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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.

To The Keio Program for Leading Graduate School
慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラムによせて

Takemitsu KUNIO Senior Vice President, NEC Corporation
國尾 武光

日本電気株式会社

執行役員

去る 12 月 7 日、リーディングプログラムに
On 7 December, I had an opportunity to give a lecture at the
Keio Program for Leading Graduate School (PLGS). Entitled ‘My て講義をする機会を得た。講義の題目を「私
Career Path – A Creation of A New Value’, I lectured graduate のキャリアパス～新たな価値観の創出～」と
students on the current status and issues of the Information and して、戦後飛躍的な成長を遂げてきた情報通
Communication Technology industry that have dramatically grown 信・情報処理産業の現状と課題を学生諸氏に
after the World War II and discussed the change in values that the 説明し、「製品・サービスが顧客に与える価値」
products and services have provided to customers over the years. の時代的変化を論じた。
講義の主旨は我が国の情報通信・情報処理
In the lecture, I have summarized two periods of the status and
issues of the Information and Communication Technology industry. 産業において、2000 年初頭までの成長を支え
Up to the early period of 2000, the driving force for industry growth てきたドライビングフォースが、電子回路の半
has been the continuous development and advancement of scientific 導体化、情報のデジタル化、センサー素子の
technologies including the transformation of electronic circuits to 小型化等、まさに科学技術の進展・深化であ
semiconductors, digitization of information, miniaturization of り、顧客視点で述べれば、「処理時間の短縮・
sensor elements, and from a customer point of view, the value for システムの小型化」という価値観が多くの顧客
‘a shorter processing time and miniaturization of the system’ was に受け入れられてきたこと、一方、2000 年以降、
embraced by many. On the other hand, after 2000, the most 「人にとっての使い易さ」が製品の価値を決め
valuable factor for products was shifted to the ease of use and る重要な因子と変わり、単なる「理工学」的価
represents the importance to integrate human and medical aspects 値観に「人文科学・医学」的価値観を複合化
することの重要性が増してきたこと、を概説す
with the traditional science and technology aspects of value.
In the discussion session of my lecture, a number of students ることにあった。
講義後半に設定した討議時間では、多くの
have expressed their own opinions and addressed fundamental
issues to me. The session has provided me with a strong impression 学生が率直に自分の考えを述べるとともに、本
that, with very interactive discussions among them, the students 質的な質問を当方に投げかけてくれた。これら
were not scared but open-mined. Among the lectures that I have の質疑を通して私が感じたことは、物怖じしな
given in different universities, the discussion in this lecture was い態度、学生同士のインターラクティブな討議
thus most extensive and productive. Each question and discussion の多さであった。いろいろな大学でしばしば講
led to a series of subsequent questions and discussions, 義を行うが、今回ほど質疑が充実したことはな
consequently deepening the whole session. In other words, it was かった。これらのことを分析すると、一人の質
a testimony that, by listening carefully to others’ opinions, 疑が他者の質疑を呼び起こし、議論の幅・厚
understanding all with their own thoughts and then combining みが拡がったことにあると感じている。これら
their own questions and opinions, the session has created the most は人の話をよく聞き、自分なりにそれを咀嚼し
て、今度は自分の疑問・意見を重ねていくとい
extensive and productive discussions among all participants.
As the Keio PLGS has a theme, to solve issues on う、本当に生産性の高い議論ができたことに
‘Development of Super Mature Society’, it is inevitable to あると思う。
本大学院のテーマである「超成熟社会を発展
coordinate and integrate a number of academic disciplines. The
coordination and integration of different disciplines requires an させていく」という課題の解決には、複数の学
attitude and flexibility that one needs to listen carefully to 問を複合的に連携させていく必要がある。学問
others’ opinions, to make an effort to coordinate and integrate の複合化には、他者の意見を傾聴し、自らの意
one’s own opinion with others and to accept others’ opinions. 見を重ねていく努力と複合化された意見を受け
The students I have met and shared opinions and discussions 入れる柔軟性が肝要である。その資質を十分に
with all possess their quality to satisfy this requirement. 感ずることができる学生諸氏と時間を共有でき
Therefore, I have spent a great moment with them in the lecture. たことは、私にとって有意義な出来事であった。

Teaching and Learning in 21st Century
21 世紀の教育と学習

Davisi Boontharm Ph.D.

ブーンターム、ダヴィシ

Associate Professor, Center for Global Discovery, Faculty of Foreign Studies, Sophia University
上智大学 外国語学部グローバル教育センター准教授、慶應義塾大学 非常勤特任准教授

I have been joining the Program for Leading Graduate School (PLGS),
Science for Development of Super Mature Society for more than a year.
Observing this program from my personal experience gained from
international higher education institutions (Singapore and Australia),
I found that several advantages of this program are quite distinctive
compared to other international universities. It could be an ideal model of
teaching and learning at graduate levels in the 21st century.
Globalization has a big impact on education. With extensive f lows
of information and advanced technology, there seem to be no barriers
to learning left. Many universities around the world are adjusting their
educational strategy to respond to this fast change and challenge. However,
educational hubs tend to be located exclusively in English speaking
countries, such as US, UK and Australia.
To be able to compete with those established hubs of education, many
universities in the non-English speaking world started adopting the model
of “international” education or creating its own unique program with
specific focuses in order to response to the need of their specific society.
This PLGS at Keio University has addressed the theme and the issue
related to aging society, which is an unavoidable future of many developed
countries. The theme is highly relevant and timely for the 21st Century.
Solving the problem of aging cannot be achieved by one discipline alone.
Therefore, the concept of this PLGS is designed to be multidisciplinary.
Graduate students from different schools can join this program by looking
at the same issue from their different perspectives, which I found very
challenging. However, to achieve the objective of multidisciplinary, a good
mix of disciplines is needed. There shouldn’t be one dominant discipline and it
should be a good balance between natural science and human science in order
to create lively debates across disciplines.
As I have seen so far, another aspect of this program which is different
from other institutions is the concept of creating “leaders”. Leadership
demands a very specific attitude to life with distinct personality. A leader
is a committed person with good vision and sense of management. And it
demands certain maturity and willingness. Graduate students who join this
program can fully benefit from this great offers only if they know how to
create their own career path using the opportunities, while enrolling in this
program to build his or her connection and start networking, not only among
themselves but also branching with the industries and government agencies.
The Program for Leading Graduate School, Science for Development of
Super Mature Society, at Keio University is one of the very rare programs
which provide such amazing opportunities to young people to become real
leaders in this field, but this needs strong enthusiasm and commitments.
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私が慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラム「超
成熟社会発展のサイエンス」に参加して 1 年あまりが経ちまし
た。私は海外の高等教育（シンガポールとオーストラリア）で
得た経験がありますが、他の海外の大学と比較して、このプ
ログラムには独特のいくつかの強みがあると感じています。こ
のプログラムは 21 世紀の大学院における教育と学習の理想的
なモデルとなるかもしれません。
グローバル化は教育界においても大きな影響力があります。
情報と先端技術の果てしない広がりは、学習における障壁な
ど残っていないような印象を与えます。世界中の多くの大学が、
その教育戦略をこの急激な変化と課題に合わせようとしていま
す。一方で、教育の拠点は米国、英国、オーストラリアなどの
英語圏だけにあります。
そのような教育拠点と競い合うために、非英語圏にある多
くの大学は“国際的な”教育モデルや、その地域社会特有の
ニーズへの対応に焦点をあてた固有のプログラムを採用し始め
ました。
慶應義塾大学のリーディングプログラムは、多くの先進国が
将来避けて通ることのできない高齢化社会のテーマや問題に
取り組んでいます。このテーマは 21 世紀に関係が深く、また、
時宜にかなったものです。ひとつの分野だけでは高齢化問題
を解決することはできません。そのために、このプログラムは
複合分野で構成されています。異なる研究科の学生がこのプ
ログラムに参加し、同じ問題に違った視点から向き合うことは、
とても困難ですが、やりがいのあることだと感じることでしょ
う。複合分野で目的を達成するには、分野を上手に組み合わ
せる必要があります。分野を越えた精力的な議論を深めるに
は、ひとつの分野が支配的になるのではなく、自然科学と人
間科学が上手にバランスを取るべきなのです。
他の教育機関にはないこのプログラムのもう一つの特徴は
“リ
ーダー”を創るというコンセプトです。リーダーシップとは人生
へのとても明確な姿勢と独特な人格が求められます。リーダー
とは良い構想を持ち、運営能力に優れた献身的な人であり、さ
らに確かな成熟と意欲が必要です。このプログラムに参加し
た学生は、彼らの気づきさえあれば、学生間だけでなく産業
界や政府機関まで枝を広げてつながりや人脈をつくり、自身の
キャリアパスを自ら創造する絶好の機会を得ることができます。
慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラム「超成熟
社会発展のサイエンス」は若者が本当のリーダーになるために
このような素晴らしい機会を提供する、類い稀なプログラムで
す。そして、そこには強い熱意とひたむきさが不可欠なのです。

My
Career
Path
私のキャリアパス

Personality Required for A Leader
リーダーに求められる人格

Ryuzou TAKAHASHI Senior Fellow, Tokio Marine & Nichido HRA Co., Ltd.
髙橋 竜三

株式会社東京海上日動 HRA シニアフェロー

博士課程教育リーディングプログラム 非常勤特任教授・メンター

T

okio Marine and Fire Insurance Company, what made me decide to work
for this company? The main reason was because a senior employee showed
me a full of humanity when I had my job interview. Of course, I was thinking
that property and causality insurance business did contribute to safety and
development of individual life and industry. After I joined the company, my
expectation that I have felt in the interview has never betrayed me. Working
with such brilliant senior and junior members with great personalities has been
a vital source for my daily work. As observing and learning what senior
members have done over their shoulders, I have learned the true meaning of life
as a human being and I have greatly felt that I have been growing up well.
As a man dealing with general and non-life insurance, the best memory is
my contribution to the risk of medical malpractice liability in Japanese health
care industry when I was the general deputy manager and then general manager.
The physician liability system of Japanese Medical Association is only the one
in the world that all Japanese medical doctors have jointed. The system was
established in collaboration between our company and the association when Dr.
Taro Takemi, a graduate of School of Medicine at Keio University, has served
as the president of the association. When I was assigned to work for this liability
issue, a wave of medical malpractice litigations that have been initiated in the
US began to spread into Japan and became a daunting problem in managements
of Japanese hospitals and clinics. The existence of the compensation system of
Japanese Medical Association became threatened and we had such a hard time
in the operation. Fortunately, we managed to overcome the crisis, since a new
system has been implemented and then granted by the authority, partly as a
result of efforts made by members of plan amendment committee. In addition,
to decrease further incidence of medical malpractice in the future, we started
our research on risk management with medical doctors who worry about the
future. Now, I am very happy to know that the result takes a large effect.
It has been ten years since I began to work at Tokio Marine & Nichido Human
Resources Academy (HRA) Co., Ltd. I have been working on development of
human resources for our group companies and mid-sized companies that we
have been dealing with. In an era of intense changes, what we need is a leader
with independency and creativity, and thus I have been working hard on coaching
in industry and development of human resources to accomplish a reform.
Speaking any leadership theories, American theories including that of John
P. Kotter are regarded popular. However, I strongly believe that our senior
members with our respect and their great capability have had a full of wonderful
humanity, the essence that western theories cannot cover. That is, a Japanese
‘charm for personality’: Japanese DNA, Samurai spirit, a priority mind-set for
others not for his or her own and an establishment of ‘unswerving mind’.
The role of leaders will be to possess a deep vision for our future. To solve
our common issues on the super mature society, doctoral degree holders with
highly advanced knowledge of arts and sciences will be needed. With their
‘great personality based on Oriental wisdom’ as a Japanese spirit and ‘Western
knowledge’, it is my strong hope that research assistants (RAs) will be
educated to become Japan’s first global leaders.

私

が東京海上を職場に選んだ理由は、損害保険事業
が個人生活や産業活動の安全や発展に寄与できる

と考えた事は勿論ですが、実は面接で会った先輩社員の
人間的な魅力に惹かれたことが大きかったと思います。
入社後もその期待は裏切られることがなく、優秀で個
性溢れた先輩や後輩の皆さんと職場を共にできたことが、
私の働く活力となってきました。先輩の背中を見て仕事を
覚えただけでなく、先輩から人間としての生き方を学び、
自分が成長していく喜びを感じることができました。
損保マンとして一番の思い出は、医療業界の医療過誤
賠償リスクに、課長から部長までの長い期間向き合ったこ
とです。日本医師会には、慶應ご出身の武見太郎会長の
時代に弊社が協力して創設した、全会員医師が加入する
世界唯一の制度である日本医師会医師賠償制度がありま
す。私が担当していた当時は、アメリカに端を発する医療
過誤訴訟の嵐が吹き荒れ始めた頃で、日本でも病院や診
療所経営の大きな問題になってきました。日本医師会の制
度もその存続が危ぶまれるなど、運営に苦労しました。制
度改定委員会の役員先生方のご努力もあり、新制度を作
り当局の認可を得ることもでき、なんとか危機を乗り切る
ことができたのは幸いでした。同時に将来の医療過誤事
故自体を減らしていくために、メディカル・リスクマネジメ
ントの試みを、日本の医療の将来を心配する先生方と共に
研究スタートさせ、今はそれが大きな効果をあげつつある
ことは嬉しい限りです。
東京海上日動ＨＲＡでは、グループ企業や取引中堅企
業での人材育成の仕事に取り組み、今年で 10 年目となり
ます。変化の激しい時代には自律的で創造的な仕事がで
きるリーダー人材が求められています。そのための企業で
のコーチングの普及と、変革を実現するリーダー育成をテ
ーマに取り組んできました。
リーダーシップ論というと John P. Kotter 等のアメリカ
の理論が中心になりがちです。そうしたなか私は、尊敬す
る会社の優れた先輩の皆さん方は、西欧型のリーダーシッ
プ論だけでは語れない人間的魅力をお持ちであったと強く
思っています。その魅力とは、日本人としてのＤＮＡ、サム
ライの心、自分中心でなく他を優先する心や、
「ぶれない軸」
の確立など、日本人ならではの「人格の魅力」ではないか
と思っています。
未来を考えていくことはリーダーとしての役目です。超成
熟社会という人類共通の問題に解を出していくために、文
理融合の高度の知見を持った博士人材が必要とされてい
ます。ＲＡの皆さんには、日本人が大切にしてきた「東洋
の知恵」としての人格力と、
「西洋の知識」を併せ持った、
日本発の真のグローバルリーダーに育ってもらいたいと思
っております。
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A list of the core curriculum in 2014 for the Keio Program for Leading Graduate School
"Science for Development of Super Mature Society"
博士課程教育リーディングプログラム「超成熟社会発展のサイエンス」2014 年度
subjects
科目名

共通科目一覧表

Credits
単位数

Semester
学期

グループプロジェクト演習 1

Group Project Exercise 1

1

Spring

グループプロジェクト演習 2

Group Project Exercise 2

1

Autumn

グループプロジェクト演習 3

Group Project Exercise 3

1

Spring

グループプロジェクト演習 4

Group Project Exercise 4

1

Autumn

グループプロジェクト演習 5

Group Project Exercise 5

3

Spring

グループプロジェクト演習 6

Group Project Exercise 6

3

Autumn

2

Spring

2

Autumn

Environmental Economic Theory

2

Autumn

超成熟社会発展の経済学

2

Autumn

2

Spring

Aged Society and Health

2

Autumn

ポリシーマネジメント（開発とヒューマンセキュリティ）
Policy Management (Development & Human Security)

2

Spring

日本のマクロ経済と経済政策
Macroeconomic Developments & Economic Policy in Japan

2

Autumn

実践知財管理 1

Practical Intellectual Property Management 1

2

Spring

実践知財管理 2

Practical Intellectual Property Management 2

2

Autumn

2

Autumn

学外特別研修 Internship and Study Abroad

高齢社会デザイン論

Advanced Study of Economics

Aging Society

カンファレンスコミュニケーション

Conference Communication

コミュニケーションスキル 1

Communication Skill 1

2

Spring

コミュニケーションスキル 2

Communication Skill 2

2

Autumn

2

Autumn

Academic Technical Writing

2

Autumn

Distance Operation

2

Autumn

Analysis and Design of Time and Space

2

Autumn

グローバルスタートアップ

Global Startup

事務局より
2014 年度がスタートいたしました。この春学期、3 期生とし
て 10 名 の RA が 採 用され、RA は 総 勢 29 名となりました。
3 期生は、理工学研究科 3 名、薬学研究科 1 名、文学研究科
2 名、経 済学研究科１名、商学研究科 1 名、政 策・メディア研
究科 1 名、健康マネジメント研究科 1 名、と出身研究科がさら
にバラエティに富んだ構成となりました。また、1 期生は全 員
が副専攻修士課程へ進学しました。新しい環境でのますますの
活躍と、一層の文理融合が期待されます。

（髙木衣美）

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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