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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。

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.

Preparing for an International Career
in Today’s Global Economy
今日の世界経済を担う国際キャリアへの備え

Odd Per BREKK

Director, Regional Office for Asia
and the Pacific International Monetary Fund (IMF), Tokyo, Japan

オッド・パー・ブレック 国際通貨基金アジア太平洋地域事務所所長（東京）

The world economy is becoming ever more
interconnected. We all know this, and we are reminded
every day. Just think of how the shelves in stores around
the world are ﬁlled with products from other countries.
Or, in fact, how those products are no longer necessarily
made in one country – but instead consist of parts from
several countries assembled via “global value chains.”
Greater interconnectedness can be a good thing.
The liberalization of trade has been a major driver of
global prosperity in the post-World War II era. Similarly,
the development of international capital markets –
encouraged by deregulation, innovation, and
technological progress – has led to substantial efﬁciency
gains.
But greater interconnectedness can also pose
challenges. Consider how developments in small and
far-away Greece are causing concerns in Asia, or how
expectations of an eventual move away from near-zero
interest rates in the US are leading Asian policy makers
to prepare for the spillovers to their domestic economies.
The International Monetary Fund plays a central
role in the international community’s efforts to make
globalization work for all. Its founding charter assigns
the IMF speciﬁc goals in this regard: promote
international monetary cooperation and exchange rate
stability; facilitate balanced growth of trade; provide
ﬁnancial support to countries; and assist with poverty
reduction.
The IMF’s mandate set out at the Bretton Woods
conference in 1944 remains as relevant as ever. During
the Great Depression of the 1930s, countries sought to

世界経済がかつてないほど相互の結びつき
を深めていることは、誰もが日々実感してい
るとおりです。小売店の棚にはどれほどの外
国製品が並んでいるでしょうか。しかもその
製品は、一国の産物ではなく、各国から寄せ
集められたいわゆる「グローバル・バリュー・
チェーン」の産物であることを想像してみてく
ださい。
各国間の相互関連性が深まるのは良いこと
です。貿易の自由化は、第二次世界大戦後
の世界の繁栄において重要な推進力となって
きました。同様に、規制緩和、イノベーショ
ン、技術の進歩により国際資本市場は発展し、
大幅な効率向上が可能になりました。
しかし一方で、相互関連性の深まりは新た
な課題をもたらす可能性もあります。遠く離
れた小国ギリシャをめぐる動きがアジアで懸
念を招いている一方で、米国の事実上のゼ
ロ金利政策の段階的解除に対する期待から、
アジアの政策立案者らが自国経済への波及
効果に備えていることを考えてみてください。
国 際 通 貨 基 金（IMF） は、 グローバリ
ゼーションを実現するための国際社会の取
り組みにおいて中心的役割を担っています。
IMF の基本綱領には、国際的な金融協力
と為替相場の安定性の促進、バランスのと
れた貿易の拡充、財政支援による貧困の削
減、というグローバリゼーション実現に際し
ての具体的な目標が明記されています。
1944 年のブレトンウッズ会議で定められた
IMF のマンデート（責務および権限）は今で

shore up their economies by raising barriers to foreign trade,
devaluing their currencies, and curtailing their citizens’ access to
foreign exchange. These attempts proved to be self-defeating. World
trade declined sharply, and employment and living standards
plummeted. While the global ﬁnancial crisis that started in 2008 has
thankfully been less severe, it has again underscored the relevance
of the IMF’s mandate of supporting open and stable economies,
and indeed the need for an organization of its kind.
To manage the new interconnectedness, and ensure that the
beneﬁts outweigh the costs, the IMF needs professional staff with a
broad perspective. While the IMF staff consists mainly of
economists, with strong founding in macroeconomics and ﬁnance,

も適切なものとして存続しています。1930 年代の大恐慌時代、
各国は外国貿易への障壁を張り巡らし、通貨切り下げを行い、
国民の外貨利用を制限することで、自国経済を立て直そうと
しました。結局こうした試みは自滅行為となり、世界貿易の急
激な低迷、雇用水準や生活水準の下落を招きました。2008
年に端を発する世界金融危機は幸いそれほど深刻にはなりま
せんでしたが、一方で、開かれ安定した経済を支えるという
IMF のマンデートの持つ妥当性、そしてまさにこうした組織
の必要性自体が改めて明確になりました。
この新たな相互関連性を管理し、コストを上回るメリットを
確実に実現するために、IMF は広い視野を持つ専門スタッフ
を必要としています。IMF の職員は、マクロ経済学や金融に

Toward a Technologist of a New Era
新時代のあるべき科学技術者を目指して

RA
より

Yoshitaka ABE
安部 義隆

Research Assistant

博士課程教育リーディングプログラム 修士 1 年 経済学研究科（副専攻）
（修士（工学）
）

Deepening science and technology along with social application
was my dream in my high school and undergraduate days. Thanks
to this program, I have been spending dream days, in which I am
now studying economics as the second major with researching
robot control as the first major.
In the second-major research, I focus on economic effect of
robotics for my master thesis. I aim at quantitation of a social
importance in my first-major research through macroeconomic
simulations of introducing robot technology.
I consider that this research has a possibility to be extended
from robot to respective technologies in various fields. I will
pursue the technologist of a new era who predicts dynamics of
society, estimates the effect of technology based on economics and
proposes a solution based on science and technology. While social
importance of researching science and technology is doubted
recently, it is my pleasure if this trial will become a key for leading
the next-generation technology progress.
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理工学の深化と社会応用の両立を夢見て高校、学部
時代を過ごしてきました。本プログラムのお蔭で主専攻
であるロボット制御の研究を続けながら副専攻の経済学
を学ぶという、長年思い続けてきた「夢」の日々を送ら
せて頂いています。
副専攻の研究では、
「ロボットの経済効果」を現在テ
ーマとして取り組んでいます。ロボットの導入効果をマク
ロ経済学的にシミュレーションすることで、自分の主専
攻での研究の社会的重要性の定量化を目指しています。
私の副専攻の研究は、将来的にロボットのみならず
科学技術研究全般も適用対象に展開しうると考えていま
す。
「経済学に基づき社会の動態変化と技術の導入効果
を推計し、理工学に基づくソリューションを提供する」、
新たな社会設計者としての科学技術者を目指していく所
存です。科学技術研究の社会的重要性が問われている
昨今、この試みが今後の科学技術の進歩を先導する一
助となれば幸いです。

they cannot work with their specialist skills alone. They also need
general skills, such as an understanding of the history and politics of
member countries, as well as expertise in leadership, communication,
and negotiation. The IMF’s work evolves with developments in the
global economy, requiring our staff to adapt to new challenges
throughout their careers. We expect our staff to be knowledgeable
not only about speciﬁc issues but also to understand the “big
picture” and be able to “connect the dots.” Japan is an important
IMF member country, and as an institution we want to see more
Japanese staff. Keio University’s Program for Leading Graduate
School, with its focus extending beyond specializations, contributes
towards developing candidates with the characteristics needed.

強い経済学者が中心となっていますが、専門能力だけでは仕
事はできません。歴史や政治的背景を含めた包括的な加盟
国への理解ならびにリーダーシップやコミュニケーション、交
渉といった専門的な技能も必要です。IMF の職務は国際経
済の発展とともに進化しており、職員には、限局された事項
だけでなく「大局的な視野」に立ち「点と点をつなげる」こと
ができる適応性と豊富な知識を兼ね備えた人材となることが
求められています。IMF にとって日本は重要な加盟国であり、
日本人職員を増員したいと考えています。俯瞰力の育成に力を
入れている慶應義塾大学主導の博士課程教育リーディングプ
ログラムは、私たちの求めている人材の育成に貢献するものと
考えます。

Beyond the Plastic Boundaries
不必要な区別を超えて

RA
より

Hiroto SAWADA
澤田 寛人

Research Assistant

博士課程教育リーディングプログラム 修士 1 年 経済学研究科（副専攻）
（修士（政策・メディア）
）

It seems quite clear that every field of science has something in common
with another field. These common points are often shared by a pair of
disciplines that tend to be seen completely irrelevant. This implies that the
border between “arts” and “science” is no more than a boundary made for
purpose of convenience.
We, research assistants (RAs) in the Program for Leading Graduate School
(PLGS), can easily realize that the above understanding is true. I have majored
International Relations since I entered the undergraduate program. After
completing my “first” master’s program, I did join the Graduate School of
Economics and began to learn the game theory. Highly abstract and simple
mathematical models are helpful when we try to analyze social phenomena
that are outcomes of extremely complex processes, although some might think
paradoxical.
As an influential article elaborated by a political scientist and an evolutionary
biologist whose disciples are probably seen “irrelevant” has stirred active
debate and contributed to further understanding of human behavior, RAs’
diverse backgrounds give us opportunities for valuable collaboration between
different fields of science. Those intellectual interactions cannot be achieved
unless we have a deep insight into our own field. Hence, after all, we have to be
a “specialist” when we try to become a “generalist” and vice versa. I do hope
that we, RAs in PLGS, will be able to exemplify this “specialist-generalist”
complementarity.

あらゆる学問分野の間に、何らかの共通点が
あるといっては大げさでしょうか。
「文系」や
「理
系」などという区分はあくまでも便宜的なもので
あり、一見関係が無さそうな領域の間にも、た
いへん重要なつながりがあることも少なくありま
せん。
私たちのプログラムでは、上の認識が間違い
でないことを心から実感できます。私は主専攻
で国際政治学を専攻しており、今年度は副専攻
として経済学研究科でゲーム理論を学んでいま
す。逆説的なようですが、高度に抽象的な数理
分析は、この上なく複雑な社会の現実を切り分
けるために、実はたいへん有用な道具となり得
るのです。
かつて国際政治学者と進化生物学者の共同
研究が多くの人や学問分野に影響を与えたよう
に、このプログラムで多様な学問的背景をもつ
仲間と学ぶことで、
「真のスペシャリストたらんと
すれば、真のジェネラリストたれ、真のジェネラ
リストたらんとすれば、真のスペシャリストたれ」
という理想に、少しずつ近づいてまいりたく存じ
ます。
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Entering the Graduate School of Economics
副専攻（経済学研究科）に進学して

Yuki NAKAMURA

RA
より

中村 雄輝

Research Assistant

博士課程教育リーディングプログラム 修士 1 年 経済学研究科（副専攻）
（修士（社会学）
）

I have always pondered about what my place in the world was
and how I was related to other people. In other words, I was (and
still am) trying to figure out how to live a meaningful life while

My
Career
Path
私のキャリアパス

W

ているのかについて熟 考していました。言い 換えると、
どのようにして他人と触れ合いながら自分なりに意味のあ

It’s All About People!
人こそすべて！

Kurt DEKETELAERE

Professor
Secretary-General of the League of European Research
Universities (LERU) and Professor of Law at the University of Leuven, Belgium

クルト・デケテレール

hen I graduated in law in 1989, my Alma Mater, the
University of Leuven in Belgium, offered me an assistant
professorship in Environmental Law. I accepted and embarked on
the writing of a PhD in Law, which I obtained in 1995. My PhD
(experience) was a very traditional one: producing a magnum opus
in solitude, making me a top expert in a specific issue (EU
Environmental (Tax) Law and Policy), and opening the door for a
lifelong academic career. PhD training and in particular the
development of non-academic skills was completely absent in the
early nineties. One had to acquire and develop personal and
professional management skills through personal initiatives. All
this very much in contrast with the innovative doctorale training
which is nowadays standard practice, not only in the EU, but also in
Japan, as proven by the “Science for Development of Super Mature
Society Program” of Keio University. That exemplary PhD
program offers PhD students a perfect training in academic and
non-academic skills, preparing them for leadership positions in the
future Japanese society. For 15 years (1989-2004), I developed, at
home and abroad, a broad range of academic activities in the field
of environmental, energy and climate change law: teaching,
research, consulting, continuing education, conferences, seminars,
books, journals, loose-leafs, etc. Thanks to these, I got promoted to
associate professor (1999), professor (2001) and full professor
(2004), and completed as such a fast track academic career by the
age of 38. Unlike my PhD, most of those activities were team
efforts: I became more and more an academic manager, attracting
research funding, hiring researchers, managing staff members,
4

私は以前から、自分が世界の人々とどのように繋がっ

博士、ヨーロッパ研究大学リーグ（LERU）事務局長、
ルーヴェン大学（ベルギー）法学部教授

私

は 1989 年にベルギーのルーヴェン大学法学部を卒業した際、母校か
ら環境法の助教にならないかと声をかけられました。私はこれを受け、

法学博士号の論文執筆に取りかかり、1995 年に博士号を取得しました。私
の博士号（博士課程での経験）はきわめて伝統的なもの、つまり一人で大作
に取り組み、特化した 1 つの問題（EU の環境（税）法と政策）に関する専
門家になり、生涯にわたる研究者としてのキャリアをスタートさせるというも
のでした。90 年代初期には、博士人材の養成教育、特に学問的な面以外
のスキルのトレーニングは全く行われていませんでした。対人的・専門的なマ
ネジメントスキルは学生が自主的な活動を通じて自ら習得するしかありません
でした。これは今日 EU で標準となっている革新的な博士課程教育とは対
照的です。日本でも、慶應義塾大学の「超成熟社会発展のサイエンス」プ
ログラムなどにこの革新的アプローチが取り入れられています。慶應義塾大
学のこの模範的な教育プログラムは、博士課程の学生たちに対して学問的
なスキルとそれ以外のさまざまなスキルを身につけさせ、将来の日本社会の
リーダーを育てることを目指しています。
私は 15 年間（1989 ～ 2004 年）、国内外で、環境、エネルギー、気候変
動に関する法律の分野で幅広い学問的活動を行ってきました。教育、研究、
コンサルティング、生涯教育、会議、セミナー、書籍、学術誌、論文集な
どに携わる毎日でした。そのおかげで、1999 年に准教授、2001 年に教授、
2004 年に正教授と短期間に大学での地位を駆け上り、38 歳でアカデミック
なキャリアの最高位に達することができました。博士課程での経験とは異な
り、こうした活動のほとんどはチームでの取り組みでした。私の仕事は、徐々
にアカデミックな世界でのマネジメントが大きな比重を占めるようになりまし
た。研究資金を集め、研究者を雇い、スタッフの管理を行い、報告書を提出し、
会議を開催しました。仕事に没頭し、マネジメントに力を注ぎ、優秀な同僚
やスタッフメンバーが最善を尽くすよう激励した結果、研究室は活気溢れる
学問の場になりました。

at the same time learning about my place in the world in relation る人生を形成できるのかについて悩んできたのです。様々
to others. At the end of the day, it is a human being that makes up な問題を抱えている世の中を最終的に動かしているのは、
the world. This is why I decided to become a person that could 他ならぬ人間です。そのため、自分なりに意味のある人
give something back to society and the world I live in. Sociology 生を歩みながら、出来るだけ社会に貢献できる人材にな
–which is my first major– analyzes what are the conditions ろうと決意しました。私の主専攻である社会学は、従来
that limit people’s choices while economics (my second major) 「いかなるわけで人には選択の余地がないかということ」
examines how people make their choices. I decided to enter the を扱うのに対し、副専攻の経済学は「いかように人は選
Graduate School of Economics because I thought it would allow 択するか」という問いを探究する学問です。主専攻の視
me to see aspects of the human condition and societies that my 点からのみでは見 逃しがちな人間や社会の側面を経済
first major could not show me, and by doing so, I would be one 学 研究科で扱うことで、将来のために昔から目指してい
る理想の自分に近づけるのではないかと思っています。
step closer to become the person I am striving to be.

delivering reports, organising conferences, etc. Being a workaholic,
having a managerial approach and stimulating excellent colleagues
and staff members to give their best, created a flourishing institute.
During those 15 years, I was not only an academic but also, on a
part time basis, a consultant, an attorney, a policy advisor, and a
university manager. These positions allowed me to bring my
expertise into practice, what also had a fruitful influence on my
academic work. This practice and policy oriented approach became
more and more important in my professional career. In 2004 I was
appointed as chief legal officer of the state minister for energy and
environment, and in 2007 as chief of staff, with overall responsibility
for policy development and implementation. In those two policy/
political positions, I made my biggest contribution to environmental
and energy law and policy. Together with my team I was able to
steer and guide policy developments, and negotiate at all levels of
government (local to international). Challenging jobs, but with a
very motivated and focused team, we were able to make great
progress on environmental and energy issues for our state. In 2009,
the League of European Research Universities (LERU) asked me
to take the lead of the League, and I accepted. Promoting and
defending the interests of frontier research for 21 research-intensive
universities in Europe has now become my main activity. It boils
down to the core of my preferred activities: European policy
development, people management, research-education-innovation,
and university governance. Also this job relies heavily on a team
approach: working on a multitude of policy issues with a small
office, but mobilising many people (academic and non-academic
staff members) in the 21 universities for all kinds of activities of the
League. Finally, my expertise and skills have brought me to the
boardrooms of different profit and non-profit organisations, leading
again to new experiences and expertise.
As in all my previous positions, also there I have learned that
personal expertise is a necessary condition for success, but not a
sufficient one: very often that is the joint effort of all team members
to tackle a certain problem in a certain way, in a certain time, with
a certain goal. As said: it’s all about people.

その 15 年間、私は学者であるだけでなく、非常勤のコンサルタント、弁
護士、政策顧問、大学の運営メンバーとしての職務も果たしました。こうした
職務につくことで、専門知識を実践に移す機会が得られるとともに、学術面
でも良い影響を受けることができました。やがて私の専門家としてのキャリア
の中で、こうした実践と政策を中心としたアプローチが重要なものとなって
いきました。2004 年にはエネルギー環境担当大臣の最高法務責任者に、続
いて 2007 年には政策の策定と実行に総合的な責任を負う首席補佐官に任
命されました。政策 / 政治にかかわるこの 2 つの職務についたことで、私は
環境とエネルギーに関する法律や政策に最大の貢献をすることができました。
チームと協力しながら、政策策定の舵取りをし、道筋を示し、地方から
国際機関まであらゆるレベルの政府と交渉を行いました。困難な仕事では
ありましたが、非常に意欲的で熱心なチームに助けられ、我が国の環境エ
ネルギー問題を大きく前進させることができました。
そして 2009 年、ヨーロッパ研究大学リーグ（LERU）を率いてほしいと
の要請を引き受けました。現在、LERU のメンバーである、ヨーロッパの
21 の研究大学の先端的研究の利益を増やし守ることが私の主な活動となっ
ています。その中核を成しているのはまさに私が得意とすること、すなわち
ヨーロッパ全体にかかわる政策の策定、人々のマネジメント、研究と教育の
革新、大学のガバナンスです。またこれは強い信頼の元にチームで取り組ま
なければ成し遂げられない仕事です。オフィスこそ小さいですが、LERU の
あらゆる活動に関して 21 の大学の多くの人々（研究者もそれ以外のスタッフ
も）を動かし、多様な政策の問題に向き合っているのです。
これまでに身につけた専門知識とスキルにより、ついには営利、非営利
のさまざまな組織の理事や役員に就くことになりました。こうした役割も私
に新たな経験と知識を与えてくれました。
これらの仕事を通じて 私が学んだことは、個人の持つ専門知識は成功
のための必要条件です
が、決して十分条件で
はないということです。
多くの場合、本当に大
切なのは、ある時にあ
る目標に向けてある方
法でチーム全員が問
題に立ち向かうという
ことです。つまり、人
こそすべてなのです。
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Study Abroad in 2015
1 期生 9 名中 7 名は現在欧米の大学等に 6 ヶ月の
短期留学中で、博士論文の研究に取り組んでいます。
残り 2 名も 1 月に出発します。
また、4 期生のうち 2 名が、本学と海外提携校との
Double Degree（DD）Program で留学中です。

5 年目

4 年目
海外フィールドワーク等に派遣

3 年目
春休みを利用して海外企業で
1 ヶ月就労 SF,NY,OECD 等

2 年目

短期留学準備；1 ヶ月程度
お試し研；UCLA, パドヴァ、
ミシガン、加 INRS 等

博士論文強化のため半年程度短期留学；
カルテック、スタンフォード、ハワイ、
バドヴァ、フライブルク、カリフォルニア
大学デービス校 等、下記地図参照

1 年目
DD: 1.5 年

海外フィールドワーク等に派遣

DD: Double Degree Program
Masaki Sakamoto, D1
Graduate School of Law,
American University,
USA

Yuri Yamamoto, D1
Media and Governance,
Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (NY), USA

Wataru Katagiri, M1
Science and Technology,
KTH Royal Institute of
Technology, Sweden (DD)
Wataru Yoshiki, D1
Science and Technology,
University of Freiburg,
Germany

Takumi Kato, D1
Science and Technology,
Harvard University,
USA
Maki Dan, D1
Science and Technology,
Stanford University,
USA

Hiroki Nagashima, D1
Science and Technology,
California Institute of
Technology, (Caltech), USA

Daisuke Ando, D1
Science and Technology,
University of Hawaii at
Manoa, USA

Ken Nagao, D1
Science and Technology,
University of California,
Davis, USA

Koyo Yu, D1
Science and Technology,
University of Padova,
Italy

Toshiaki Okano, M1
Science and Technology,
Politecnico di Milano,
Italy (DD)

RA からのコメント
「多様な国籍の人々との刺激的な経験、非常に密度濃い日々を過ごしております。」（Okano）
「異文化に触れながらの学生・教授の皆さんとの知識の共有そして取得はとても有意義です。」（Nagao）
「最美の首都と称される街と世界各国の学生に囲まれ邁進しています。」（Katagiri）
「頑健な数理基盤を強みとした研究者が集う刺激的な研究環境です。」（Nagashima）
「研究だけでなくアメリカを初めとした様々な文化の違いを知ることができ毎日多くの学びを得ています。」（Yamamoto）
「シリコンバレーのスピード感の中で日々よい刺激をもらっています。」（Dan）
慶應義塾大学
博士課程教育リーディングプログラム
オールラウンド型
「超成熟社会発展のサイエンス」事務局
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