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The Keio Program for Leading Graduate School will cultivate a new generation of doctoral students capable of elucidating solutions
for deeply interrelated issues facing Japan and the post-modern world: “creating new social mechanisms”, “building a new industrial
structure”, and “establishing the concept of Quality of Life (QoL)” for the development of our super mature society.
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As its birthrate falls and its society ages at an unprecedented
pace, Japan is experiencing a decline in its national power vis-àvis other countries that is in parallel with its shrinking population.
At the same time, Japan’s overseas influence continues to wane.
If Japan is to maintain and enhance its presence amid these
trends, particularly given the expected arrival of a “super mature
society” in the 21st century, it must cultivate first-rate individuals
who simultaneously possess an international perspective and
creativity founded on deep thought and broad knowledge.
Launched with the goal of developing international leaders,
the Program for Leading Graduate School (PLGS) has entered
its fourth year. Its first group of graduates will begin to make
their way in society in 2017.
To the research assistants (RAs) in the program, I say this: I
hope to see all of you make a good start by striving to become
role models, not only for those who will be coming through the
program behind you, but also for boys and girls who also dream
of one day becoming leaders in the world’s various fields. Of
course, regardless of how talented you are, you will leave the
program as young people who have yet to experience the real
world. Nationally-led industry-academia-government will
provide essential support for you. However, even before this,
each one of you must make unceasing efforts to further enhance
your own value and become a “self-starter” who autonomously
finds challenges and achieves goals. It is important for you to
remember that this program is neither an objective nor a goal. It
is merely the start of your path toward international leadership.
Speaking personally, I believe the largest hurdle facing
today’s Japanese is “an extreme lack of young people who can
confidently look people from other countries in the eye and who
can debate issues and make their points in a non-combative
manner.” What is important here is the ability to understand the
viewpoints of people from other cultures and to discuss issues
with them with his or her own spirit. This takes not only language
ability but also the skills and scholarship needed to maintain
one’s position in the face of opposition as well as a firm grasp of
one’s identity as a citizen of Japan. I believe that those people
who possess these qualities are the ones capable of becoming
“global human resources.”
When it comes to such “skills and scholarship,” all of you are

Contents
Expectations for Students
in the Program for Leading
Graduate School
リーディング学生への期待 —1

Efforts as an Exit Strategy
出口戦略としての取組——— 2

My Career Path
Understanding for the Global
Stage
グローバルへの理解
〜 My Career Path 〜— — 3

No. 24

慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラムは複合的に絡み合うテーマ「新しい社会の仕組み作り」、
「新しい産業構造の構築」、
「新
しい社会における QoL のあり方の確立」に解決の糸口を見出し、超成熟社会の発展に貢献できる、次世代の博士人材を育成するために誕
生しました。

Science for
Development of
Super Mature Society

超成熟社会発展のサイエンス

2015 July

葛目 薫

丸紅株式会社 監査役、PLGS ボード会議メンバー

史上例を見ない急速な少子高齢化の下、
世界の中での日本の国力は人口減と並行し
て縮小しており、海外での発言力も小さくな
りつつあります。21 世紀の来るべき「超成熟
社会」に於いて、少子高齢化した日本がそ
のプレゼンスを維持・向上させて行くには、
国際的な視野と深い思考・広い学識に基づ
く独創力を兼ね備えた優れた個の育成が不
可欠となります。
世界を牽引するリーダー人財の育成を目指
してスタートした当プログラムも 4 年目を迎
え、
再来年には第一期生を社会に輩出します。
RA の皆さんには、後に続く後輩のみなら
ず、将来、世界の様々な分野で、リーダーと
しての活躍を夢見る少年少女たちの憧れの
存在になるべく、良いスタートを切って頂きた
い。勿論、いくら優秀であっても、プログラ
ムの出口では、皆さんは未だ社会経験のな
い若者であり、
国を挙げた産学官のバックアッ
プは必要不可欠ですが、その前に、一人ひと
りが自ら課題を見つけ、目標に向け取り組ん
で行く「セルフ・スターター」タイプの人間と
なり、自分自身の更なる価値向上のため、不
断の努力を続けて頂かなくてはなりません。
当プログラムは、目的でもゴールでもなく、
あくまでも世界のリーダーへのスタートである
ことを改めてご認識頂くことが重要です。
個人的意見として、現代の日本人の最大の
課題は「外国人の目を堂々と見つめて、喧嘩
することなく議論し、論破できる若者が極端
に少ない」ことだと思います。言語力のみな
らず、これだけは誰にも負けないというスキ
ルと学識、そして日本人としてのアイデンティ
ティをしっかり持ち、ぶれることなく異文化
の相手の話を理解し、議論を進めることが
重要であり、それが出来る人こそグローバル
人財となり得るのではないでしょうか？
皆さんは、
「スキルと学識」については、
既に当プログラムで幅広い専門知識・語学を
修得しつつあります。今後は、それをベース

continuing to acquire a broad range of expertise and language ability through the
program. I urge you to use the fruits as a foundation for considering for yourselves what
you must now do to become an international leader and for taking steady and ambitious
steps toward becoming a true asset for the world. I have great expectations for you all.

に、世界のリーダーとなるために自らが今為すべきことは何
か、自ら考え、高い志を持って着実に取り組み、真のグロー
バル人財の魁となって頂きたいと思います。大いに期待し
ています。

Efforts as an Exit Strategy
出口戦略としての取組
Since we have started in FY2012, the Keio Program for Leading Graduate
School (PLGS) has been cultivating highly educated doctoral students who are
trained to possess their strong foundation of first major research fields along with
human strength and a broad perspective of view and vision. Under a double degree
system in which students earn the first major and second major master degrees,
PLGS has been established to provide a small group of students with a five-year
mentoring system with mentors from industries. After adopted in the spring of
FY2012, the 1st-year class of our students will graduate and be expected to work
in one and half year. When we had an interview session between these students
and those who came from human resource departments of some of Japanese major
companies, the students were highly regarded, as exemplified by voices, e.g., “We
would like to hire them now”, “They are the ones that we wished to hire but we
could not before” and “They are global human resources.”
Although we made such our efforts to cultivate our students, PLGS has not yet
widely been recognized in our society. Moreover, as an exit from PLGS, we are
expecting our students to be able to work in industries, international organizations,
or new project sections, oversea project sections or planning sections of national
and local administrative bodies. However, issues on jobs for our students have
hardly been discussed.
As shown in tables and an article below, we are now actively making efforts to
promote our PLGS in industries and other public sectors since the second half of
FY2014.
Public Relations 広報
年月

Date

2014.11.1

2015.2.18

2015.3.5

2015.5.15

2015.5.28

2015.9.15

2015.12.4
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本プログラムは、2012 年度に本格的に活動を開始
して以来、主専攻の枠を大きく超えた副専攻修士号
の取得による主・副ダブルディグリーの取得、及び産
業界等からの 5 年間に亘る小グループ高密度のメン
タリング指導という従来に無い革新的な教育システム
の下、骨太の主専攻の上に、人間力と俯瞰力が備わ
った高度博士人材の育成に励んできました。以来、4
年有余が経過しました。早いもので、2012 年度春に
採用された１期生は、あと１年半程（2017 年４月）で
社会に輩出されます。昨秋実施した、日本の大企業
の人事担当者と学生との面談の結果、今すぐ採用し
たいくらいだ、今まで採りたいが採れなかった人材で
ある、グローバルに戦える人材が育っている等、高
い評価を頂いているところです。
しかしながらこれまでは育成に追われ、社会への
浸透が浅く、また、修了生の出口は、産業界、国際
機関、国・地方の行政体の新規事業部門、海外事業
部門や企画部門等の新たな領域を期待していますが、
その議論はほとんどなされていません。
このため、昨年度後半から産業界を中心に、下記
の広報活動を展開して、その浸透を図っているところ
です。

－ Events イベント －
広報活動の場

Place

大企業人事担当者との意見交換；
場所：慶應義塾大学

Exchange of views with HR professionals from large companies
at Keio University
日本経済団体連合会（以下、経団連）本部事務局に説明；
場所：経団連会館

A public relation at Keidanren office
経済同友会事務局に説明；
場所：同友会事務局

A public relation at Japan
Association of Corporate Executive
富士通フォーラムへの来場客に紹介；
会場：東京国際フォーラム

A public relation at Fujitsu Japan Forum
経団連産学官連携推進部会で説明と意見交換
会場：経団連会館

A public relation at Committee on Industrial Technology, Keidanren
2015 年度機械学会年次大会特別行事企画で講演（北海道大学）
A workshop at an annual meeting of the Japan Society of Mechanical
Engineers at Hokkaido University in 2015
2015 年度シンポジウムで紹介
会場：東京国際フォーラム D1 ホール

A symposium of the Keio PLGS
at Tokyo International Forum Hall D1 in 2015

概要

Contents
日本を代表する企業 5 社の人事担当者と、本プログラムで育成された学生との意見交換を
実施した。その結果、企業が期待した学生が育成されていることを確認できた。

経団連を介して組織的に産業界に紹介することを持ちかけた。
今後、委員会やイベント等の適当な場で、会員企業に紹介させてもらうことを合意。

経済同友会を介して組織的に産業界に紹介することを持ちかけた。
新年度は、体制が大きく変わることから、再度仕切りなおして説明を予定。
「グローバル時代の人材育成」をテーマに、セミナー・パネル討論を富士通（株）が開催。
モデレーター（富士通）とパネリスト 3 人（文部科学省、立命館大学、本学）の体制の中で、
本プログラムの特徴と実績を紹介。
産業技術委員会の企業 15 社が参加。文部科学省、大阪大学、お茶の水女子大学と共に
取組状況を説明。本学から 2 人の学生が同席し、育成状況を紹介。
この優れたプログラムが持続するよう、産学官連携を深めることに合意。
「機械工学が関連するグローバル教育」をテーマに、東京大学、東京工業大学、
大阪大学、早稲田大学、本学のリーディングプログラムが合同でワークショップを開催。
本プログラムの学生は、5 年間・毎週土曜日に開講されるメンターゼミを中心に、産業界
との長期に亘る強い連携の下で育成されてきた。産業界の現役部長クラスからなるメンタ
ーの方々に、育成された学生について、大いに語って貰う。会場には、企業の人事担当者、
新規事業部門の関係者等に幅広く参加を呼びかけ、大きな宣伝の場とする予定。

＜メディアを介した広報＞
本プログラムのホームページ（http://plgs.keio.ac.jp/）からの情報発信に加えて、下記の通りメディアを介した広報も展開しています。
Public Relations 広報 － Media メディア －
年月

広報活動の場

2015.6.11

経団連タイムス No.3227
（毎週発行）
（下記参照）

Date

Contents

5 月 28 日の経団連産学官連携推進部会における説明と意見交換の内容が、

経団連タイムス（毎週木曜日発行）に掲載された。
経団連のホームページを介して下記タイトルで、広く周知された。
「グローバルに活躍する博士人材の育成について
－各大学の先進的な取り組みを聞く／産業技術委員会産学官連携推進部会」

Keidanren Times
（See below）

http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2015/0611_06.html

日経ビジネス（毎週発行）

2015.7.31 発行
（8 月 3 日号）

本プログラムのメンターゼミを中心とするグループプロジェクト演習の活動状況を取材。
コーディネーター、メンターと学生にインタビューした結果を 2 頁に渡り掲載予定。

Nikkei Business
出版

2015.9
2015.10

概要

Place

世界 5 大学学長フォーラム（3 月）での議論や本プログラムの特徴を掲載して出版

A book
朝日新聞出版；別冊・ムック

本プログラムで活動する学生を中心に、8 月のサマーキャンプを含めた活動状況や
学生の声、育成するメンターの声等を掲載予定。

AERA MOOK

（RA1 期生の長尾君が発表）
A presentation by Mr. Nagao, our 1st-year class of a RA at Keidanren, Japan.

My
Career
Path
私のキャリアパス

Understanding for the Global Stage
グローバルへの理解〜 My Career Path 〜

Masataka OTA
Chief Consultant, Consulting Dept., MICE Strategy Office, Japan Tourism Marketing Co.

太田正隆

W

株式会社 JTB 総合研究所 主席研究員 MICE 戦略室

hen I was a student, a senior of mine said, “Why don’t we organize an
international conference?” I had no idea what such an undertaking entailed.
However, with this one invitation, it became my job to consider and be closely
associated with the purposes and reasons, significance, and mechanisms behind the
gathering of people. People do not gather without meaning or purpose. And they do
not move unless they have a reason. From the beginning of recorded history, we
human beings obtained the food we need by hunting prey, leading nomadic lifestyles,
and then farming, which made self-sustainable living possible. People, goods, and
information were exchanged and cities were born as a result of trade and other
interactions between nomadic and agrarian societies. When lifestyles and customs
diversified and cultures and civilizations became intertwined as ethnic groups moved

学

生の頃に「国際会議をやらないか」と先輩から
誘われた。
「？」
という大きな疑問。この一言から、

人が集まることの目的や理由、意味や意義、仕組み等
について考え寄り添うことが仕事になった。人は目的も
意味もなく集まることはない。また、理由もなく移動す
ることもない。有史以来、獲物を追う狩猟や遊牧生活
から、自給自足可能な農耕生活をすることで食糧の調
達が可能になった。遊牧社会と農耕社会との交易等に
よりヒト・モノ・情報が交換され都市が生まれた。情報
や物資の調達や交換等、民族の移動と共に生活や習
慣も異なり、文化や文明も複雑に絡み合ってくると、意
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to acquire and exchange information and goods, an important means of achieving
mutual understanding was “language.”
The 42nd G7 summit (a convention of leaders of major industrialized nations)
will be held in Japan at Ise-Shima in 2016. The participants will be Japan, the
United States, the United Kingdom, Canada, Italy, Germany, France, and the
European Union. The official languages will be Japanese, English, French, Italian,
and German. With simultaneous interpreters rendering the proceedings into each
language, the summit will serve as a venue at which world leaders will strive to
achieve mutual understanding and discuss global issues. The work of preparing for
international conventions like the G7 summit, handling their on-the-day operations,
and, on the travel side, arranging necessary accommodations and transport is
precisely the kind of “organization of an international conference” that my
university senior was talking about. It forms an occupational field known as
“MICE.” While once rare in Japan, it now covers a broad range of activities—
ranging from consulting on basic concepts and making preparations for bringing
people together to the handling of actual day-to-day operations—and has become
quite well known. In addition, it includes “support for the exchange of people,
goods, and information” through planning and operation needed for the holding of
“exhibitions” (i.e., business meetings and international trade fairs) in large
exhibition halls. And it also consists of support for “corporate meetings” on sales
and marketing strategy that private companies hold to develop their international
business, and for the invitation of overseas sales staff (i.e., “incentive travel”).
Due to technological advancements, our world has become smaller. We live in
a time when people, goods, and information move with amazing speed and
complexity. It is an age when the people who excel globally as leaders in their
various fields, as well as the people and functions that assist and support them in
diverse systems, must have a deep understanding and detailed knowledge of not
only language but also international sensitivities, knowledge, customs, and culture.
In international meetings and events, I have happened to listen to opinion
leaders of politics and industries from many different countries. These leaders
possessed an incomparable human charm. Therefore, it will be my continuing
support to create an opportunity for PLGS students where, as protagonists, they
earn knowledge and skills to cope with our super mature society and achieve
human development with dignity and grace through exchanges with many people.

思疎通に重要な役割を果たすひとつが「言葉や文字」で
ある。
2016 年に伊勢志摩において、42 回目の G7 サミット（先
進国首脳会議）が日本で開催される。参加国は日本、ア
メリカ、イギリス、カナダ、イタリア、ドイツ、フランス、
EU である。使われる公用語は、日本語、英語、フラン
ス語、イタリア語、ドイツ語である。同時通訳者がそれ
ぞれの言語を訳すことで世界の首脳同士が意思疎通を
図り、世界について語る場である。サミットに象徴され
る「国際会議（Convention）
」の準備や当日の運営、旅
行部門では宿泊や輸送等を仕事として行うことが、まさ
に先輩が言っていた「国際会議をやらないか」であった。
日本ではまだ珍しい職業であったが、今では誘致のため
の基本構想、準備のコンサルティングから運営まで手広
く行い、かなり知られてきた職業分野（MICE）である。
他には、大規模な展示会場で行う商談会や国際見本市
（Exhibition）を開催するための企画や運営を通じて「ヒ
ト・モノ・情報の交流支援」を行い、民間企業が国際展
開するための販売やマーケティング戦略等に関する会議
（Corporate Meeting）や海外販売スタッフの招聘（報奨
旅行・Incentive Travel）の支援も行う。
技術革新により世界は更に狭く、瞬時にまた複雑にヒ
ト・モノ・情報が動く時代になった。各界のリーダーとな
ってグローバル世界で活躍する人と、これらの人や各種の
仕組みの中で支援し支える人や機能も、言葉だけではな
く国際的なセンスや知見、習慣や文化への深い理解と造
詣が必要である。
国際会議や国際的なイベント等の場において、世界各
国の政治や産業界のオピニオンリーダーの話に接する機
会があったが、人間形成上比類のない魅力を併せもって
いる。PLGS の学生がやがて主役となる成熟社会におい
て自律的に難問に立ち向かっていけるよう知識や技術だ
けではなく、多くの人々との交流を通じて人間形成に厚み
が増すような機会が創出できるような支援をしていきたい。
注）MICE

Note: MICE
MICE is a word coined from the initials of Meeting,

Incentive tour,

Convention

Meeting（会議・研修・セミナー）
、Incentive tour（報奨・招待

It refers to one segment of the business travel

旅行）
、Convention または Conference（大会・学会・国際会

industry. Because MICE involves not only large one-time movements of people but also

議）
、Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語で、ビジネストラ

greater participant spending than ordinary tourist travel, the number of countries and

ベルの一形態を指す。一度に大人数が動くだけでなく、一般の観光

regions that seek to attract it is growing. This also applies to Japan, where MICE is

旅行に比べ参加者の消費額が大きいことなどから、MICE の誘致に

linked to national inbound tourism promotion measures, and where local governments

力を入れる国や地域が増えている。日本でも、国のインバウンド振興

are engaged in increasingly vigorous overseas-oriented efforts to attract it.

策に連動し、自治体による海外向けの誘致活動が盛んになっている。

(or Conference ), and Exhibition.

事務局より
手探りで始まりながら、一歩、一歩前進して来た本プログラム
も 4 年目を迎えました。本プログラム独自の MMD システムに
沿って、1 期生は 9 名全員が無事に副専攻での修士学位を取
得し、主専攻の博士課程に進学。2 期生も副専攻修士に進学
致しました。3 期生も先輩の背中を見て、着々と副専攻への進
学準備を進めています。そしていよいよ、来年度は 1 期生のプ
ログラム修了の年。出口に向けて一層の努力が必要になると思
いますが、今までの様々な経験で得た、主専攻を骨太の柱とし、
副専攻や GPE、
「水飲み場」の交流で得た広い視野と俯瞰 力
を武器に、一層の飛躍を期待しています。
（高木衣美）

慶應義塾大学
博士課程教育リーディングプログラム
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