 

 

「社会の役に立ちたい」という思い 

就職活動を始めたころ、何をすれば社会のために

役に立つのか、わからなくて悩みました。「外交官」

という思いもあり、外務省で一年間のインターンを

経験しました。しかし、民間との狭間を感じ、民間

側の勉強をしようと、ご縁あって日本に本社をおく多国籍企業に就職しました。初めの配

属先は、海外営業部門でした。企業を支えている営業部門の厳しさを経験できたことは、

本当に貴重な経験でした。その後、マクロ的に企業全体を見てみたいと思い、27 歳で外資

系企業の社長秘書になりました。2-3 年働いたころ、社長からプロジェクトを持ちなさいと

言われました。これが CSR との出会いでした。このプロジェクトでは、大学と企業との協

働関係をアジア各国で形作る経験をさせていただきました。この経験を通じて、社会をよ

り豊かなものにしていく上での企業の果たせる役割を実感することができました。そして、

CSR により戦略的に取り組んでいる企業に勤めたいと考えるようになりました。そこにマイ

クロソフトとの出会いがありました。 
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質疑応答 

Q.問題を「発見」することも龍治さんのお仕事なのでしょうか。 

そうですね。去年マイクロソフトの CEO が Youth Spark を発表しましたが、それまでは、

本社から「日本の社会課題の解決」と「デジタル・デバイドの解消」というお題目が連絡

されてきて、実際どういったアプローチをとるのかは、それぞれの国の社会貢献担当に任

されていました。1992 年に日本マイクロソフトとしての社会貢献活動が始まったのですが、

その時に取り上げられたテーマは「女性」でした。当時社会貢献の担当役員はアメリカ本

国からの方でした。ある時、彼女が経団連の会議に行った際、何百人という会議で女性は

彼女たった一人でした。彼女はその経験から「この国は女性の社会参画が進んでいない」

と感じました。当時は DV法の改正があったばかりのころでした。そのような社会背景をも

とに、全国の DV シェルターで IT 教室を行う活動が始まりました。このように、社会課題

を見つけ、解決手法を提示していくことも、社会貢献担当の仕事です。 

 

Q.今後もマイクロソフトでのお仕事を続けていくのですか。NPO に行きたいという気持ちは

ないのですか。 

必要とされている限りはマイクロソフトで頑張っていきたいと思っていますが、何時か

日本の企業で社会貢献をやってみたいという気持ちもあります。外資系企業にいる以上、

日本の取り組みが中心になりますが、日本の企業は本社機構ですから、担当エリアが世界

に広がります。 

キャリアというものを考える上では、企業、政府、NPO という異なる組織を経験すること

は、とても良い事だと思います。それぞれを経験することで、より大きな連携・インパク

トを生み出すことができるからです。アメリカなどに比べると、日本はセクター間の人事

交流が盛んではありません。異なる組織を経験した人材が多い国は、国際競争上もとても

有利だと思います。 

 

Q.評価の数値化はとても大変だと思うのですが、一人でやっているのですか。 

「何人の受益者が出たか」「マイクロソフトが若者の支援をしたことで、どれくらいの経

済効果があったのか（大学側が計算）」といったような第三者評価を通じて効果を報告して

います。このような数値化は、NPO の連携パートナー、大学にお世話になっています。 

 

Q.株主などに対しての説明責任、社員の吸引力というのは、CSR でなくては達成できないも

のなのでしょうか。 

CSR の説明責任というのは、CSR をやる以上当然のものです、CSR に限らず、他の企業活

動にも同様に説明責任はあると思います。 

社員の吸引力となる、ということについて。CSR がなくともできることだとは思いますが、
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“自分たちの会社は社会に受け入れられるものかどうか”という指標は、とても素敵な指

標だと思います。 

 

Q.マイクロソフトでは CSR をすることで社会に効果はありますか。 

人のエンパワメント（可能性を最大限にする）というところの効果はあると信じていま

す。 

 

Q.CSR を重視してない企業もありますか。 

企業間での温度差はあると思います。CSR の目的や評価指標が様々だ、と言うところを先

ほど説明させていただきました。そしてその評価指標、目的とするところによって、CSR が

置かれる部門も変わるし、活動内容も変わっていきます。それぞれの企業が、何を軸足に

置いて CSR を推進していくかを模索していると思います。 

 

Q.就職の時に NPO などといった選択肢はなかったのですか。 

今連携している NPO のメンバーを考えると、とても優秀だから採用してもらえないと思

います。NPO の皆は、どの企業と、政府と連携することで、自分たちのミッションとする社

会課題の解決が出来るかというコーディネーション力に長けています。それは素晴らしく

て、いつかその力を自分自身つけたいと思っています。今の NPO パートナーのみんなをす

ごく尊敬しています。 

 

Q.CSR をより普及させるには？（企業の中での役割を大きくするには？） 

社会貢献をすることが、この会社の持続的な繁栄にとって良いことである、という好事

例をたくさん創ることだと思います。それができたら、それぞれの企業の中で CSR のため

の資源が増えるでしょう。そこが、社会貢献担当者に求められる力量だと思います。私た

ち担当がもっと勉強をして、成長して、コーディネーションできるようになったら、企業

の CSR の幅は更に拡がっていくと思います。 

 

Q.企業が政府の政策に影響を与えることはできますか。 

できると思います。例えば若者就労支援の場合、無業の若者が有業になる事例を作るこ

とができます。こうやったら良いだろうという色々なモデル。企業だけでやっているとこ

れだけしかできないけれど、政府が「政策」という形で後押しして下さることで、より大

きな支援活動に結びつけることができます。このような対話や働きかけも、私の活動の２

～３割を占めています。 

 

Q.大学の頃ロシア語を専攻されていたということですが、今もロシア語を使う機会はあり

ますか。 
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ほとんど使う機会がないです。今もバレエをやっているので、バレエの映像を見るとき

に何となく触れるという感じです。 

 

Q.ロシア語を活かした仕事に就きたいと思ったことはありませんか。 

思いました。“これからはロシア語”と思っていた矢先、大学に入ってすぐにロシアで革

命が起きて、社会が崩壊してしまいました。ロシア語の就職先は、女性には厳しかったで

す。又、折角就職しても、派遣される先が厳しくて、体調を崩す仲間もいました。そうい

った意味で、私たちも社会の影響を色々受けていましたね。 

 

〜担当者の感想〜 

・漠然と「CSR なんて結局企業のイメージアップのための謳い文句でしかないのでは？」と

思い込んでいました。しかし今回の講演を通じて、実際企業で CSR のポジションにいらっ

しゃる方は、「企業」という大きな影響力を利用して、本当にまっすぐに社会貢献をしてい

らっしゃるのだということを感じることができました。ボランティア、NPO など、社会貢献

の手法はさまざまですが、その中でも CSR という選択肢はとても現実的で、その存在意義

は大きいと思いました。 

 

・龍治さんの講演はもともと CSR や CSV にとても関心があった自分にとって素晴らしく有

意義なものとなりました。サステイナビリティが現代の経営におけるメガトレンドになっ

ている中、環境ビジネスや社会貢献活動の重要性は年々増しているように感じます。その

中で、これから社会にでる私達一人一人が社会貢献事業の利用価値だけでなく、その必然

性についても意識していくことの大切さを、龍治さんに気付かせていただきました。 

 

・当日は急遽用事があり龍治さんの講演には参加できませんでした。後から講演の音源を

頂き拝聴しましたが、声からも龍治さんの人柄の良さを実感でき、社会貢献をするために

生まれてきた人なんだなと思えたほどでした。私自身も就職活動においてその点（社会貢

献）を強く意識して企業を見ていますので、機会があれば是非ともお会いし、いろいろと

意見を交換してみたいです。 

 

・CSR に興味があって本を読んだりはしていましたが、実際にされている方の気持ちという

部分を知りたかったので龍治さんのお話を聞けたことはとても良い経験でした。龍治さん

の大学生時代から今までのお話を聞いていると、本当に心から人の役に立ちたいという気

持ちのもとで、CSR をされているということがよくわかりました。また、CSR を本格的にや

っていくことの難しさも知ることができました。失礼に当たるかもしれない私達の率直な

疑問にもしっかり答えて下さったことが嬉しかったです。龍治さんが頻繁に感謝という言

葉を使っていたのも印象的でした。 
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・今回龍治さんの講演を拝聴するまでは CSR に対しては企業のイメージアップ戦略や環境

問題に対する罪滅ぼしといったマイナスのイメージを抱いていたのですが、単なるイメー

ジアップだけではなく社会がより良い暮らしあできるような社会保障を重視するような事

などを行なっていると今回の講演によってわかったので CSR に対する意識が変わりました。

また龍治さんの社会のためみんなのために役に立ちたいという意識がすごく印象的でした。 

 

担当：久保舞華 澤田千里 下久保智繁 岡遼平 乙咩充伸 
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こんにちは。初めまして。藤森このみと申します。私は浜松で産まれたんですけれども、

関東で育っていて小学校のときは五体不満足の乙武君と一緒の学校に通っていました。乙

武君が毎朝サッカーをしているのを、世田谷区の小学校で毎日見ていまして、すごく先生

方に恵まれた小学校で５年過ごして、そのあと神奈川県の川崎市で小学校の高学年の一部

と中高大学もずっとそこで過ごしました。ただ、中高は横浜の私立の学校に通っていて、

大学は上智大学で外国語学部というところでドイツ語を主専攻にしていました。

大学時代 

 そのときは週 7 回ドイツ人の人達に囲まれて、「バームクーヘン」と言うと「それは美味

しくないバームクーヘンだ。『baumkuchen』って発音するんだよ」とか言われながら、ネイ

ティブの先生に語学を学んでいくという経験を大学 4 年間で卒業するつもりだったんです

けれども、後半の 2 年間経済のゼミに外国語学部というところに所属しながら、副専攻と

いう形で国際関係学の中の「国際経済」を勉強していました。あと公務員試験を受けよう

かなと血迷っていたのと、もう一つドイツ語の教員免許をとりたいと思っていたら、とん

でもない取得単位が必要になってしまいました。そして９８〜９年だった当時は就職活動

のタイミングを逃すと受けられる会社がないんですよ。今のように秋に留学から帰ってき

た人向けの就職活動なんていう受け皿も企業側になかったので、就職活動をやるために一

年留年して、大学を５年やりました。サークルは英字新聞サークルと研究会サークルをや

っていました。志の高い熱意のある人たちが集まったようなサークルでした。研究会サー

クルの友達は今でも変わらなくて維新の会で東京第一区で立候補していて驚きました。あ

とは英字新聞サークルなので、ものを書いたり喋ったりするのが好きな人達に囲まれて、

自分もマスコミ関連のアルバイトをしたりしていました。就職は経済のゼミに行ったとい

うこともあって、経済関係で就職活動を行いました。金融機関のお金の流れを通して社会

の全体を俯瞰出来るようなところがいいなあと思い、最初に就職した会社が第一生命とい

うところでした。 

第一生命時代 

 第一生命でバリバリ営業やるぞと思っていたのですが、配属された先が経済研究所とい

う第一生命の子会社でした。そこは大学のゼミの延長みたいに経済白書を読んだり、景気

の予想の数字を作ったり、頭の良い人達にあふれた職場で、ひたすら勉強しないとついて

いけませんでした。2 年ぐらい仕事を続けていて、あまり社会との接点を感じられない自分

にちょっとフラストレーションを感じていました。せっかく社会に出たのに私は経済のマ

クロの経済白書を読んだりとか、景気の予測をしたりとか、大学時代と変わらないような

勉強をさせてもらいながら仕事をしている。せっかく社会人になったのだから、社会と接

点が増えて、いろんな会社をミクロで分析しできる、そんな仕事につきたいと思い、コン

サルティング会社に転職しました。 
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 転職先はアーサーアンダーセンという外資系の会計系のコンサルティング会社で、経営

戦略を作ったり、マーケティングの販路拡大の計画を作ったり、ブランドの時計のミッシ

ョンを作ったりしました。それだけでなく、人事のコンペテンシーモデル、ゲーム業界の

人材教育のためのモデルを開発したり、いろんなことを行いました。毎日すごくハードで

連日タクシー帰りでも、とても充実していました。自分がいかに馬鹿か、それでも頑張っ

て仕事をこなしながら成長していく自分を感じられました。体はぼろぼろなんですけど、

もっとやりたいなあと思っていた矢先、今度は会社が続かなくなってしまいました。なぜ

かというとエンロンというアメリカのエネルギー会社が会計で不正をしまして、その発端

をつくったのが私が務めていたアーサーアンダーセングループの監査グループアメリカだ

ったんです。それが原因で日本のビジネスラインに影響が出て、会社が続かなくなったと。

そこで、他のコンサルティング会社と合併するんですが、今後は IT系主体の組織でやって

いくからメインのストリームラインだった戦略チームは解体ということになりました。そ

れじゃあ仕事が変わっちゃう、IT 音痴なのでこりゃたまらないなあと思って、どうしよう

と第一生命時代の先輩に相談した時、紹介してくれたのが UFJ 総合研究所というシンクタ

ンクでした。銀行系のシンクタンクで、今は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングという

名前で三菱グループと一緒になっています。 

海外での ODA コンサルティング 

 UFJ 総合研究所では海外の ODA のコンサルティングっていうのをやりました。ODA のコン

サルティングっていうのは税金で集めたお金を使って途上国の開発をするプロジェクトで

す。アジア通貨危機って聞いたことありますか？97 年にインドネシアの通貨ルピアが暴落

して、タイのバーツも暴落して、連鎖的にアジアの金融市場がとことんだめになっていっ

た時期がありました。短期の資金が一斉に引いてしまったときに株式市場が混乱しちゃい

ますよね。そういったものが一国で起こるとどんどん伝搬してしまう。そういう問題を起

こさないようにどんな体制を築いたら良いかというプロジェクトを当時タイのタクシン政

権や他の ASEAN 諸国と一緒にお手伝いをしていました。大変だったのは自分は一人だけ留

学経験がないということ。上司はハーバード大学出たてのバリバリの金融マンで、「お前は

英語もしゃべれない、何も使えない」と言われました。自分でも確かに自覚はありました。

国際機関は学歴も専門性も高い人たちが多く、名刺交換する人たちは世界銀行やアジア開

発銀行、Ph.D の学位を持っている人ばかりだったんです。英語もできない、学歴もない私

は、スタートラインにも立てないことをひしひしと感じていて、この仕事をしていく上で

留学が必須だなと思い立ち、2005 年にやっとアメリカに留学しました。そこで公共政策を

専攻して、行政、公共部門はどういう仕組みが最良なのかということを学んできました。

2007 年に日本に帰ってきて、前の職場に帰ろうかと思ったら、会社は三菱グループになっ

ていて、知っている同僚がいなくなってしまいました。戻る場所がなくどうしようかと悩

んでいたら、元 UFJ 総研の先輩からそろそろ就職活動しろと言われました。ODA の仕事では
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なく、行政の力と民間の力の両方が引き出せるような仕事がいいのではないかという助言

を受けて、その先輩の知人を通して日本アジア投資というベンチャーキャピタル（未上場

投資を専門とする金融機関）を紹介してくれました。 

アメリカ留学時代 

 日本アジア投資の話に移る前に、留学時代の事を話しますね。アメリカ留学時代はボル

チモア市という、首都ワシントン D.C.の少し北にある全米でも犯罪率 1 位を争う地域に住

んでいて、労働経済を勉強していました。大学を卒業するためにインターンシップをしな

ければいけなかったのですが、英語が上手くなかったのでなかなか見つからず、アドバイ

ザーに進めてもらったのが市長室での仕事でした。日本ではかっこよく聞こえるけど、市

長の一番大事なミッションは犯罪者の社会復帰だったんです。元犯罪者に仕事を与える。

そうしないと、また犯罪者になっちゃうから。それを防止するためにどういう企業とタイ

アップして、市長室と一緒に何をどんな取り組みをするか考えてボルチモア市の刑務所ま

でいきました。日本の刑務所は入ったことないんですけど、酷い環境なんですよ。空気が

鬱積していて、私は一歩入った瞬間に倒れちゃったんです。そしてタグを繋がれた人に「Are 

you all right?」といって水を恵んでもらったりして。こんな日本人留学生は後にも先に

も聞いたことないんじゃないでしょうか。（笑）でもレ・ミゼラブルの世界というのか、犯

罪をせざるを得ない環境が社会の構造にありました。英語が出来なかったせいで裁判官の

修行をしている同じインターンシップ生の男の子 1 人と女の子 1 人から、結構あしらわれ

たこともありました。そうすると犯罪者の人が「いや、あの男は君のほうが頭がいいのに、

君がアジア人だから差別してる。それに抵抗しなきゃだめだ！君が女性というだけで同じ

スタートラインに立てないなんて！もっと立ち上がれ！」と励まされたりして、非常に密

度の濃いインターンシップをしたりしました。色んなバックグラウンドの人と知り合うっ

ていうのが、自分を本当に成長させてくれるなとすごく実感しています。 

Value up 会社の価値を高める 

 新人時代は保険会社に身を置いていたのですが、何も金融の知識がなく、会社の分析と

いっても、コンサルティングの為に必要な、会計書類の数ページ程度しか分析する知識し

かなく、ベンチャーキャピタルで初めて会計・財務分析に触れました。ベンチャーキャピ

タルで何をするのかというと、財務を用いて、新興企業を大きくして、上場させてあげる

ことです。立ち上がって間もない会社は社会からの信用がない、資金もないと足りないも

のだらけなので、資金面で協力しつつ、人をつなぐ、販路を見つけるなどで、事業拡大を

支援してあげるという仕事、一言でいうと”Value up”ですね。会社の価値を高めること

をして、一つのゴールとして上場すること。そして上場により株式価値もあがり、会社の

評価を高めます。最初は小さい資本で仕事を始め、最終的に高い株価で上場できるとその

利子が稼げるんですね。それで食べさせてもらっているのがベンチャーキャピタルです。
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なので、毎年 100、200 社という出来立ての会社の社長さんや財務責任者に会いました。み

んな資金力はないけれどバラ色のストーリーを描いているような方たちです。もちろんだ

ます人もいましたし、つぶれていく会社もたくさん見てきましたけど、その中で伸びる会

社の経営の支援をすることに楽しみを感じてやっていました。リーマンショックで自社も

大変なことになり、100 人ほど見送った後に、そろそろ自分も見送られる側になり泣く泣く

転職活動を始めました。そして５社目に受けたのが今のローソンでした。 

会社の使命とは 

藤森さん：私が今日お伝えしたいことは、私

が行っている株主向けのコミュニケーショ

ン、その中でも株主が注目する点が以前と変

わってきているということです。 

6 月 6日の日経の記事を見ると、従来は株式

価値の向上が最重要課題だったけれど、最近

は従業員や顧客、地域など幅広い利害関係者

の多様なニーズにこたえることが求められ

ているとわかります。 

これまでは、CSR を一生懸命している会社

は良い会社だが、CSR 活動と収益をあげることは別だとおもわれていました。しかし、今は

その二つが両立すると考えられています。なぜかというと、収益を上げていく必要がある

中で資源が枯渇していっているということに世界中の人々が気付き始めたからです。最近

で言うと、中国は環境問題や大気汚染問題に関して無頓着だけど、その中国でさえ持続的

に収益を出すことが不可能なのではないかということに気付き始めています。つまり、限

られた資源を最大限、有効活用して収益を上げるということが株主から見ても重要になっ

ているということです。ここで皆さんに質問ですが、経営者の使命って何だと思いますか？ 

 

学生：従業員の生活を守ること、会社のビジョンを提示して自分自身のフォロワーを集め

ることだと思います。 

 

藤森さん：大切にするのは従業員だけでいいの

かな？社会に対する責任？いろいろあるよね。

会社のビジョンを提示するというのは、リーダ

ーとしての経営者に期待するということ？あ

といま従業員って出たけど従業員はその組織

に関わることで何をしなければならないと思

う？何のために会社に所属するんでしょう？

ベンチャーキャピタルでのお仕事 

 日本アジア投資では、ファンド（基金）を作り、アジア

に進出して成長する日本の会社に投資しました。経済産業省

からの出資 10 億円と日本の銀行の共同出資をプールした

20 億円のファンドを立ち上げました。どういう会社にどこ

でどうやって大きくなってもらうか、を考え、ベンチャー企

業のアジア圏（ベトナム含む東南アジア・中国・台湾）への

海外進出のための資金を提供しました。 
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会社に所属して社員になって何をしなければならないと思いますか？じゃあ経営者には何

を提供しますか？そうです。誠心誠意をもった労働なんですよね。他に何かありませんか？ 

和田さん：新しい価値…？ 

藤森さん：そう!やっと出てきた笑 

会社は社会に対して新しい価値を

生み出し続けなければならない。

従業員はそのために頑張って、経

営者はそれを実践し続けなければ

ならない。止まっちゃいけないん

ですよ。大変なんです。その価値

を生み出すときにそれが金銭的な

ものなのか社会的なものなのか、

それがお客さまにとっての満足な

のか、つまり私は、それが収益から見られる価値かそうでもない価値も関係なく価値があ

ると考えています。インプットしてもらった資本を還元していくというミッションを負っ

ています。さて、限られた資源って言いましたよね？ヒト・モノ・カネってありますよね。

お客様とか従業員、それを支えている組織っていうのもリソースですよね。いろんな資源

があって新しい価値を生み出していくのが会社ですね。物的資産や金融資産などの見える

価値で、見えるから分かりやすいので会社を素晴らしい会社だよねという風に評価してき

たんだけど、見える価値を最大化するために、人的資産や顧客資産という見えない資産を

犠牲にしてきたんだけどそれはおかしいよね。たとえば公害を撒き散らしていたらいつか

クレームが来るから、そういう外

部不経済の内部化を先送りにし

ていては続かない。みんなそれに

気付いてきて、今までは金銭的な

もので計れるものが最優先だっ

たけど、会計上、財務諸表では見

えてこない、見えない資産の大き

さで会社の価値を考えていかな

いといけなくなってきています

ね。 
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会社はどんな付加価値を生み出しているのか（ローソンの場合） 

藤森さん：会社がどんな付加価値を出しているのかということをストーリーで考えてみま

した。最近のローソンのやっていることを洗い出してみてどんなことをやっているのかな

ってことを後付けで考えてみたんですが、やろうとしている事業って社会のニーズに合っ

ていて課題を解決しようとしているんですよね。ブランのロールケーキとか糖尿病患者用

のお弁当などをタニタと組んで作っているのですが、コンビニって化学物質をいっぱい入

れたような体に悪い弁当を売っているんじゃないか、確かに昔は着色料とか使っていまし

たが、それじゃ続かないし、社会のニーズはそうじゃないっていうことに気づいて、乱れ

た食生活を改善するようなものを提供するというのが一つの価値なんじゃないかなと。最

近はスマートキッチンといって、忙しい主婦とか働いてる女性向けに食材キットを作って

宅配で届けるサービスを始めました。全部一から作るのを楽にしてあげて、悩みを解消し

て家事の負担を少なくする。でないと、女性の労働力が活用されないで終わっちゃう。そ

れはよくないよね。成長するためにも女性の労働力は豊富に、生産人口に残っていてほし

いからそれを支援するためにもこの事業は意味あるんじゃないかと思います。あとは、高

齢化。高齢者の方も遠くのスーパーに行くのは大変なんですよね。こんなに今日みたいに

暑い中だと近くのコンビニに行くのも嫌になっちゃう。こういった高齢者社会の中で歩い

ていける距離に、なおかつ歩かなくても届けられる宅配、業界でラスト・ワン・マイルっ

て言葉があるんだけど。あとは災害の時の駆け込み寺。これもコンビニが提供できる新し

い価値なんだと思います。東日本大震災の時に、東北ではお店もつぶれるし物は流れて何

もないっていう状況で、ローソンが翌日、関西のほうからおにぎり 2 万個調達したんだけ

ど、届ける手段がなかったんだよね。で、どうしても届けたいと言って自衛隊まで動かし

て、自衛隊のヘリに運んでもらったんです。それは収益を出すための事業じゃない。だけ

どこれをやった結果、東北の方はローソンっていう名前を知るわけで、東北にまた店舗を

再建するのもローソンが一番早かったんですけど、お店を作るっていうことはそこにいっ

て働く人も来て経済活動が生まれる。産業が興していくっていうのも、社会の復興、町の

ライフラインそのものであり、提供できる新しい付加価値の一つだと思うんですね。最近

課題になっているような生活保護受給者が増えていることや勤労世帯の所得が低くなって

いることを受けて、20代30代の給料をあげてみたりとか、そんな施策をやってみたりとか。

あと農業とか医療も事業化して、Pharmacy Lawson といった調剤薬局付きの店舗を作ってみ

たり、あと農業も Lawson Farm といって、農家に出資して、今までの伝統的な農業のやり

方だけじゃなくてさらに効率的に農産物を作ることに積極的な農家を支援するような事業

をやっていて、そこで出来た大根もおでんになったりして。いろいろありますけど全部発

展途上です。みなさんフランチャイズについてご存じですかね。ローソンでいうと、お店

があって、それぞれ店長がいて、これらのお店は本部とパートナーの関係です。普通の会

社、小売店では、本部が直接行っている直営店が多いと思います。フランチャイズという
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のはそれぞれの店長が自営業者で、独立した起業家で、お店で働いているアルバイトの人

は、ローソンに雇われているのではなくて、このオーナーに雇われている。そのお店は加

盟店といいます。いま世の中にあるコンビニは直営店と加盟店経営（フランチャイズ）、両

方あります。ローソンの場合、フランチャイズでやっているお店が 95%です。これがどうい

うことかというと、本部が 1 社でやるよりも自営業者をたくさん支援してたくさんの人の

仕事を作って、この人たちが税金を納めることで国も豊かになる。こんな風にいろんな社

会に対する仕掛けをして街を幸せにするということをしています。社会のニーズにこたえ

て何をするかということですが、社会で満たされてないニーズにこたえるということが事

業の新しい付加価値を生み出すきっかけになるということをお伝えしたいです。 

新しい付加価値の例（ローソン Machi Cafe の場合） 

いろんな資本を使っているという一

つの例です。やりたいことは、2 つ

の味を実現するということです。こ

れは他社はやってないと思います。

スターバックスさんはみなさんおい

しいと思って飲んでると思いますが

高いですよね。一杯 300 円とか 400

円とか。コンビニはもっと安くやり

始めました。でも他のコンビニがや

っているのは店内にコーヒーマシー

ンを置いてセルフサービスで販売し

てますがローソンは違います。おいしさ、顧客満足度というのは味の満足だけでない。舌

で感じるおいしさと心で感じるおいしさ、これを実現してなおかつスタバより安いという

のが社会のニーズだろうと思ってやっています。たとえばイパネマ農園という農薬も児童

労働もない、しかも農園が病院も経営しているような場所でローソン専用でコーヒー豆を

栽培してもらっています。それに牛乳を使います。他のコンビニは牛乳を使ったメニュー

はあまりないんですよ。ローソンは、牛乳の調達が上手くて、プレミアムロールケーキも

酸性の雨がたくさん降る地域の牧草を食べる牛が出す牛乳が美味しいみたいなんです。ロ

ールケーキがヒットした後にその牛乳がやはりすごいということがわかって、じゃあこれ

にもぜひ牛乳の良さが引き立つものを作ろうということになりました。だからうちはブラ

ックコーヒーだけじゃなくてラテが充実しています。こういういいもの、今までなかった

新しいものを使いながら、それを上手く引き出すための機械もスイス製で、焙煎するのも

ブラジルではなく、日本で焙煎してブレンドするという方法だったり、全ての要素を引き

出せるようなコーヒーマシーンを開発したり、そしてなおかつお客様にしっかりお渡しす

るということ。ただ渡すだけじゃなくて、専門知識があって、コーヒーに関する知識のあ
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る店員にしかつけられないエプロンがあって、ファンタジスタと呼ばれています。くつろ

げる空間を意識して作ったことで女性客が増えたんです。他社のコンビニより Machi Cafe

が入ってるお店では女性客が増えました。これまでコンビニは缶コーヒーにたばこってい

う 20 代 30 代のサラリーマンが中心だったんだけど、コーヒーと一緒にお菓子、という女

性客に注目して新しいお客様のニーズを開拓できたということです。あと、コーヒーって

非常に儲かります。粗利益率が高くて、なおかつ接客レベルがファンジスタのエプロンを

つけたいという従業員のモチベーションも上げているからお店自体のレベルアップにもつ

ながり、お客様の満足度にもつながるというプロセスができます。さらにタンブラーを持

ってきてくれることで 10円引きにすることでお客様が地球にゴミを出すということ自体を

減らしていける。これらが新しい価値の例です。つまり何を言いたいかというと、社会的

にいま問題になっていることと、まだ気付かれていないけど誰かが気づいてやってみると

実はすごくみんなが欲しがっていたことって世の中にはたくさんあるということです。そ

ういった社会的課題や満たされていないニーズにこたえようとして事業を行って街を幸せ

にするというのがローソンのミッションなんです。大切なのは、このような課題に応えな

がら元々のニーズを満たすために今まで挙げてきたようなインプットが必要なんですけど、

新しい付加価値を生み出せる会社というのは、投下した資本よりも多くの価値を生み出す

仕組みを持っていないといけない。そのために、私たち人的資源や Ponta カードなどのデ

ータを使ってどんなものを出すとヒットするのかというシミュレーションをして、付加価

値をつけて技術革新をして投下した資本よりも大きな付加価値を生み出して社会に貢献す

るというイノベーションサイクルを形成しています。これはローソンの例だけど、どの会

社もより多くの新しい付加価値を生み出すために必死になっています。 

 

投資家にローソンの魅力を伝える 

外国人の株主に、ローソンの付加価

値を生み出す力をどうやって説明す

るかの例になります。今もう世の中

にコンビニって溢れていて、新しい

ニーズなさそうじゃないですか。全

国に５万店舗あってローソンやファ

ミリーマートやセブンイレブン、ど

れも一緒じゃないの？って思うでし

ょう？元々２０代３０代の男性向け

のフォーマットとして開発して成長

してきたけれど、各コンビニがものすごく近い距離にたくさん点在している。こんなにた

くさんあるとお客様は分散してしまう。各コンビニが新しい付加価値を生み出そうと切磋
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琢磨している。その中で私は PR をし

なければならない。そうしないと資本

を提供してもらえないから。そこで私

はどう差別化しているかというと、

「今までの２０代３０代の男性向け

の市場はもう飽和状態でこのまま同

じものを生み出しているとコンビニ

業界は共倒れになってしまう。しかし、

近くに住んでいる女性や高齢者はま

だまだコンビニに来ていないかもし

れない。そういう人のニーズに応えれば社会に新しい付加価値を提供できるのではないか

ということを考え、ローソンは生鮮食材の販売をしました。すると高齢者の方は遠いスー

パーに行かずに近くのコンビニにきてくれるようになり、ナチュラルローソンで健康に配

慮している食材を販売することでそれまでコンビニに用がないと感じていた女性客が足を

運ぶようになった。このように同質競争に陥らないように私たちは意識していますよ」と

アピールします。 

１９７２年、セブンイレブンが豊洲に１

号店を立ち上げたのが日本のコンビニ

の始まりです。パパママ酒屋さんがコン

ビニ業界に参入して２０代３０代男性

向けにサービスを提供してきました。高

度経済成長とともに労働人口が増えて

きたことでコンビニは成長してきたけ

ど２０００年時点で４００００店まで

きたところで飽和だと言われていまし

た。どの企業も売り上げが下がってきて

悩んでいたが、差別化をして新しいお客様を捕まえるサービスを提供することでまだまだ

伸びるんじゃないかと思い、真剣な取り組みを私たちローソンは積極的に行ってきました。

生鮮、Machi Cafe、医薬品、健康品などね。こうやって新しい客層を捕まえることで、現

時点で５００００店だけどまだまだ伸び、コンビニ業界はバラ色だというビジョンを示し

ています。日本の小売の市場は１６０兆円で、そのうちコンビニは９兆円の 5－6％のシェ

アにしか過ぎないんです。今までの 20 代 30 代だけの市場でこれだけの売り上げがあるな

ら、女性や高齢者を捕まえることができれば倍増できます。でも、マーケットが 10 年後、

140 兆円に縮んでしまいます。その原因は、少子高齢化によってマーケットが縮小してしま

うのと E-Commerce の影響、要するにインターネット上で食材や生鮮品を購入できることに

よって市場全体が縮小してしまうかもしれない。でも、まだ掴んでいないニーズの層を捉
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える事ができれば、マーケットのシェアを獲得することができる、市場は成長します。こ

れから成長するので私たちに資本を提供してくださいと PR するのが私のいまの仕事です。 

アナリストによる評価 

次に野村証券のレポートを見ていき

たいんですけど、この「Buy 継続」と

はなんでしょうか。これは今の株価

よりも価値が出ます。みなさんいま

買いましょうということです。私は

今までいい話しかしてきませんでし

た。ローソンの戦略や小売マーケッ

トは全体として縮小するけれどもコ

ンビニとしてのシェアは成長してい

きますということ、ある意味でバラ

色のストーリーを話してきました。これを評価してくださいとアナリストという金融機関

の人たちに出資をしてくださいとお願いします。この野村証券のアナリストは IR 担当の職

員の話を聞いてこの会社の株の価値は将来伸びると評価してくれているから「買い」とつ

けてくれているんです。アナリストレポートにどう評価されるかということと日々戦って

いるんです。評価には「買い」と「中立」と「売り」の 3 つがある。会社はこのレポート

上で成績をつけられます。私たちはバラ色のストーリーを話していたんですけど、金融機

関の人たちは実績を重視するのでかなりシビアなんです。彼らも何かの形で検証しないと

この株、買いですということを公表できないからなんです。そこで企業を評価するための 3

種の神器について勉強していきます。 

貸借対照表 

資本には現金・預金などのカネ、

土地・機械などのモノなどがあり

ますね。貸借対照表というのは企

業が一番初めに持っている資本を

表しています。流動資産には現金、

預金、売掛金、在庫もそうですね。

これは会社が初期段階で何を持っ

ているかの要素で、この持ってい

るものを買うためにお金を集めて

いるはずなんです。それを負債と

株主資本に分けます。元手を得る
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ためにお金を調達して設備投資しますよね。その調達したお金が右側、銀行の借り入れや

社債を発行したものは上側で負債になります。株式市場で調達した資本を株主資本といい

ます。この負債と株主資本は、返すか返さなくていいかで分かれます。負債は 10 年先だろ

うがいつか返さなければならないけれど、株主資本は、利益が出れば配当金で還元するけ

れど、最悪赤字になっても返さなくていいんです。経営者からすると負債で資金調達する

のはリスクが大きいんですけど、株主資本で調達できると倒産しても返さなくていいとい

う点でみんな株主資本を増やしたい。だから、経営者は上場したいんです。調達したお金

を何に使うのかを考えるのが経営者であり、CFO である。このバランスシートを見ながらど

うやって資金調達するのか、つまり会社の財務を考えることを資本政策といいます。ちな

みにこの右と左の価値は常に一致します。なのでバランスシートといわれています。 

だから、実際はここで表現されている簿価よりも高い価値を会社は生み出せるはずだ、

と会社は思っています。では今、将来生み出せる価値を考えるのが本当の企業価値で、こ

れは、将来生み出せる価値を今の時点でどう評価するか、というのを資金を出してくれる

人は見ている。そして、この人たちは毎年生み出されるキャッシュフローを 1 年後、2 年後、

3 年後いくらか、何年間で考えても良いけど将来にもともと入れた資本よりもたくさんの付

加価値を産んでくれるから、これで会社を評価しよう、と見てくれます。 

フリーキャッシュフローを

将来産み出される価値は何で

分かるか？ということですが、

営業キャッシュフローを①、

投資キャッシュフロー②、フ

リーキャッシュフロー③、財

務キャッシュフローを④とし

てください。キャッシュフロ

ーというのは、1 年間で会社

の中で動いた現金の流れを示

しています。営業キャッシュ

フローというのは事業の活動をして稼いで入ってきた現金。投資はそれをするために、も

ちろん今年の事業活動は過去に投資したもので使ってやっていますが、新しい投資もして

いかないと会社は続いていかないから、設備投資もしています。次の付加価値を産み出す

ために、新しい資本を買うために使ったお金を投資キャッシュフローと言います。フリー

キャッシュフローというのは①－②の残ったお金。つまり営業キャッシュフローというの

は稼いだお金から来年以降稼ぐために投資するお金を引いて、残った分をフリーキャッシ

ュフローと言います。ちなみに財務キャッシュフローというのは、営業キャッシュフロー

という事業活動で稼いだお金ではなく、他から調達する借りたお金。他の人から借りてく

るお金がある場合に財務キャッシュフローが入ってきます。そうすると会社がその 1 年間
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で使えるお金は営業キャッシュフローと財務キャッシュフローで、借りてきたお金と自分

が稼いだお金で、これらは今手元にあって使えるが、ここからいくら投資するか、そして

いくら現金で残るか、その残った現金から 1 部は配当金として株主に返しましょう、とい

うこともやっています。だから、この人たちには自分が融資したのと同じ金額で返ってき

ます。こっちは融資だから返ってこないかもしれない、けれど、自分が投資したお金以上

の価値に返ってくるかもしれない、そういう楽しみがあるんですね。だからこの人たちは

企業価値を考える時に、この年までに自分が投資したお金が何年か後に何倍くらいになっ

て帰ってくるからを計算ながら、いつも会社の価値を計算しています。 

FCF はフリーキャッシュフローの略で、金利は R。金利は将来のキャッシュフローを今の

価値に直すにはラインで投資したら金利分もうかっているはずなのに、今使っているから、

その分差し引かなきゃいけないから、分母で割っています。そこから出てきた何年か後の

フリーキャッシュフローという割引現在価値を出して、会社の価値を算出してみる方法を

ディスカウントキャッシュフローといいます。いわゆる企業評価（Valuation）はこのよう

にして考えています。もともとつぎ込んだ資金が何年か後にいくらになって返ってくるか、

を予測する、それをやっているのがアナリストで、このアナリストの評価を見て、この株

に投資しよう、売ろうとしているのがファンドマネージャー及びポートフォリオマネージ

ャーといいます。ポートフォリオマネージャーは何をしている人かというと、年金は使う

のは何十年か後だが、それまでお金を運営しなければいけない、お金は寝かせておく期間

があるから、寝かせている間に、もともとつぎ込んだお金の価値以上になって返ってきた

ほうが良いです。そういうことを専門にしている人たちが年金の資金を預かって代わりに

運用しているのがファンドマネージャー及びポートフォリオマネージャーという人たちで

す。 

そして今、フリーキャッシュ

フローの総和で割引価値を出

したが、もともとつぎ込んだ

お金を資本／簿価で書いてい

るが、時価に直してみるとそ

れ以上になったりするから、

今、私はこの会社のこの資本

を将来このくらいの価値で考

えている、というのを株式市

場では時価総額で代用してい

ます。それは何かというと、

発行している株の数を株価で評価して、それの掛け算をします。だから株が上がるという

のは、株価が上がると、時価総額が自然に大きくなり、時価総額が大きいということは、

みんなが認めている価値が高いということになります。さっき言ったアナリスト／ファン



48 
 

ドマネージャーが会社を見る時に大切なことは、もともと出資したお金が何倍になって返

ってくるかの換算を見ておられます。よく PBR と言われますが、今の時価をもともと入れ

ている簿価（資産）の価値で割った時に何倍か、というものを示したものです。今は大体 2

倍が平均ですが、アベノミクス前は PBR1 倍割れの会社が多かったです。PBR1 倍割れの会社

というのは、もともとつぎ込んだ資本より、今の時価総額は将来産み出される価値をみん

なが評価したものだけど、会社は新しい付加価値を産み出すためにあるから、将来はもっ

とつぎ込んだ価値を産み出していなきゃ会社は存在意義がありません。ですが、これが割

れてしまうということは、つぎ込んだお金よりも将来返ってくるお金が減ってしまう、と

いうことを示しています。そういう株はみんな売りたくなりますよね。残念ながらマーケ

ット世界では日本の会社で会社がその時に持っている資産よりも低い付加価値、それ以下

の価値しか産み出せていないと市場で評価されている会社が多かったんです。でももちろ

ん、株価×株数の掛け算で、それで不満なところは株を増やして増資してみたり、という

やり方も会社はできるが、基本は株価が動くとそれに伴って PBR が低くなる、そのような

関係です。 

一方で、ここで出資した人

たちの見方だけど、自分が貸

したお金が１００％返ってき

たら満足だけど、時価総額だ

けじゃなく、自分が貸したお

金がちゃんと返ってくるかど

うかを負債から手元に、今そ

の会社の倉庫に眠っている現

金（現金もいざとなれば吐き

出せるから）も含めて価値も

考えます。その返済できる余

地を考えているのが銀行、社

債を持つ債権者などです。債権者がどういう会社に貸し付けるべきかを考える時に参考に

しているリサーチ機関として、この会社は健全ですよ、返済能力がありますよと示すもの

に、格付け機関というところがあって、そこでは時価総額＋α企業が持っている現預金の

価値も加味して返済能力を評価しています。 

企業評価をするための三種の神器の最後。損益計算書、英語では Income Statement とい

って、新しく生み出される付加価値の Statement。Profit and Loss を表したものでもある

ので、日本では俗に PLとも呼ばれています。いくら売り上げたか、から新しい付加価値は

いくらでたか、というのをリストにしたものです。売り上げたものには原価がかかってい

て、例えばコーヒーでは仕入れた豆にいくら払ったか、そういう払い終わったものを売上

総利益といって、これは“粗利”と言うこともあります。でも、そこから他にも会社はそ
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れを売るために PR活動をしたりリソースにつぎ込んだりします。そういうリソースにつぎ

込んだものを俗に販管費というが、例えば CM をやるために広告会社に支払いに行ったり、

売り込みに行く営業の担当者が売り込みに行くために交通費をかけていくが、その交通費

だったり、そういうコストや経費を販管費と言って、粗利から販管費を引いたものを営業

利益といいます。営業利益というのは会社がどのくらいもうかりやすいか、というのを如

実に表した指標なので、よく引用されます。厳密にいうと、そこから金利さっきの借り入

れをするときにコストがかかるので差し引いたものが経常利益。そこからさらに最終的に

企業に残るまでには、法人税を納めた最後に残った当期（純）利益というのが、会社に最

後に残った利益となります。レポートなどで OP（Operating Profit）、最後に残ったものを

NP（Net Profit）と英語で書くこともあります。 

最後に、ROE は良く出てきたが、

これがなぜ重要かというと、今出

てきたように色んな資本を使って

最終的に会社が産み出した付加価

値は、社会や金融機関に還元され

たりします。しかし、会社に最後

に残った利益というのは、つぎ込

んだ資本に比べてどのくらいなの

か、というのは大事です。効率が

悪いと資本をたくさんつぎ込んで

もあまり利益は出ない、それで新

しい付加価値は産み出せているのか？だから、会社にとって新しい付加価値を産み出す能

力というのをこのつぎ込んだ資本をどのくらい効率的に使っているのかというのを表す一

つの指標としてよく使われます。ここでは分母が株式資本なので、株主にとって重要な、

自分がつぎ込んだお金が何倍の利益になるか、というのを表したのが大切で、この会社は

効率的に資本を使っているかどうかを評価する指標になります。これが高ければ高いほど

将来産み出すキャッシュフローがたくさんあるということを証明していて、株式市場で資

金を調達する会社の共通言語にグローバルでなっています。さっき PBR というのは出てき

たが、もうつぎ込んだ資本は簿価上、つぎ込んだ時点でいくらの価値だったか、けれども

実際に今の時点で将来産み出されるキャッシュフローを考えながらいくらの価値があるか、

と皆が考えるのは別で、その割合を示したものです。結局、今見えてない資産の評価を意

味しています。 

そして、今見えていない資産の評価、会社がどれだけ新しい付加価値を産み出す能力が

あるかというのは、今言った株主から見た時の、株主がつぎ込んだ資本を使うのがうまい

かどうか、という ROE の指標と、株式市場の評価との掛け算です。何が違うかというと、

会社の努力で ROE は改善できますが、株価については会社は自分でコントロールできませ
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ん。会社の事を見てくれている人が株価を評価するので、企業としてできる事とは、資本

の効率性を上げることで、自分の会社の価値を見えない資産の価値を評価してもらおうと

しています。 

 

藤森さんの今のお仕事について 

私が伝えたかったことは会社の資

本はいろいろあって、お金の出し手

にも色々なタイプがいる、というこ

とです。自分が貸した分だけ返して

ほしいと思って出資している人と、

自分が出したものよりも株価が上

がることを期待して、出資してくれ

ている人がいます。私がお仕事でお

つきあいしているお客様というの

は、さっき出てきたレポートを書い

てくれるアナリストと、いろんな評

価について審査して本当にお金を出してくれる人（ファンドマネージャー）に会社は今は

こうで、将来はこうなろうと思って頑張っています、というのをお伝えしています。それ

をするためには、今の株式価値を高めるために、市場はこの会社に何を期待しているか、

というのをちゃんと読み取って経営者に伝える事が大切です。 

特に困ってしまうのが、さっきキャッシュフローの話をしたときにお話しした投資する

際の期間の考え方です。投資期間の考え方は人にとってばらばらで、企業経営者は 1，2年

で引退したいと思っている人は別として、10 年後は今よりもいい会社にしてやろう、と思

って経営しているわけです。だから、経営者は差別化戦略やコンビニのマーケットの 10年

後はバラ色なんだ、という長期の価値を理解してもらおうとして語ります。けれども、投

資をする人は 2 年後に収益がほしいんだ、ということになると、すでに食い違いが起こっ

ている。そういうところを埋めな

ければいけません。特に投資家の

ほうが株式市場の人たちのほうが

短期的な業績がほしくて、企業側

はもっと長期で、株も２，３年じ

ゃなく 10 年もってほしいと思っ

ています。だからいつもフラスト

レーションというか、2，3年後を

伸ばすことはもちろん、10 年後も
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っと伸びる価値を認めて投資してほしい。10 年間安定的に出資者になっていただければ、

会社はもっと安心して新しい事業にチャレンジできます。そういうことをやろうとしてい

ます。 

しかしこの EquityCost というのは資本コストのことなんですが、株を調達してもらう時に

いろいろかかるコストで、例えば私がこうやって株を買ってくれる人に会うための時間で

あったり、経営者も自分の会社の価値を PRするために世界中を回ったりします。そのよう

な金利とは違うようなコストが、株にはかかっています。10年でみてもらいたい経営者と、

２、３年で収益を確定させたい投資家をつなぐために、大体間をとって 3~5 年でこのくら

いできると思います、3~5 年でこのくらいの収益をだせると思います、と言うプランを説明

しています。 

 

一方で、もちろん収益も出すんですが、それのために色々環境を犠牲にしたり、顧客満足

度をさしおいて、従業員の給料を上げるだけでは続かないから、そういう社会にとっても

良いことを同じくらいできていないといけません。そういうバランスをちゃんと考えてい

ます、という話もお伝えしなければなりません。 

キャッシュフローアロケーションというのは、さっきフリーキャッシュフローということ

をしましたよね。事業活動で稼いだお金から、将来の為に投資するお金を引いて残ったお

金、その残ったお金を何に充てるかを考えます。さらなる将来の投資に充てる事もあるし、

株主から提供されたものだから、株の配当金として返すこともあります。また、再びリー

マンショックが起こるかもしれないから、現金で持っておきましょう、内部留保しておき

ましょう、という判断もします。そういう時に中・長期で会社が新しい付加価値を産み出

せるために、投資したり、一方で株を資本を提供してくれた人たちに還元したり、バラン

スをとって考えています、会社はこういうふうにやっています、ということを説明してい

ます。 

会社の成績表をつけてもらうの

に 1 年単位でやっています。さ

らに、3カ月に 1回四半期といっ

て、1年間の目標のうち 3か月間

でこれだけ達成しました、とい

うことを報告しており、それを

決算と言います。それを東京証

券取引所を通じて、金融庁に報

告する、その決算発表をやって、

そういう資料をつくって、その

資料の説明を電話でしたり、投

資してくれた人たちの前で説明したりしています。 
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あとは、日本の企業じゃない株主の人もいて、そういう人たちには海外 IRといって、海外

出張して説明をしています。あなた方が投資してくれたお金で、今期はこのようなことが

出来ました、これからこんなことをやろうと思っていますという話をしています。あとは、

1年に一回発行している年次報告、Annual Report というのを発表しています。 

今お伝えするときに金融機関の人たちは将来の価値をこれまでできた実績、目に見える

ものから話をするので、どうしてもお金の話になるんですね。でも、会社としては次の期

以降、将来出来ることを今の成績表以外の付加価値も見てもらいたいので、例えば Lawson

セミナーというのはどんなことをしているかというと、来期、こんな商品を出していこう

と思っています、などお金じゃ伝わらないもの、財務諸表では見えてこない価値、取引先

との関係、フランチャイズの加盟店の力などを見てもらうために展示会を行ったりしてい

ます。 

これは投資したものに対してど

れだけ Lawson が効率が良いか、

というのを示す 1 つの指標なん

ですが、何を言いたいかという

と、ROIC（Return or Invested 

Capital）というのは Return（利

益）÷Invested Capital で、ほ

ぼ Equity と一緒なんですよ。な

ぜかというとあまり借り入れが

ないから。借り入れがないと自

己資本とほぼ一緒なので、これ

は ROE とほぼ同じになると考えてもらっていいです。Lawson の ROE が高くて、他社の ROE

が低いのはなぜかというと、他の会社はお店を増やすことに沢山お金を使っていて、その

投資の割に収益が上がっていないからです。けれど、Lawson はその ROIC という指標を常に

モニタリングしているので、収益率が下がらないように出店している、という話をしてい

ます。 

 

これがさっき話したキャッシュフロ

ーアロケーション、キャッシュフロー

をどう配分しているかという数式を

図にしたものです。ROE を上げるため

に Return、分子を上げるか、分母を

さげるか、2 つのやり方があります。

営業キャッシュフローではまず、Rを

あげるために頑張っているけど、分母
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を小さくしているやり方では、配当金を払ってしまって、みんなに返して自己資本を小さ

くしてしまう。あとは自分が持っている株を減らしてしまいます。株を減らすことで、も

ともと持っている資本を圧縮できるので、Return は一定でも、分母を下げることで資本効

率をあげられたりします。いまこの比率は Lawson の場合１５％くらいですが、これをさら

に２０％すべく頑張っています。なぜ２０％かというと、グローバルの企業は１５％以上

のところがたくさんあります。残念ながら日本の企業でこのようなところは少ないのです

が、結局投下した資本よりも、最終的に上がってくる収益のほうが高いんですね。こうい

う効率性をちゃんと重視して経営をやっているかどうか、というところでこの ROE の水準

が変わってきます。投資をする人はこの ROE が高い会社のほうが資本効率を意識して健全

な経営をしているとみなすので、この ROE を高めることで新しい株主を増やそうとしてい

ます。 

 

質疑応答 

 

学生：投資家が企業に対して投資をするにあたって短期的に結果を求めるのか、長期的な

ものを見据えて考えるのか、藤森さんのお話を伺うまで、僕の中で疑問に思う点がありま

した。今回それがすっきりしました。」 

藤森さん：それでもまさにまだ大議論で。ずっと食い違っているんですよ。会社はやっぱ

り長い期間で考えてほしいし、もし円が５円でも変わったらいきなり減益になっちゃうじ

ゃないですか。そういう事はよくあることだけど、その時に株式市場っていうのは、結構

めためたに株を下げたりとか、売られちゃったりとかで痛い目にあっている経営者も多い

ですし。私も、『２年連続減益ですけど、来年こそ収益だしますから』って必死に言ってい

る東レさんの社長さんのお話を聴いた時に、大変なんだなって思ったりします。そこはま

だ永遠の課題だと思います。けれどフィランソロピスト、つまり博愛主義者のほうから

sustainable、持続可能でずっと成長していくためには収益もださなければならないという

理解が出てきました。投資家のほうも、収益最優先でやっていたけど、やっぱりそれだけ

じゃなかった。長期的な成長に対する目線も必要だよねって。だんだんちょっと歩み寄り

ができてきている所だとおもっています。だからそれを 1・2年で見ちゃいけないと思いま

す。 

例えば、日本の年金って、何を運用して収益を出していると思います？とても悲しいけ

ど、外国の株（と債券）に 2割くらい投資されているんですよ。『日本人が貯めている年金

が、どうして外国の株や、あとは大量の国債でしか、運用できないんでしょうか。日本の

会社が伸びると思ってないんですか？』って言いたいわけです。『日本の会社だってちゃん

とがんばって伸びるじゃないですか。なんで日本で生まれている付加価値を、短期で成長

する、１・２年で成長すると思われる新興経済にしか入れないのか』とかね。そういう配
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分に関する議論が今、政府の中でもあります。今回、GPIF の比率が少しだけ変わりました。

1400 兆円あるうちの 1％、国内の株式に入れる比率をあげましょうって。でもね、外国株

式の運用比率のほうは 6％アップするんですって。なんでそうなっちゃうかというと、それ

も長期と短期の話が関わってきます。年金の運用を任されているファンドマネージャーさ

んは 3 か月単位で評価されます。彼らはその期間で運用資産の資産総額を上げないといけ

ないじゃない？あと 3 か月後で儲かる株しか買えなくなっちゃうんですよね。そういう仕

組みにすると。『それでいいんだっけ？だって年金って、3か月後に払う年金よりも、20年

後に日本が払わないといけない年金のほうが多いんじゃないの？』って思うじゃないです

か。それも、機関の考え方のバランスなんです。確かにこれから年金受給者は増えるけれ

ど、3か月じゃなくていいでしょう？せめてファンドマネージャーさんの成績を 6か月単位

で、1年単位で出すという形にできれば、また違うと思います。 

海外の投資家に会う事は会社の業績を説明するこちらにとって楽しいです。彼らはファ

ンドマネージャーさんでも 5年とか 10年のスパンで考えてくれる。この間イギリスのエジ

ンバラに行ってきました。イギリスの年金基金を大きく運用している投資家が多いところ

で、昔から日本の株で運用してきているところだから理解がありました。彼らはやはり 10

年単位で、10 年後に伸びる会社を評価するといって、そういう会社の株を買おうとするん

ですよ。そうすると、こちらも会社の価値を伝えるときに『来季 40億円増えます！』とい

う話じゃなくて、『日本のコンビニ業界は、10 年後にはマーケットシェアが倍増するんです。

その中でもうちの会社はこの業界リードするんです!!』という話をします。そうすれば、『そ

ういう目線で 10年後を見据えてやっている会社だったらきっと企業価値をだしてくれます

ね』っていって投資をしようとするんですね。確かに、情報は溢れているし、1 か月後、2

か月後にわかるものも増えているんだけど、それを追うと目先でなんとか減益を避けよう

とみんな無理して投資をしない。来期投資を控えて今年増益するとか。みんなのお給料に

するとか。そうやってどんどんどんどん短期志向になってしまいます。そうすると将来成

長するための投資ができなくなっちゃうと思うので、将来さらに高い付加価値を出すため

にみんなで成長するために、長期的な目線で考えましょうよっていうことを、企業側も仕

掛けるしそれに応えてくれる投資家を増やさないといけないんだろうなーと思っています。 

 

学生：藤森さんが投資家の方に企業について説明する際、日本で日本の投資家に説明する

仕方と、外国の投資家に説明する仕方は、観点が短期的・長期的という点でやはり違うの

でしょうか。 

 

全然違いますね。講義中に出した英語の資料は外国人投資家に話すときに使う資料です。

1975 年から語っているんです。1975 年から今までどうやってコンビニが技術を使いながら、

社会にイノベーションをおこしてきたか･･･。今、ポンタカードやデータの分析など、小売

企業かって思えるくらいのいろいろな技術を使っています。社内にはマーケティング部隊
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の分析官が、ITに強くて、すごく頭がよくて、テッキ-（techie:技術屋さん）な･･･スタン

フォード大学の専門家と意見交換しながら分析するアドバイザリーボードというプロジェ

クトもあります。そういう技術を使うようになったのは、30 年前では思いもよらないこと

なんですよ。新しいことを起こしていこうと思ってやってきた業界で、10年後、20年後の

将来を作るためにこういうことをやっています。と説明すれば、海外の投資家の方たちは

「ほー」って感心してくれます。 

例えば、将来ローソンは農業をやろうと思っているんですよ。ローソンファームってまだ

全国に十数か所しかないんだけどね。ゆくゆくは 100 以上作って、大規模に実現したいで

す。農法にもいろいろ技術が出てくるじゃないですか。例えば、クラウド農法。こういう

天気のときはこの成分とこの成分を使った肥料を使うとうまく作物が発育しますよという

ノウハウであったり、遠くの農場のビニールハウスの中などをビデオでうつして、本部で

管理したり。他にも、肥料や農薬を多用するのではなくて、有機的な栽培でつくるとか、

中島農法っていって特殊な土をつくるところから始めたり。収穫量を増やすために様々な

技術に着目しています。今は、ローソンファームは全国で十数カ所だから、ローソンで売

れる野菜の 100 分の 1 も調達できないけど、ゆくゆくはそういうことやろうと思っていま

す。 

他にも、薬に着目しています。日本は門前薬局っていってね。病院のとなりに薬局があ

って。薬局は商売っ気がないじゃないですか。（薬剤師のご両親の方いたらごめんなさい）

それはそういう仕組みになっちゃってるんだよね。なぜかというと、病院の先生が診療報

酬の高いお薬の処方箋を書いても、買う人はその 3 割しか負担しなくていいわけでしょ。

じゃあ、それを市販薬で買おうとしたら、いきなり 3 倍のお金をださなくちゃいけなくな

ります。当然、お医者さんにかかるよね。それは不公平じゃないのって声も当然出てきま

す。今までに薬の販売に関して規制をつくってきちゃったんだけど、別に薬剤師じゃなく

ても、効用が激しくないものだったら病院じゃなくても受け取れる薬があるでしょってい

う意見があります。「産業競争力会議」って聞いた事あるかな？安倍内閣になってから日本

の次世代の産業を興していくための話し合いをしていて、うちの会社の新浪社長ていうの

は、その中のメンバーです。楽天の三木谷さんもそこに入っていて、あの２人は『薬の販

売の規制を緩和してインターネットで販売できるようにするべきだ。別にお医者様のとこ

ろにいかないと薬が買えないのはおかしいし、お医者様のところにいって買う薬と市販の

薬、同じ効用の薬だったら同じ価格で買えるはずでしょ』と主張しているんです。そうし

ないと暇な高齢者が、病院の受付のお姉さんを話し相手に話したい、そういうインセンテ

ィブで病院に通ってしまう。そのついでにお薬も買っておこうと考える人がいたら日本の

医療費いくらあっても足りません。『病院じゃなくてもできることがあるんじゃないの。お

医者さんが処方箋を書くときの７割の国の負担を減らせば、医療費は削減できるはず。そ

ういうことをやるべきでしょ』っていう話が今まさに、産業競争力会議で話されています。

楽天さんはそれがビジネスだから、ネット販売させてくれーといっています。そういうふ
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うにいっちゃうと、あいつは自分のビジネスのためにそういってるんじゃないかって疑わ

れちゃうこともあるけど、インターネット販売を許可することで日本の医療費を削減すべ

きです。このままだと日本は大赤字になっちゃう。実際にそれが直近の課題でしょ？ロー

ソンの野心としては、コンビニで薬の販売を実現したいんです。ネットで解禁できれば、

結局その場に薬剤師さんがいなくても、テレビの画面の向こうにいれば、お薬の処方がで

きることを主張できるかもしれない。お薬の効用は、例えばロキソニンなんてお医者さん

じゃなくてもわかります。つまり、ネット販売が解禁になったらコンビニの販売も解禁で

いいのでは？という議論が起こってくるかもしれない。コンビニでお薬を販売することが

できるようになったら、それと一緒に健康志向のお弁当を一緒に買ってもらったり、そう

いったことができるお店を増やしていきたいっていうのが、ローソンが５年後、１０年後

にやりたいって思っていることです。そんな話をすると、外国人投資家は、もっと喜んで

くれて『そうだよねー日本の医療業界は、規制だらけでおかしいんだよ！ 日本のゆがんだ

規制環境にメスを入れようとしている経営者は素晴らしいよね』っていって評価してくれ

たりします。」 

 

学生：やはり日本の投資家は、長期的な目線よりも、直近の結果反映を求めがちなのでし

ょうか。 

 

藤森さん：さっきのレポートもそうだけど、シュミレーションの予測は 2016 年くらいまで

しか書いてなかったと思います。野村証券さんのレポートもそうですね。予測してあるの

は、２・３年後がせいぜい。今の株価や時価総額には、アナリストさんやファンドマネー

ジャーさんが半年後や一年後の収益をおりこんで、シュミレーションした収益の価値が反

映されてると考えられています。でも会社側としては半年や一年後ではなくて、10 年後の

価値を考えて評価してほしいと思っています。 

 

学生：やはりそれは、日本と外国の制度の違い（四半期で成果を出さないといけない等）

が関係しているのですか。 

 

藤森さん：そうですね。それも一つだとおもいます。やはり、資金を運用する人たちも好

きでやっているわけではなくて、自分たちがそれで評価されてしまう仕組みになっている

から短期的思考にならざるを得ない状況になっています。そういう制度をつくっているの

はどこかというとやはり、金融庁とか…。業績予想の開示をださなくていいとか、開示基

準をゆるめようとしている動きもあるみたいです。でも、それだけでは足りません。期間

を延ばさないと、結局 3か月後を考えちゃいますよね。 

 

学生：趣味のところに、社会貢献って書いてありましたが… 
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藤森さん：趣味＝社会貢献！私はシスターなの？！（一同爆笑）すみません。今日その辺

の話をあまりできなかったけれど、そうなんです。大学卒業してからＵＦＪ総研で援助の

ＯＤＡのコンサルをするようになってからなんですけど、たまたま出張でフィリピンに行

ったときに、大学 1 回生の頃お世話になったマニラのソーシャルワーカーの方に 7 年ぶり

に再会したんですよ。上智大学のキャンパス内にある社会福祉専門学校っていう学校で教

えていた神父さんにフィリピンに連れて行ってもらって、社会福祉を学ぶツアーに参加し

たんです。初めての海外でした。そこで衝撃を受けました。「うちのパパ死んじゃったんだ

けど、悲しんでほしいじゃなくて、どうやって立ち直ろうか、がんばっているから応援し

てくれ」ってスラムのおばさんに言われたり…。まさに異なる価値観の人たちに出会って、

「あーこれは同情することじゃないな。彼らが自立しようと思っていることなんだ」って

学生時代に思いました。でも、それはそのとき思っただけで終わって、私は自分にやれる

ことは社会福祉ではないとそれ以来関わりはあまりありませんでした。 

フィリピン中央銀行のプロジェクトで現地に行っていたら、その時のソーシャルワーカー

の方に会い、「あのとき一緒にきたメンバーが、日本に帰ってからもフィリピンのスラムの

生活を支えるための活動をしたいっていってＮＧＯ立ち上げたんだよ」と聞いて、帰国し

てからその当時のメンバーが一体なにやっているんだろうとつてをたどって調べました。

その時のフィリピンエキスポージャーツアーっていうのが、今もう 34年目くらいで続いて

いるのだけど、そのＯＢＯＧが、ツアー後に奨学金プログラムや障害児教育をやったり、

フィリピンの活動の共同支援をやっていました。 

 援助のほうは大きいことやっていますよ。財務省の何千万円を使って、「アジア通貨危機

を再発防止するために」って、ものすごいことやってます。かたや大きいことやっている

けど、実際にフィリピン中央銀行でプロジェクトをやっている人たちは、まったくやる気

がないんですよね。「あら、再発防止のシステムくれるの？ありがとう、おしまい。」とい

う感じでオーナーシップがないんです。援助って怖いですよ。もちろん、日本のＯＤＡは

受け手の役に立っているものもあります。でも私は、このシステムに入ったお金は無用の

長物だろうなって思いますね。残念だけど。援助される彼らには使いこなすインセンティ

ブがわからないんです。彼らが再発防止のシステムが欲しいって言ったのは、パソコンが

ほしかっただけ。「あなたたちの仕事のプロセスをこうやって楽にするためにやるんです！」

って言っても、別にそんな新しい面倒臭い事やろうとして負担が増えるんだったら、やり

たくないわって言われちゃったら、彼らが援助してもらって得られる価値は Email を打て

るようになることくらいしかないんですよね。それが後になって分かると、援助って援助

される側のオーナーシップがない、自立しようという意思がない限り、一方通行だなって

感じて愕然としました。 

一方でさっきのＮＧＯでは、自分たちで栄養失調児を毎年 200 人集めて、村の栄養失調児

の栄養状態を回復させるプログラムの元手をつくるために、ココナッツオイルで石鹸を作
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り、販売していたんですよ。はじめは、彼らは資金調達のためにキャンドルを作っていて、

「資金調達のためにつくって売っているんだけど、なかなか売れない」って。思わず「フ

ィリピンは貧しいのにキャンドルなんのために使うの？しかも暑いしキャンドルいらない

でしょ！そうじゃなくて生活必需品作らなくちゃ意味がないじゃない。」って言いました。

「あーそっか。じゃあ石鹸つくろうか」なんて話をしながら活動しました。まさに自分た

ちで自立しようと思っている人が、一生懸命考えて、少ない資金の中で一緒にやろうとし

ていることのほうが、政府の援助、財務省の何千万のプロジェクトよりもよっぽど価値が

あると思ったのです。実際に買ってくれる人が貧しいので、石鹸の販売はたいしたお金に

はなかなかならないですけどね。 

ＮＧＯのグループで考えたのは子供

たちが学校についてからご飯を食べ

られるようにすることです。自立活

動を通して栄養失調児の栄養状態が

回復し、小学校に行くようになって

も、その児童の多くはおうちでご飯

を十分に食べさせてもらえないこと

が多くて、おなかがすくと集中力が

もたないから、学校いっても勉強が

手につかなくなっちゃう。それに、

栄養失調児は消化力がないのでぶつ

切りのものなどをうまく消化できないので、日本から持ってきた昆布やわかめをきざんで

おかゆにして食べさせてあげるとか。お茶の水大学の栄養学の先生方と共同でそういった

ことを考えていました。そのための資金調達としてトライアルでやっていたのが、日本で

チャリティーコンサートを開き、その収益を栄養失調児のプロジェクトの資金にあてても

らうというプロジェクトです。たった 30 万円なんだけど、コンサートをやるとなったら大

規模で、250 人の来場者がこないと採算がとれない活動ですけど、そういうものをやること

で、仕事としてやっている援助のプロジェクトで満たされないものを精神的にＮＧＯ活動

で満たしてもらっていたという時期がありました。 
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藤森さんが今の大学生が何を考えているかを知るため、アンケートを実施してくれました。 

 事前にアンケートを送らせていただきました。よく考えてきてくださっている皆さんの

答えに感激しました。私は大学生について偏見を持っていたと反省しました。アンケート

の答えを見ていて、私が感じたのは、皆さんの考えはすごく開かれていて、外国人や、女

性問題、社会問題について、すごく問題意識を持っていらして、なおかつ表現する力もあ

って、私の大学時代が恥ずかしいくらいでした。私が出張やビジネスで接した国は開発コ

ンサルの仕事をしていた時は主に ASEAN のフィリピン、タイ、インドネシア等の東南ア

ジアが多かったです。アンケートでは北欧、ヨーロッパ、アフリカなどというように、世

界への興味も多岐にわたっているなと感じました。 

 

Q1 将来海外で働いてみたいと思いますか？その理由も教えて下さい。 

（更に Yes の場合）どの国でどんなことをやりたいですか？  

Yes→１２ No→１ 

(yes 意見) 

 幼少期から海外で働きたいという希望はあった。どこでもいいので海外で１回は働き

たい。最終的には日本で働いて日本の役に立つ仕事がしたい。 

 日本だけではなく、世界にも開かれた考え方や価値観を身に着けたい。 

 英語を使って様々な国の方と取引がしたい 

 日本の価値観だけでなく様々な国の価値観を取り入れ今までにない新しいものを創造

し、社会に貢献していきたいから 

 アフリカなどの発展途上国をベースに仕事をしたことがなく、ぜひ現地に根差して仕

事をしてみたい。そうすることで、教員としての資質も改善させられると思うから。 

 自分と異なった文化が知れて楽しそう。どの国でもいい、日本の食文化の発信 

 途上国で新たなリソースとポテンシャルを発掘したい。そして先進国に集中している

富を少しでも平等に貧しい国へ、地域へ配分できるような仕組みを作りたい。 

 先進国・途上国問わず子供の生活環境改善を食という点からアプローチをかけ、その

流れの中で雇用も創出したい 

 世界各国いろんな国で働いてみたい。スポーツビジネスがしたいです。 

 自分と違うバックグラウンドを持つ人にもっと出会いたい！でも異文化の中で働

くことは大変だと思うし、自分にとって非効率だと感じてしまいそう。実現可能か

どうかはおいとくと、途上国で開発援助に携わりたい。 

 ヨーロッパか東南アジアで、日本の会社の海外支部に務めることはいいなぁと思う。

でも、なんでも出来る事ならしてみたい 

 日本の良さを知ってもらいたいから。途上国で次世代エネルギーの普及（製品では
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なく技術を紹介する等） 

 自分の世界が広がりそうだから、東南アジアの国々で、町が元気になるようなビジ

ネス、日本語の先生 

 

Q2 将来海外に住んでみたいと思いますか？ Yes or No 

Yes→１０ No→３ 

 様々な人・価値観に出会い、新たな自分を探していきたい 

 日本とは違った生活をしてみたいから。 

 純粋に海外で住むことに憧れがある。 

 スウェーデン・フィンランドなど北欧の国 

 挑戦することが好きで、新しいことを知るのが好きなので、常に新しいことを発見で

きる、異なる文化が漂う海外に住みたい。 

 自分と違うバックグラウンドを持つ人にもっと出会いたい！ 

でもそんなに長期で海外に住みたいとは思わないです。ゆくゆくは日本に帰ってき

たいです。 

 Yes（ただ永住はしたくない） 

 新しい環境に身を置くことほど、マンネリを打破し、モチベーションが生まれること

はないと思う。 

 永遠に海外に住みたいわけではないけど、いろんな場所に住みたいから。海外は短

期間で行くと、新しい発見があってとても楽しい。 

（更に Yes の場合）どの国に住みたいですか？ 

 Somewhere in Sub-Saharan Africa! 

 東南アジア。ヨーロッパ 

 個人的にはアフリカに興味があるので、短期間でも住んで、現地の文化をもう少し理

解したい。 

 家族が日本にいる限りは、日本に戻りやすい環境の方がいい。命の危険が少ない国。 

 世界全大陸で一回住んでみたい！余生はドイツで。 

 

Q3 外国人と一緒に働く際、どんな点に気を配りますか？ 

 常識、文化の違いを理解する。そのためにコミュニケーションをとることに気を配り

ます。 

 なんでも口に出して伝える（言わなくても分かってほしいこと、“察して”ほしい場合

も、きちんと伝える）就労時間とプライベートの両立。 残業という概念がないし、

早く家へ帰りたい人が多いと思う。 

 コミュニケーションが一番大切だと思います。 

 相手が自分とは違うバックグラウンドの持ち主であることを忘れないこと 
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 仲良くなること。相手の意見を尊重し、自分の意見をはっきり言うこと。 

 マナー・テンションを合わせる。 

 相手の議論への姿勢。例えばアメリカ人と話しているときは日本人よりもずっと自分

の思うことを（たとえ些細なことでも）言葉にしてあらわさなければいけない。日本

人の間では文脈を読み取る力を求められるが、それ以外の国の人と話すときはほとん

どその能力は必要とされない。どれだけ自分の言いたいことを、しかも母国語ではな

い言語で相手に伝えるかを考えなければいけない。 

 自分の考えを持って、その都度その都度はっきりと伝えること。 

 文化の違いなどでの誹謗中傷を避けること 

 発言力。アピール 

 ニュアンスの誤解を招かないように簡潔に率直に話すようにする 

 きちっと自分との前提、常識が違うのだろうなということを念頭に置いて、思って

いることをきちんと言葉に出して伝えること。自己主張。 

 その人の気分がどうすれば楽しくなるのか、働くということに対しての意識は違う

ことが多いと思うので、そういった精神面に気を配る。 

 

Q4 女性の上司に就いた場合、 

①男性の上司とどんな点が違うと思いますか？  

 仕事をしていても男性上司と注意してもらえる視点が違う。フィードバックの違い。

細かい気配りができる。①私は女性なので、女性の上司は男性社員よりも強く当たる

だろう、という先入観がある。言いたいことを結構ずばずば言われるのではないか、

と思う。 

 一般的に男性の上司の方が多い中での女性の上司は、本当に努力で上がってきたので

はないかと思う。 

 女性に対して（育児や家事、女性が働くことに関して）より理解がありそう 

 業務以外での会話 

 周りへの配慮。周りを包み込む安心感 

 基本は変わらない。 

 あまり変わらないと思う。 

 力ではない、人に頼られる能力がすごいのだと思う。 

 違わないのではないかと思う 

②また特に、どんな点に気を配ろうと思いますか？ 

 男性上司と同等な感情、態度で接すること 

 素直に話をきくこと・わからないところはきちんと質問すること 

 女性は効率的に物事をこなしていくのが上手だと思う。だから、自分も言われたこと

を素直に受け取り、素早く行動して仕事の効率性を上げられるように気を配りたい。 
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 女性の権利が抑圧されやすい世の中なので、そういったデリケートな話題には気を使

うと思う。 

 特に男女間に気を配る必要はないのではないのだろうかと思う。強いて言うなら育

児関連や体力面かなと思います 

 ジェンダー的発言には気をつけたい 

 男性の場合と同様、上司の関心（社会的関心や家族など）に配慮しながら日常を過ご

すこと。 

 

Q5 育児休業は男性も取得すべきだと思いますか？Yes or No 

Yes→１２ No→１ 

（yes 意見） 

 女性だけしか育児休暇がとれないと女性は子供を産みにくくなる。この状況では仕事

に就きたがらない、あるいは地位に就きたがらない女性がたくさんでてくる。このよ

うな女性の能力が発揮出来ない社会は発展しないと思う。特に日本は会社のトップに

なるとほとんどが女性で、これは人間の約半数である女性の能力を無駄にしていると

思う。 

 男性の中にも育児休暇を取りたいという友達が結構いるような気がするから。女性が

職場に復帰できるだけでなく、子供と触れ合いたい男性の希望も満たされると思うか

ら 

 男性が取得できなければ、女性が育児休業を取らざるを得ない。そうなると、女性が

子育てを負担し、結局職場復帰しにくくなる。そして、企業は育児休業がない方が安

定して仕事し続けるため、男性をより雇用する。 

 育休をとることによって女性の社会進出や子供の教育にも力が注げると思うので 

 するかしないかは別にして、制度はあるのに男性＝働くという固定観念がはびこって

いるせいで育児休業したいと考えている男性が所得しづらくなるはおかしいのではな

いかと思うから 

 海外での出産だったので身寄りもなく、育児がメチャメチャたいへんだったから。今

もたいへんだけど。 

 育児は両性が協力してすべきものだと考えるから。 

 育児は両親で行うものだと思う。その男性の会社がきちんと育児休暇を制定してい

る限り 

 個人的には絶対にとるべきだと思う。家庭によって考え方はそれぞれだけど、私が

将来子どもを生む時は男性にも育児休暇を取ってほしい。日本では、昇進しにくく

なってしまうとか、上司が育休をとらないから気を使ってしまって取れないと言う

男性が多いけれど、そんなことを言っていたら一生状況は変わらないし、例えばス

ウェーデンのように育児休暇を取ることが普通になれば、みんな取得しやすい環境
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が出来るから、そのためには私たちの世代がそういう“普通”を作り上げて行くべ

きだと思う。特に、今は男性だけが稼いで女性が家事をするという時代ではないし、

「働きたくない」と言う女性と結婚したなら男性は休暇をとらなくても良いかもし

れないけれど、女性に「働きたい」という意思があるならば尊重されるべきだと思

う。そもそも子どもは女性だけが産んだというわけでないし、二人で育てるべき。 

（No意見） 

 育児は女性ひとりで十分だと思う。 

 

Q6 この世の中に①儲かる（お給料が期待できる）仕事、②成長できる仕事、③ワークライ

フバランスが充実できる仕事の３種類の仕事しかなかったとしたら、あなたならどれを選

びますか？ 

②成長できる仕事→６ 

 いくら儲かっても自分自身の資質が十分でなければ、お金がたまっても社会を変える

ようなことをしたり、自分自身をそのあとも成長させたりすることはできない。 

 自己成長こそ働く上での喜びだと思うから。給料と言うのはあくまでも「自己成長に

対する会社の評価」であり、付随的なもの 

 困りました。本音は全部です。 

 仕事もやりがいを感じていたい。自分を高める努力といううのは勉強にしろ、スポー

ツにしろ、仕事にしろ、苦ではなく喜びだと考えている。 

③ワークライフバランスが充実できる仕事 →７ 

 家族を大切にすることが一番の社会貢献だと思うので。 

 できれば給料が高いところでバリバリ働きたいけれど、仲良しで幸せな家庭を築き

たいので、そのためにはワークライスバランスが良い仕事に就くことを選ぶ必要が

あると思う 

 

Q7 これまでの講義のなかで登場した会社のなかで、一番行きたい会社を選ぶとするとどの

会社でしょうか？ 

三菱商事→４ 

マイクロソフト→３ 

ローソン→１ 

AIG→１ 

ピープルフォーカスコンサルティング→１ 

グローバルアストロラインズ社→１ 

 (三菱商事)実際に目に見える物品（鉄鋼品）を使ってビジネスを行えるから。 

 (ピープル～)企業の質向上に対しての社員育成という価値観が好き。 

 (ローソン)あそこまで大きくなっていながらフレキシブルな動きをしている（ように
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見える）ので、内部を見てみたいかも。佐藤さんのピープル・フォーカス・コンサル

も結構魅力的ですね。三菱商事は・・・。 

 

Q8 社会に出る前に（学生時代のうちに）必ずやっておくべきことであなたが最も大切だと

思っていることを教えて下さい。  

 学生の身分を最大限に利用すること。 

 できるだけ失敗をたくさんすること。 

 できるだけたくさんの人に会うこと（学生だけではなく、社会で活躍している人にも）。 

 周りとコミュニケーションをたくさんとっておくこと、人間理解 

 高校生の時のように、何か一身になれるものに打ち込み、それを自分の軸とできるよ

うな大きな経験と学びをすること。 

 考える力をつけること。 

 友人との遊び 社会に出たらあまり遊べなくなってくると思うので、 

学問的なものなら留学 世界を知ることによって自分を見つめなおすことができた 

 留学、大学生でいることの素晴らしさを実感できるような体験 

 関心のあることにとことん取り組んで、身の回りの友達を大切にすることですかね。 

 たくさんの人と出会っていろんな価値観に触れること 

 アルバイト経験 

 旅行などでいろんな場所を見、感じ、考えること 

 ①勉強②留学③たくさんの大人の人と話す事。社会に出てしまえば、肩書きや会社

通しの隔たりがあって、話したくても相手にバリアを張られてしまって全ての人に

お話を伺えるわけではなくなってくる。でも学生のうちであれば、どんな会社に務

めている人でもある程度心を開いて喋ってくれると思うので。勉強は人生設計の基

本。 

 

Q9 今の 30 代、40 代、50 代のイメージをそれぞれ一言で現すと？ 

 30 代:SNS 活用 40 代:SNS 必死 50 代:SNS 音痴 

ちょっとあんまり思いつかないです。笑 

 30 代：いろんな意味（勉強するかしないか、充実した人生になるかならないか、社会

のお荷物になるかならないか、など）での分かれ道。 40 代：サンドイッチ（下から

の突き上げ、上からの抑圧） 50 代：早くリタイヤして悠々自適に暮らすなんて考え

ず、あと 15 年は働いてください！ 

 30 代：責任の増加 40 代：成長 orマンネリ化 50 代：第二の人生へのスタート 

 30 代：熱意、40 代：自問自答、50代：メタボ 

 30 代 仕事バリバリ 40 代 社会に一番貢献してそうな世代 50 代 親世代 

 30 代：ノリにのってる、40 代：あらゆることからの自立、50 代：新たな夢への挑戦 
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 30 代：人生のピーク 40 代：保守主義 50 代：謳歌 

 30 代：転職期 40 代：勝負か保守か 50 代：安定 

 30 代:仕事中心？ 40 代:育児中心？ 50 代:自分の両親世代、いい時代をすごして

いたのかなというイメージ 

 30 代：結婚生活円満 40 代：働き盛り 50 代:お金や生活に余裕が出てきて自由 

 30 代：車が好き   40 代：       50 代：学歴が大事 

 

Q10 良いリーダーになるのにどんな素質やスキルが必要だと思いますか？ 

 ビジョンを示すこと 

 共感を得ることができること 

 さまざまな立場、地位の社員の視点を意識して統率できる能力 

 人を信頼すること 

 フォロワーの意見や希望を尊重し、同時に集約し、皆が最も納得できる目標を打ち立

て、大きな目的のために屈しない心で突き進んでいくこと。 

 いろいろな人の意見を聞けること。皆のモチベーションを保たせること。 

 自分から行動を起こす勇気 と 冷静な判断力 

 観察力、コミュニケーション能力、カリスマ性、有言実行能力 

 当事者意識を持つこと。自己の組織の内と外の人々に心を開けること、かな？ 

 グループ内の両サイドに立つことのできる多様性と距離感 

 自信を持つこと、仲間からの信頼性と、仲間に対する信頼性 

 みんなを引っ張る力ではなく、みんなに慕われること。上手に仕事を振り分けられ

る人。みんながそれぞれ違う意見を持っている中で、みんなが喧嘩にならない結論

を導き出す力を持っている人。時間マネジメント能力に長けている人。 

 人の辛さや大変さに共感できて、そういった負の感情に自分も飲み込まれないで周

りを引っ張っていける人 

 決断力、気配り・配慮、厳しさ（仕事に対して誰よりも熱心） 

 

 

 

 

担当者：竹村映亮、岩坪愛子、田中美帆、堂野絢子、宮川和弘 
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第 5 回 
 

辛木哲夫氏 
 
 

先端技術「スーパーコンピュータ京」に携わるということ 
２０１３．６．２８．（金） 

 
 
 
 
 

 プレゼンテーション 

「スーパーコンピュータ京」 

 徹子の部屋インタビュー 

～辛木さんをお招きして 

 質疑応答 
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 プレゼンテーション スーパーコンピュータ「京」 
改めまして、理化学研究所の辛木です。今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。

これから私が今関わっているスーパーコンピュータ京についてご説明させていただきます。その

前に、ご質問を受けると聞いているので、いつもはやりませんが先に自己紹介をさせていただき

ます。私は神戸に生まれました。その後中学校から関西学院大学に 10 年間ほど通っていました。

その後、富士通に入りまして海外関係の仕事を行いました。企業の方から大学に行かせていただ

いたり、あとは海外志望だったということもあってアメリカ・ベルギーに駐在させてもらったり

しました。10 年前にスーパコンピュータ京に関わる機会をもち、その縁がきっかけで現在理化

学研究所に勤めています。趣味と言えば旅行やカメラ、あとはヨーロッパに駐在していたことも

あってワインがとても好きです。 
 
これから本題に入りますがまず最初にスパコン京とは何か、世界一位を目指してどういう努力が

あったのかを紹介します。そして京を使っていったい何ができるのだろうかという所、今の国際

的な競争や今後の開発について、最後に私がどんな仕事をしているかをお伝えできればと思いま

す。 
 

 ニュースの中の「京」 
スパコン京といえば 2009 年なので今から 4 年前ですね。みなさんはまだ高校生ぐらいの頃で

しょうか。「2 位じゃだめなんでしょうか」台詞で有名な事業仕分けというのがありました。今

から考えるとこれのおかげで京が有名になったので有難かったですが、当時関わっていた人から

すると、とんでもない仕打ちを受けて、もうすぐできるという時にプロジェクトが中止になるの

ではないかとやきもきしていました。理化学研究所の理事長やノーベル賞を受けた人達を含めた

多くの方々がサポートしてくれたおかげでプロジェクトは復活することができました。その他に、

ニュースでよく取り上げられたのは 2011 年に 6 月と 11 月に世界一に輝いた時です。その時も

結構ニュースを賑わせていました。去年の 9 月から本格的な運転がスタートし、その時も様々

なメディアで取り上げていただいて、広報をやっている身としては嬉しい瞬間でした。 
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 「京」の概要 
 スーパーコンピュータ京の概要を簡単にご説明します。「京」は今神戸市中央区のポートアイ

ランドというところにある理化学研究所の施設の中で動いています。写真で見るように 50ｍ～

60ｍの大きな施設の中で動いています。大体体育館ぐらいですね。赤い筐体が 1 つの単位なの

ですがそれが 864 筐体あるというものです。去年の６月完成して去年の 9 月から運転を開始し

ました。現代のランキング、この間 6 月にドイツに訪問していたのですがそこで発表されたラ

ンキングで今 4 位になっています。1 位は今回新しく中国のスーパコンピュータがとりました。

その前がアメリカのタイタン、さらにその前がセコイアが半年ずつ 1 位になりました。逆に言

うと半年ごとにどんどん 1 位が変わっている競争の激しい世界です。 
 京について、いくつかの観点からご説明したいと思います。だいたい 10 ペタが 1 つの単位な

のですけど 10 ペタという性能を初めて京は突破しました。世界一取ったのはまだ設置の途中で

その後完成してから 2 回連続 1 位を獲得しました。なので高性能と言う点に大きな特徴があり

ます。さっきの 10 ペタという単位がどういう単位かというと、10 の１５乗がちょうど１ペタな

のですが、その１０倍の１０ペタという単位になります。 

 京のすごさの２つ目ですが、消費電力が小さいということもあります。もし仮に、同じ計算を

デスクトップ PC でやると 100 メガワットぐらいの大きな電力がかかります。京はその７分の

１の電力で同じ計算を行います。電力のランキングというのもありますが、そこでもかなり上位

を行くスーパーコンピュータです。 
 ３番目としては使いやすさがすごいと思っています。車で例えると 100 馬力の車があると言

って、実際に運転して出る馬力は 100 馬力もなかったりします。スパコンも一緒で 10 ペタも性

能が出ると言っていても実際は出ないことがあります。中国のスパコンの効率は 60％、だから

実際のカタログ性能の 6 割しか出ない、アメリカ 2 位のものが 65％、3 位のものが 85％ですが、

京は 93％、ほぼ 100 に近い数字が出ます。この効率が高いというのも京の特徴です。効率が高

いと何が良いかというとやっぱり使いやすい、本当のアプリケーション、運転するときにカタロ

グ性能と同じぐらい性能が出ることがあるので運転しやすい、スパコンなら使いやすいというの

があって、そのおかげで効率の観点で 2 回ほど表彰されたこともありました。 
 4 番目の特徴としては、高信頼性、先ほど食堂で事前にお話しした時に「故障はするのでしょ

うか」というご質問を受けたのですけど、スパコンなのでなるべく故障はしないようにしてるん

ですけど、時々はします。その時でも全体が止まらずその故障した部分だけを直せば、連続して

動く、まぁ全体としては動いたまましたい所だけ修理することができるという意味で信頼性が高

いというのが 4 番目の特徴です。 

10 ペタフロップスとは 

15 ケタ程度の小数点同士の計算（[ex]1.49748703826684×1.00890890948583）を、一秒に一

度計算すると１フロップスというが、これを１０の１６ケタ回数１秒にする。 
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 5 番目としては、今言った高性能・電力・使いやすさとかそれぞれ 1 つだけを追求すると簡単

にできるっていうかそれでも難しいんですけどね、それらを高い次元で兼ね備えてるというのが

京の凄さの 5 番目だと思っています。 
 最後にこれは純国産のスパコンであるというのも特徴です。設計であったり製造は日本の各地

でやっております。 
 

 世界一になるためにどのような努力があったのか 
次に、なぜ世界一を取れたかということについてご説明します。世界一を取れた背景としては

すごく高い目標を掲げたことにあります。このプロジェクトは 2006 年に始まりました。その時

に目標としていきなり 10 ペタ、当時では考えられないくらいの性能を目指すことになりました。

目標が高すぎるから変えてくれ、不可能だといろんな人が声を出しましたが、あえて目標を変え

ることはしませんでした。完成した時にランキング 1 位にはこのくらいの性能を出さないとい

けないだろうというのもありましたし、「京」を商用機、普通の製品として売っていくのには競

争力のある製品にしなければならないという考え方がありました。いきなり高い目標を掲げたこ

とで逆にモチベーションになり、今までない発想で開発が行われました。例えばシステムラック、

筐体はただの四角い入れ物ではなく斜めに入れるような形で風が通りやすくなっていたり、今ま

でにもない新しい発想のネットワークを開発したりとか様々な所で沢山の工夫を積み上げてい

ます。そういった経緯があって高い性能につながりました。ただ、競争なので日本だけでなくア

メリカも同じような製品を開発しておりまして、当時「京」よりも先に世界一を取るのではない

かといわれていた「ブルーウォーターズ」というスーパーコンピューターがありました。半年ほ

ど京よりも先行して開発が進められていて、「ブルーウォーターズ」開発の映像もメディアに流

れていてせっかく京ができてもブルーウォーターズが先行してしまうのかと当時は思っていま

した。しかし、途中でブルーウォーターズのプロジェクトはこけてしまいました。幸運な偶然が

重なって京は世界一に、しかも 2 回もとることができました。 
 

 「京」の実際の利用とは 
 ではこのスーパーコンピュータを使っていったい何ができるのだろうと思われる方もいらっ

しゃるのでそれについて説明していきたいと思います。スーパーコンピュータにしっかりした定

義はありませんが、普通のコンピューターより桁違いに速い、少なくともパソコンよりも 1000
倍以上速いものがスーパーコンピュータと言われています。どんな計算をしているかというと、

15 ケタ程度の計算、小数点の足し算引き算掛け算ですね。一の位以下の小数点を含んだ 15 ケタ

の数字×15 桁ですね。これを一秒間に 1 回計算すると１フロップス＝一計算と言います。これ

を 10 の 16 桁回数行う。実際人間が一秒間にはできないような計算まで行っています。 
 今から 40年ほど前に完成した初めてのスーパーコンピューターは 160メガフロップスの性能

を持っていました。これは現在の iphone4S と同じくらいの性能を持っています。もしかすると

30～40 年経てば今の京も iphone になっているのか、あるいは iphone 事体もなくて人間の中に
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埋め込まれているのか…わからないですけど、そういうことができるのだろうと思います。 
 スーパーコンピュータではシュミレーションができます。これはどういうものかというと自然

現象や社会現象を数学的モデルで計算するというものです。小説の「ガリレオ」に出てくる主人

公には必ず「現象には必ず理由がある」と言っていましたけれども正にその通りで、様々な事は

やっぱり数式に置き換えられることが多いんですね。数式に置き換えた後、スーパーコンピュー

タで計算すると物事が予測できるようになります。だからスーパーコンピュータが活躍できるに

は数式モデルがあることが必要で、最初の初期値が必要になります。最初のデータがないとその

後の計算が当然できなくなります。例えば天気予報だと大気の運動や風の運動であったり、気温、

気圧水蒸気といったデータを使って数式が成り立っています。ある地点の風速や気温、水蒸気量

というのは計れば初期値というのは出てきます。その二つを組み合わせてスーパーコンピュータ

を使い計算をして今の天気予報というのは成り立っています。10 年前に比べると天気予報の性

能が上がってきていると思うのですが、やはりそれはスーパーコンピュータの性能の向上による

ものが大きいです。 
 他にどういったことができるかと言うと、まず 1 つ目の分野としては科学技術分野がありま

す。科学技術でシュミレーションというのは理論・実験に次ぐ第三の科学と言われています。も

ちろん実験ができれば実験をするに越したことはないです。例えばビーカーに水と油を入れて混

ぜてこうなりますと簡単に実験できるものなら見せて行うのが一番です。でも世の中には実験で

きないことが色々あります。例えば、大きすぎる小さすぎるケースです。ナノテクのように小さ

すぎるものは実験しにくいですし、あるいは地震の実験をしようといって地球全体で実験するわ

けにもいきません。そういったことはスーパーコンピュータを使ってできる得意分野であります。

また、時間が短すぎたり長すぎたりするもの、一秒間のあっという間に終わる実験はなかなか見

にくいので、それを引き延ばしてスロー再生させることができます。他には気候ですね。気候変

動のような 100 年ぐらいかかるものは待っている訳にもいきませんのでスーパーコンピュータ

ーで早送りすることができます。他には費用が掛かりすぎるケースです。ロケットの形を少しず

つ変えて何回も飛ばすことももちろんできるのですが、お金がかかりすぎるのでそういう時はス

ーパーコンピュータに頼んだ方がいいですね。あとは実験環境が極限状態で危険なケース。核実

験などはスーパーコンピュータでやってます。 
 2 番目の分野としては産業分野。日本のように資源の乏しい国にとってこれが一つの競争力と

なります。例えば以前は車の設計の一部として衝突実験というのが実車で行われていました。モ

デルを何度も作り、壁にぶつけて安全か安全じゃないかをやっていたのですが、当然お金もかか

ってしまい資源も勿体ないので、現在はスーパーコンピュータの中で実験しています。現在実車

での実験はシュミレーションでモデルを決定して商品として売り出される最終確認として行わ

れています。他にも飛行機の羽の形やボディの形、自動車の空力特性などもまずはスーパーコン

ピュータの中で実験をして形を決めたりします。新しい材料の開発も行われています。 
 3 番目の分野としては市民生活を支える基盤となっていることがあげられます。例えば地震に

強い免震構造の設計だったり、津波の予想といった防災分野です。シュミレーションを使って地
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震が発生して津波がどこにどのように来るのかを予測することができます。このシュミレーショ

ンを行うことでどのように避難指示を出せばいいのかが明らかになります。こう言ったことが発

達してくれば、津波の被害が軽減されるのではないかと期待されています。先ほどお伝えした気

象や気候の話ですね。あとは薬を設計するのにタンパク質が引っ付くかどうかといった実験です

ね。いろんなタンパク質を使った実験をするのですけど、その実験を加速する為に使ってますし、

CG で実験を行ったりします。これは事例ですが、ある人心臓の脈拍を CT スキャンしてデータ

を読み込みシュミレーションとしてコンピュータで再現することもできます。血管の状態を読み

取ったり、心電図のような目に見えないものも読み取れるようになります。これで心臓病の原因

の解明であったり、手術前のシュミレーションを行うといった治療方法に使います。 
 

 2012 年、稼働開始 
 では去年の 9 月から利用を開始した京が実際どのように利用されているかを紹介します。ま

ず使い方としては 3 つありますが、1 つ目はトップダウンの利用です。これは国から指示を出し

て利用しているものです。トップダウンによる利用枠は「京」の 50％を占めています。具体的

には先ほど申し上げた新薬、デバイス開発や防災、宇宙の分野の分析に使われています。もう一

つはボトムアップ。「ぜひ自分の所で使いたい」と声が上げた科学者や産業界の人達の枠で、30％
を占めています。そして理研が主に使う調整の枠というのがあります。それぞれの件数ですが、

トップダウンで 30 件、ボトムアップで 60 件使っています。ちなみにボトムアップでは利用枠

を応募によって決定しました。その数はスーパーコンピュータ京の容量の 7 倍もの大きさほど

でかなり狭き門となりました。その中でも産業の利用を優遇して使っていただいています。企業

のではブリジストンさんがタイヤの開発に利用されていますし、トヨタではエンジン開発、川崎

重工はタービン開発などといった使い方をしています。このように稼働開始してから順調に使わ

れています。 
 国際競争と今後の開発 

 こういったスーパーコンピュータは日本のみならずアメリカや中国などが積極的に開発して

いるといった状況です。歴史を辿ると 1990 年代は日本も世界の中で沢山のスーパーコンピュー

タを持っていましたが、残念ながらどんどんと縮小しています。アメリカは変わらず安定してい

ますが…。日本に変わって最近台頭しているのがやはり中国だなと思います。中国ではスーパー

コンピュータの重要性に気づいて、国を挙げて開発を行っている状況です。 
 なぜ、みんなこういった早いスーパーコンピュータを作りたいと思うのかですが、1 つ目はス

ピードが速い事への価値、2 つ目には計算量が多い事への価値になります。スピードが速いと先

ほどの車の衝突実験で言えば一つの衝突実験に 1 日必要だとすると 10 日でも 10 パターンしか

できません。普通開発するためには数百パターンものデータが必要になるので、一年ぐらいかか

ってしまいます。しかし京だと 10 秒で 1 パターンの衝突実験が可能になるので 1000 パターン

やっても 1 日 2 日で終わらせることができるので、十分実用的な活用が可能になります。また

心臓の事例を紹介しましたが、心臓手術の前にシュミレーションをやろうとすると、昔のスーパ
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ーコンピュータだと 1 年ほどかかっていましたが、京だと 1 時間でできるので心臓手術の前で

もシュミレーションすることができます。このようにスピードが速いということはすごく大切に

なります。 
 もう一つは計算量が多いということが役に立ちます。一度にたくさんの処理が可能になると本

物に近い計算ができます。例えば飛行機の開発で羽の形状であったり、エンジンだったりボディ

のいろいろな形状の開発を可能にさせます。昔のスーパーコンピュータだとそれぞれ別で計算を

して組み合わせることが必要でしたが、現在はまとめてシュミレーションすることができるので、

より現実に近い計算が可能になります。また細かい処理も可能になるので、同じ天気予報を行う

時に２キロ四方で計算していたのが８００メートル四方で計算できるようになります。今まで見

過ごしていたゲリラ豪雨であったり、竜巻の予報をより緻密にできるようになるので、計算量が

多いと言う事にも価値があります。たった２つのことでより大きな、より速い計算が世界中で求

められているという状況があります。京の開発が終わり、実用化されると同時に次の「ポスト京」

といいますか、京の１００倍ぐらいの性能を目指したスパコン開発が日本だけでなくアメリカ、

中国など世界中で検討されています。これからもぜひ継続的な開発が行われたらいいなと思いま

す。 
 理化学研究所計算科学研究機構とは 

 私自身がしている仕事、計算科学研究機構についてちょっとだけご説明します。組織は２０１

０年４月にできました。ミッションとしては「予測の科学を確立する」というもの、科学的に未

来を見通すということを目指して、「京」の運用や「京」を使った研究を行っています。今だい

たい 200 人弱の人が働いており、広報を含む事務部門、「京」の運用を行う運用技術部門、「京」

を使って研究をする研究部門の 3 つによって組織が成り立っています。場所は神戸市のポート

アイランド、神戸空港の近くに建っています。建物は計算機がある計算機棟や我々がいる研究棟

などいくつかに分かれて建っています。当然地震や津波が起こると壊れてしまい困ったことにな

るので、そういった対策もしっかりやっています。コンピューター室は 50ｍ×60ｍは計算機棟

三階、一番上のフロアにあるんですね。この 50ｍ×60ｍの部屋には柱が一本もない建て方にな

っています。これは橋桁の技術を使っているらしいのですが、柱があるとケーブルをつなぐ時に

邪魔になるのでそういった作り方になりました。 
 広報国際室の業務 

 私が所属している広報国際室のミッション

としてはこういったスーパーコンピュータが

どういう風に役立っているのかをお伝えする

ことです。主な業務としてはマスコミを通じ

て幅広く人々にお伝えするという事、それか

らウェブであったり印刷物のコンテンツを使

って発信するという事、それからイベントや

見学者の受け入れを行ったりしています。普
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通の企業で言う広報や宣伝、拡販などいくつかの業務を行ったり、ターゲットも国内と国外両方

でやっております。 
 「京」の説明のまとめに入りますが、「京」はこれから成果が出てきます。我々はスーパーコ

ンピュータによって未来が開かれる、将来が予測できるようになると思っていますので、そこに

ご期待頂ければと思います。そして、日本は「京」でスーパーコンピュータのスタートラインに

立ちました。これからも世界に負けずに開発し、利用し続けていきたいと思いますので、ぜひご

支援いただければと思います。  
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  辛木哲夫さんをお招きして 

 
今までのゲストには、自身のお仕事と同時にライフストーリーも合わせてプレゼンテーシ

ョン形式で紹介して頂いたが、今回は【徹子の部屋】と題し、初の試みとしてインタビュ

ーを行わせて頂いた。通常徹子の部屋は、生まれた時からクロノロジカルにインタビュー

を進めていくが、今回は京のプレゼンをして頂いた後だったので、現在から過去へと徐々

に遡るような順序でお話を伺っていくことにした。 
 
Q. 事前にメールのやりとりをさせて頂いた際に出張で行かれていた、ライプツィヒで開催

された top500 のイベントの内容について教えてください。 
A. スーパーコンピュータの学会兼展示会として世界的に大きなものが年に２回あります。

１つ目が毎年 6 月にドイツで行われる ISC というもので、２つ目が毎年 11 月にアメリ

カで行われる SC(スーパーコンピューティング)というもので、ここで世界中のスーパー

コンピュータに関わる学者や研究者、企業の人々が一堂に会するといった機会です。だ

いたい４、5 日間あるのですが、研究者は研究発表をしたり聞いたり、その隣の大きな

展示会で企業や研究機関がブースを出して自分の製品や研究成果を発表したりします。

その会が開かれる春と秋に top500 のランキング発表があります。どういうものかとい

うと、京やタイタンといったスパコンが同じ計算、ある一定の計算のルーチンをして、

それをどれくらい速く解けるかコンテスト形式で速さを競いあうものです。 エントリ

ーする参加者はすごく沢山あって、というのも、パソコンを 100 台くらいつなげて申請

するところもあれば、京のようなすごく大きなスーパーコンピュータまで様々あるから

です。一方で、企業などには、時に自動車メーカーでは、自社がどのくらいの規模のス

パコンを持っているかを競争相手に知らせたくないと考えるところもあります。そうい

うところは、スパコンを持っていてもあえて申請しないということもあるのですけれど

も、申請しているところだけで世界中に 1 万や 2 万くらいあります。 
 
Q. top500 の中に京以外で日本のスパコンって入っていますか？ 
A. 入っていますね。「ツバメ」という東工大のシステムが日本で二番目に早くて、top500

でも 10 位くらいに入っていました。今改良中で、「ツバメ 2.5」というのがそろそろ発

表されるので、かなりいい順位になるのではないかと噂されています。 
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Q. top500 では、依然アメリカのスパコンが占める割合が大きく、世界一は日本から中国

にシフトしていましたが、それ以外での国際的な IT 業界におけるパソコンの性能や力

関係の変化とかを感じられることはありますか？ 
A. 確かに Top500 はスパコンについてだったんですけれども、もしかしたら IT 全般を表

しているのかもしれませんね。日本が弱ってきて、中国が台頭している。アメリカは相

変わらず一位をキープしている。今ちょっと初めて気が付きましたけれども、IT 全般

にも共通していることかもしれませんね。他に気になっている国として、ヨーロッパは、

自分のところで製造はしないんですけれど、その代り使い方にすごく技術を持っていて、

アプリケーションがすごく優れています。そういう観点から、ヨーロッパというのはや

はり戦略的にいろいろ考えている地域だなと思いますね。 
 
Q. 富士通でスパコン京に携われていた時と、今理化学研究所に勤められているのとで何

か関わり方が変わったことなどはありますか？ 
A. 最初は日本として、スパコンを開発するかどうかという段階で、一生懸命、開発しよう

よという声を上げていた。我々富士通としてもサポートするからぜひスパコンを開発し

ようよというように。次に日本として開発することが決まった後は、それをどこが開発

するかという競争になった。富士通がするか NEC がするかほかの企業がするかという

競争のフェーズになって、その時は富士通が一番優れているんだよということを一生懸

命 PR していた。最終的に富士通と NEC・日立組がすることになってからは富士通の

ことも PR していった上で、スパコンのすごさ、スパコンがどのように役立って日本や

人々の生活を支えるのかということも宣伝していった。それが高じて理研に来たという

経緯があるんですけど、フェーズによって PR のポイントが少しずつ変わっていたなと

は思いますね。 
 
Q. 辛木さんが一つの分野、富士通と理研という同じ分野に関わる仕事をずっとされてい

る理由、一つの仕事を続けることの意義などを聞いてみたいです。 
A. 一番最初に会社に入ると下積みから始まって、なんでこんなことをやらされるんだって

いうことがしばらく続くし、全体像がやっぱり見えないんですね。トップマネージメン

トが何を考えているのかも当然わからないですし、今自分がやっている仕事が結局何の

役に立つのか、最初はわからないところからスタートします。だからはじめはすごく不

安でフラストレーションもたまる。でも仕事をしているうちに徐々に視野が広がり、自

分のスキルも高まってきて、自分の仕事が何に役立っているのかということが少しずつ

見えてきます。会社の全体像の中で自分の仕事がどこに位置づけられ、その仕事をする

ことで会社がこういう風に前進することに関わるのだという具合で。その意味で、私は

もし一つの企業に留まれるんだったら、留まる方がいいんじゃないかなって思っていま

した。それから、会社の中にいて色んな経験をさせてもらったということもあります。
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大学院に行かせてもらい、海外駐在もしたかったんですけど 2 回駐在する機会がありま

した。そういう意味では恵まれた会社生活をしたかなという風に思います。富士通の最

後の 7，8 年はスパコン京の関係をさせてもらって、自分のやっている仕事がテレビに

出るというあまりない経験をしました。それはそれで非常に感謝しています。では最終

的に何故転職したかというと、どうしてもこれをやりたいなっていうのが徐々に芽生え

てきて、その自分がやりたいことと会社の中でできることとのギャップが生じてしまっ

たためです。でも、会社の中にいてもある程度のことはどんどんステップアップしてい

くことによってできるし、一生一つの会社にいるということのメリットもあると思うん

で、私は一つの会社で満足できるんだったら、留まった方がいいと思いますね。 
 
Q. どういう経緯で富士通から大学院に行かれて、どういう勉強をなさっていたのか、また

その経験が会社に戻ってから生きたということがあれば教えていただきたいです。 
A. 大学院は新潟にある国際大学の国際関係学部国際関係学科というところなので、もしか

したら皆さんの勉強と似ているんじゃないかと思うんですけれども、当時は国際関係学

科しかありませんでした。その中で、今でいう国際ビジネスのような勉強をしてました。

大学などでの勉強というのはそれが将来の仕事に直接役立てばもちろんいいんですけ

れども、私の場合大学院での勉強がそのまま仕事に役立ったかというとちょっと疑問で

す。でも、一人でレポートを書く時にどういった題材を取り上げどういう風に書こうか

と悩み、いろいろな人に相談したりあるいは批判されたりしながらなんとか仕上げて完

成させる、という達成感がすごく大切でその経験は仕事にもまさに生かされています。

仕事はチームでやるんですけれども、一人ひとりがそれぞれ目標を立ててチャレンジし

て行って、上司とぶつかり合いながら、あるいはお客さんとぶつかりながら何とか工夫

を重ねて改善して行って達成する、ということを目指すのでそのようなフレームは一緒

だと思います。そういうことを学ぶことができたというのが一番大きかったかなと思い

ます。 
 
Q. 富士通から大学院に行く人はけっこういますか？ 
A. 社内で何人か留学する人がいます。アメリカの MBA に行ったりヨーロッパの公立に行

ったりと様々です。私はたまたま国際大学に行きました。 
 
Q. 辛木さんの意思で大学院に行かれたんですか？ 
A. 大学院に行くこともできるがどうしますか、と聞かれてぜひお願いしますと言いました。 
 
Q. 関西学院の経済学科に進まれたのは、経済が学びたかったからですか？ 
A. 俗にいうエスカレーター校だったからですが、私は記憶するのが苦手で、比較的数学な

どを考えるのが好きでした。それで経済学部にしましたが、そんなに将来のことを考え
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ていたわけではなかったですね。 
 
Q. 経済系の職など他にも色々な選択肢がある中で、富士通を選ばれた理由は何ですか？ 
A. 当時の興味は、先端技術と国際関係でした。アメリカに興味があって、アメリカは進ん

でいるというイメージが強くありました。3 回生が終わってから、1 年休学して半年近

くは ESL に,後半は学部で勉強しました。就職のときの興味も先端技術と国際関係だっ

たんですが、より興味のあった先端技術系の方の就職を考えました。たまたま富士通に

受かって、その時に海外関係がしたいと言って、たまたま海外事業本部に配属されまし

た。 
 
Q. 決めるきっかけは、何かありましたか？ 
A. 自分にとってはその時先端技術により興味があったので、その系統の会社を選びました。

先を読んで決めたわけではなく、興味を優先して選びました。 
 

＜みんなからの質問＞ 
・スパコンでネットゲームができるのでしょうか。 
京はリナックスという OS で動いているので、実現可能ではありますが、ただ国税で作っ

たものなのでばれるとやばいですね…(笑) 
 

・京をつくるのにいくらかかるのですか。 
開発 200 億、製造 400 億、建物・アプリソケーションソフトウェア開発 400 億、合計で

一千億円です。 
 

・「京」という名前の由来はなんですか。 
「京」の名前は公募で決めました。約 2000 件の応募からあってその中から選ばれた名前

でした。｢京｣と応募したのは 2000 人中 5 人ほどいましたね。「京」というのには一京の計

算ができるからという意味のほかに、昔の意味で「大きな門」という意味があるそうです。

理研としては「計算科学における大きな門」という意味を重ねて「京」を選出しました。 
 
・理系科目が嫌いでも理系企業に携わるのは可能ですか。 
富士通では SE(システムエンジニア)に半分くらい文系の人がいますし、文系でもシステ

ムやプログラミングに関わることは十分にあり得ます。何故かというと、理系の人はやっ

ぱりプログラミングの仕組み自体について詳しいというメリットがある一方で、文系の人

は社会・会社の中でどういった仕組みで意思決定が行われて、それをどうやったらコンピ

ュータに置き換えられるかという部分に優位性があると考えられているからです。 
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・３０年前のスパコンと今のアイフォンの性能が同じということに驚きました。性能を維

持しながら利便性を高めることは難しいと思うのですが、京の小型化とはどれくらい難し

いことなのでしょうか。 
現在検討中の京の 100 倍のスペックを持つスパコンもサイズは京と一緒です。同じ規模

(大きさ)でも高性能化してきているということは、ある意味小型化してきているとも言えま

すね。また、それを支えているのは半導体であり、半導体は年に 2 倍のスピードで進化し

ています。10 年前からもうこれ以上技術は進まないと言われながらも、実際現在までどん

どん発展してきました。そのうち形がなくなり、人体に埋め込まれるということが現実と

なる日もそう遠くないかもしれないですね。 
 

・2006 年の時点で非現実的な目標からどういったリーダーシップで動けたのでしょうか。 
まずは、「京」の開発に熱心な政治家の方々が後押ししてくれたことだと思います。特に

尾身幸次さんがプッシュしてくれました。文部科学省も 90 年代に地球シミュレータで日本

のスーパーコンピュータが１位になって以来、日本のスーパーコンピュータの開発が少な

くなっていることを踏まえ、開発を支持してくれましたね。最初は富士通、日立、NEC の

3 社でプロジェクトがスタートしました。富士通組と日立・NEC 組の 2 ツに分かれてシス

テムを作り、後でドッキングするという計画でした。途中で NEC 組は撤退してしまいまし

たが、富士通はトップマネジメントの影響もあり、最先端の技術が他の製品にも使えるは

ずだという思いを込めてスタートしました。スーパーコンピュータ単体では大赤字。これ

はアメリカも一緒ですが、政府と共同開発することで費用を回収していきました。 
 
・通常のパソコンにおいて、CPU 使用率はかなり低くあるべきであると思うのですが、京

の場合、八万個の CPU はどれくらいの使用率で維持されているのでしょうか。 
京の CPU キャパシティは常にほぼフル稼働しています。どのようにプログラムの組み合

わせると効率的にキャパシティを利用できるか、ということを考えるジョブスケジューラ

ーというプログラムを介すので、CPU のフル稼働が実現できています。 
 
・京の建物の防災設備はどうなっているのでしょうか。またなぜ京はわざわざ海辺に作ら

れたのでしょうか？ 
震度６強まで耐えられる免震構造になっています。また、ポートアイランドは５メート

ルかさ上げ＋京は３階にあるということが、津波対策になっています。建設前は約２０か

所が候補地として挙げられましたが、最終的に経済的観点、研究者の方の利便性などの観

点により神戸に決まりました。 
 
・スパコンランキングを見ると、一国が独自に開発している印象を受けましたが、将来国
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と国が共同でスパコンの開発をする可能性はあるのでしょうか。またそのほうが、世界ラ

ンクで上位に位置することができるのではないでしょうか。 
例えば先日記事にも出ていたように、日米が共同でスパコンアプリ開発にあたること

は事実ありますが、国としては独自に開発したいのが本音です。アメリカのスパコン開発

は主に軍事的用途だし、日本としても対アメリカの競争優位性を保ちたい故、独自で開発

していというのが正直なところです。また共同開発されたものがランキング上位に位置す

るという可能性は今のところあまり高くないと思います。 
 
 
＜担当者の感想＞ 
辛木さんのプロフィールを見て、まず班員と疑問に思ったのが、なぜ文系の方が理系の企

業に就職され、京に携わるようになったのかという経緯であり、それを中心に伺おうと考

えていた。授業後にふとおっしゃられていたお言葉、“自分のやりたいことへの志があれば、

限界やリミットは超えられる。”その言葉がとても印象に残った。スーパーコンピュータに、

京に惚れて、営利ではなく、純粋にそのすごさを広報したいという思いにより、最終的に

転職をされるまでのその想い。辛木さんの心の中にある京に対しての熱い志がうかがえて、

なぜ文系の方が理系に進まれたのかという大きな疑問がその時自分の中ですっと腑に落ち

た気がした。辛木さまの京に対する一途な志が、素直にかっこいいなあと思うと共に、自

分もこれほど好きになれる仕事を将来見つけたいと思った。 
担当 森下裕子 

   丸山紗希子 
   行岡千紗子 



 
 

 
 

 

 開講にあたり、以下の諸点に一定の配慮をした。 

 第一に、ビジネスと言ってもたいへん広く、招聘す

る講師の方々の経験されてきた業界をなるべく分散

させるようにした。これによって多様な学生の要望に

なるべく対応できるよう心掛けた。 

 第二に、一つの企業にも様々な機能があるので、

講師の方々が経験されてきた職務についてもなるべ

く広がりがあるようにした。 

 第三に、男女のバランスを考慮し、男性３名（練習

台の筆者を含む）、女性３名とした。 

 第四に、国際関係学部開講科目ということもあり、

講師の方々の海外勤務や留学の経験なども考慮に

入れた。 

 最後に、これが最も重要だが、内容のすり合わせ、

接受、お食事、報告書の確認など一連の運営につ

いて学生が直接講師の方々と連絡を取るような仕組

みにした。人と快いコミュニケーションを取るという基

本中の基本に慣れてもらうことと、学生が主体的に

責任感をもって授業をつくり上げてらうことの２点が

その目的であった。 

2013 年度前期開講 

開 講 の 経 緯 と テ ー マ 設 定  

立命館大学国際関係学部 

「プロフェッショナル・ 

ワークショップ（ビジネス）」 

初年度閉講後の雑感 

講義後の教室風景（中央右が藤森このみ氏） 

事 前 に 配 慮 した 点  

 「ゲストをお呼びする」、「学生が社会に出る前にキ

ャリアや業界などについて考えさせる」という二項目

以外は基本的には自由に作り上げてよいと、太っ腹

な学部執行部から年初に話を受けた。当初は業界

分析を中心に組み立ててゆこうと考えていたが（そし

て執行部もある程度そう考えていたものと推察する

が）、業界の知識や動向などはいつどの時点でも一

人で勉強できるし、それだけをわざわざゲストの方々

に語っていただくのはもったいないのではないかと思

い始めた。 

 ビジネス出身の筆者自身の過去も振り返ってみ 

て、学部３回生の時点で必要なものは、ゲストの

方々と直接コミュニケーションを取って互いの人間理

解を深め、各自が長期的なキャリアを思い描いてみ

ることだろうと思い至った。テーマを「仕事と社会と

私」と設定したのは、仕事に従事する人々は日々こ

の三者のせめぎ合いを経験されているという認識か

らだった。 

 この報告書は、ゲストの方々にこの三者のせめぎ

合いが大学卒業以降どのように変化していったかを

伺い、学期末の課題としてまとめたものである。ご笑

覧いただきたい。 

  

国際関係学部 講師 中川 亮平  
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て業界動向や企業研究などを行い講義前に共有し

てはいたが、それをメインテーマとしなかったため、

蓄積された知識は限定的だったかもしれない。どう

か補完的に各自研究に励んでいただきたい。  

 この講座の反省点として、講師の方々が歩んだ

キャリアの背景や価値判断など内面的なことに迫

ったがゆえに、具体的な業務そのものに割く時間

が限られたことが挙げられる。学生が事前準備とし 

業 界 研 究 や 業 務 そ の もの に 十 分 に 時 間 を 割 けな か っ た こ と が 反 省 点  

成 果 は 講 義 に よ る感 化 、 学 生 の 熱 意 、 講 師 との 相 互 理 解  

 良かったことを挙げれば、何よりも講師の方々の

お話が全て（ほんとうに全て！）刺激的で示唆に富

んだものだったことである。学生のみならず、筆者

にとってどれも強く印象に残るお話ばかりであっ

た。内容については各報告書に委ねる。 

 学生が講師たちからさまざまな影響を受け、将来

のことについて考えるきっかけとなったことも収穫

だった。多くの学生の将来への考え方が、学期末

の時点で以前よりも具体的になっていたり、あるい

は積極的に行動に移そうとしていたりした。留学や

新たな勉強、インターンや社会活動などへ新たに

取り組む姿勢などが見られた。 

 また、予想をはるかに上回り、初回から学生たち

はオーナーシップを感じながら工夫を凝らして講座

全体をつくり上げていった。「ワークショップ」という

タイトル通り、参加者がみな積極的に発信してい

た。その熱意が伝わったのか、今回の講師の方々

がいずれも立命館や国際関係学部のファンになっ

て帰られ、学生たちと再会したいと望んでおられる

（幾分筆者の憶測も入っているが、嘘ではないだろ

う）。学生たちの積極性は学期末まで継続し、自己

分析を行うための合宿まで行われた。  講義後の食事風景（右側手前から３人目が佐藤牧子氏） 

してほしい。そのためには、月並みだが、日頃から

よく勉強して見聞を広げ、人との出会いを大切にし

てほしい。見聞を広めることと多様な人々に出会うこ

とでこそ、自分の価値判断の準拠点を確かめられる

からだ。 

 一方で、今回履修した学生たちは、ゲスト講師たち

の異なるキャリアの根底にある共通したものの見方

に気付いていると思う。いずれの方々も、これまで

得てきたスキルや見識などを社会にどう役立てるか

を念頭に、随所で意思決定をしてこられた。 

 貴重なヒントをいただいたと思う。これを得られた

のは、今回履修した学生たちの功績である。個人が

どう社会と関わるかという根源的かつ立ち入った話

に触れるために、つまり「氷山の底に見えない本質

的な部分」（佐藤牧子氏）に迫るために、学生たちは

「パンツを脱ぐ勇気」（児玉教仁氏）を持って交流を

図った。みな将来に渡り、「おかげさま」（龍治玲奈

氏）の心構えでこれを繰り返してゆくことと思う。  

 閉講し振り返ってみて再確認したことは、キャリア

を考えるうえで型にはまった尺度などないというこ

とだろう。仕事内容、取り組み方、生活環境や考え

方など、いずれも千差万別である。だからこそ学生

には、周囲やメディアの雑音に惑わされず、自らの

価値判断で来るべき幾多の岐路で最善の選択を 

千 差 万 別 の 根 底 に 共 通 す る 「 個 と 社 会 の 関 わ り 方 」 

講義風景（左が辛木哲夫氏） 
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