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　去る８月９日に、九州大学
ビジネス・スクール／九州大
学博多駅オフィスの開設を
記念し、「ビジネス教育が拓
く新しい地域イノベーショ
ン」と題したシンポジウムが
開催されました。これは、当

初３月１６日に予定されていたものですが、東日本大震災のため延
期されていたものです。
　シンポジウムでは、有川総長、山本研究院長からの挨拶に続いて、
JR九州の石原会長からご挨拶を頂きました。その後、永田専攻長
からQBSの概要について説明があった後、QBSの現役生／修了生
から「学びを実践に」というテーマで事例発表が行われました。
　冒頭、コーディネーターを務める段野さん（８期生）からQBS学
生の活動の紹介があり、続いて「九州縦断産学ホットライン ̶ 鹿
児島地場企業とのコラボレーション」と題して、秦さん（７期生）と
片野さん（９期生）から、片野さんが所属する企業とQBS学生との
共同研究や社内活性化への取組みについて報告が行われました。
片野さんは、この連携をきっか
けにQBSでの学びを決意し、
現在は鹿児島から九州新幹線
を利用して通学しています。
　次に、「釜山・福岡MBAネッ
トワークの取組みについて」と
題して、宣さんと岡本さん（共

　2008年に経営系専門職大学院の認証評価が開始されま
したが、5年に一度の認証評価だけではなく、持続的に質的
な向上を図るべく、相互に学び合う機会として、大学基準協
会のビジネス・スクール ワークショップが企画されました。
　今後年二回のペースで開催されるワークショップの第一
回目が、6月22日に九州大学の西新プラザで開催され、全国
のビジネス・スクールの責任者と地元の関係者約70名が集

まりました。
　永田専攻長のご挨拶に始まり、大学基準協会認証評価委員長の青井倫一明治大学教授の
ご講演に続き、「ビジネス社会にとってのビジネス・スクールの価値とは」「成長するアジア地
域と日本のビジネス・スクールの地位」という二つのパネルディスカッションを通じて、今後
ビジネス・スクールがより高い有用性を示すためにはどのようにするべきなのか、アジアの
ビジネス・スクールの台頭の中で日本のビジネス・スクールの存在感を高める必要性が議論
されました。
　各ビジネス・スクールの抱える問題には共通点も多く、相互に共有しながら高度専門職業
人養成の機関として、より良い教育と提供するべきことが確認されました。日本にビジネス・
スクールが誕生して40年余りですが、欧米の直輸入ではないプログラムの充実を図ることが
問われていることを感じました。

星野 裕志（国際経営、国際ロジスティクス）

　QANは『QBS Alumni Network』の略で、QBS修了生のネットワーク組織として活
動し、QBS旧教職員に修了したばかりの7期生までを含めて現在の会員数は約268名です。

2011年度QAN体制スタート
　5月21日（土）に福岡市内のホテルにて第6回QAN定時総
会を開催し、今年度の新理事体制と同時に事業計画と予算
案が承認され、2011年度のQAN体制がスタートしました
（＝写真1）。
　QAN理事会としは、QANネットワークの価値を高める
ために、期を越えたネットワーク構築のための“場”が提供
できるように積極的に取り組んでいます。
　2010年度は様々なテーマを基にワークショップを8回開
催しQAN会員以外にもQBS在校生などにも参加頂きま
したが（＝写真2）、今年はその幅をさらに広げでQBS関係
者以外も参加できるような内容にしたいと考えています。
　その他にも地元自治体や企業関係者などと連携をとり、
QANを通じでQBS価値を高められるよう取り組んでい
けるように、ワークショップ以外にもQANが主体となった
異業種交流会を実施予定で、現在プロジェクトチームを組
んで準備しています（＝写真3）。
　後日改めて詳細はお知らせしますので、皆さんも積極的
に参加して頂きますよう宜しくお願い致します。
※QAN公式サイトにも情報を掲載しています。
　http://qbs-qan.com

2011年度QAN会長　冨松 寛考（5期生）

に６期生）から発表がありました。これは、博多と釜山の地理的近
接性を生かして学生有志が開始した交流活動で、今後は、釜山・福
岡のみならず、アジアワイドのMBAネットワーク形成を目指すと
いう発表がなされました。
　最後に、「QBSネットワークを活用しての創業 ̶ 地域発技術
の事業化」と題して、PicoCELA
（株）代表取締役の井上さん（３期
生）から発表がありました。
PicoCELA（株）は、九州大学で
生まれた技術を活用した大学発
ベンチャーで、毎日起きる経営の
ハプニングをQBSネットワーク
の支援を得て乗り越えながら事業拡大を図るという、経営者とし
てのリアルな日常が紹介されました。井上さんからは「実行力のあ
るプレーヤーを輩出するQBSであり続けて欲しい」というメッ
セージが発せられました。
　以上３件の事例発表は、いずれもシンポジウムのテーマを体現
するものでした。３月の東日本大震災は未曾有の被害をもたらし
たにもかかわらず、今、被災地は復興に向けて力強く動いていま
す。震災は、地域が潜在的に有する力の大きさを再認識させてくれ
る出来事であったとも言えます。この九州の地も、イノベーション
を生む大きな潜在力を持っていることは間違いありません。QBS
でのビジネス教育を通じてイノベーションに挑戦する人財が増え
ることを願って止まない、そんなことを考えさせられるイベントで
した。

九州大学ビジネス・スクール／九州大学博多駅オフィス記念シンポジウムを開催

T O P I C S

在校生紹介

　入学して１年以上経った今、QBSに入って良
かったと思う事を３つにまとめてみました。
①先生方がとても魅力的で授業も面白い…学生
たちへ大きな愛情を持って、真剣に授業をして
下さる先生が多数いらっしゃいます。しっかり
と考えられた様々な授業を通じて、ビジネスに
ついて体系的に学ぶ事が出来ます。アドバイス
も的確で、いつも新たな発見があります。
②仲間が本当に素敵！！…尊敬できる個性豊かな
仲間が沢山います。QBSでは学生が課外活動
に積極的に取り組む姿を目にすることが多く、
自然と自分にも行動力が備わってきた気がし
ます。
③アンテナが張り巡らされ、様々なことに興味が
湧く。…気づきが増えて、日々の仕事や生活が
より楽しくなります。それだけに、自分の欠点
や足りない部分も辛い程に実感しますが…。
それは継続的に努力しようと思います。
　この2年間でどれだけ成長出来るか、皆や自
分の将来がとても楽しみです。様々な事に感謝
し、残りの学生生活を大切に歩んでいきたいと
思います。

福倉 美智子さん（8期生）
所属
田辺三菱製薬株式会社

　地域に密着した仕事がしたい、笑顔の溢れる
まちづくりに貢献したいと思い宇美町役場に入
庁して数年。目前の業務に追われる日々の中、志
を遂げるまでの道程は遥か遠いものに感じられ、
今の自分に一体何ができるのかと自問自答して
いたところ、偶然QBS NEWS LETTERを目
にしたことがQBS入学のきっかけとなりました。
　そして入学から早１年半。自分自身の成長につ
いては未だ満足できるレベルではありませんが、
学びの場としてQBSを選択した自分の判断は
正しかったということには絶対的な自信を持っ
ています。講義で得られる知識はもちろんのこ
と、多様なフィールドで活躍されている先生方や
QBS生、QANの皆さんと交流することで、多く
の刺激、気付きを得ることができ、複眼的視座に
立って自らの問題意識に向き合えるようになっ
たことは大きな収穫の１つです。
　今夏から新しい業務に挑戦する機会を得て、仕
事と学業の両立のハードさは増す一方ですが、非
常に充実した日々を過ごしています。私を支えて
くださっている皆さんへの感謝を忘れず、残り半
年も笑顔で駆け抜けていきたいと思います。

毛利 周子さん（8期生）
所属
宇美町役場

＊QANだより＊

第1回JUAAビジネス・スクール  ワークショップ
「ビジネス・スクールの成長戦略を考える」開催

QBS2012年度入学希望者のための大学説明会・オープンキャンパスの
日程は下記の通りです。

QBS大学説明会・オープンキャンパス開催QBS10期生募集のお知らせ
（ビジネス・スクール2012年度4月入学生）

■オープンキャンパス
　日時：2011年9月17日（土）17：30-20：00
　場所：九州大学 箱崎キャンパス・経済学部棟209教室

■北九州会場
　日時：2011年9月9日（金）18：30-21：00
　場所：KMMビル第4会議室

■熊本会場
　日時：2011年9月2日（金）18：30-21：00
　場所：くまもと県民交流館パレア会議室７

■福岡会場
　日時：2011年8月26日（金）18：30-21：00
　場所：ＪＲ博多シティ10Ｆ会議室

参加ご希望の方は、氏名（フリガナ）・連絡先（自宅または勤務先住所）・郵
便番号・電話番号・メールアドレスをご記入の上、ビジネス・スクール事務
室にE-mailまたはFAXにてお申し込みください。

〈大学説明会〉

〈オープンキャンパス〉

■入学試験に関するお問い合わせ先

募集人員／45名
出願期間／平成23年10月5日（水）～10月12日（水）
選抜方法／・第一次試験　出願書類審査
　　　　　・第二次試験　口頭試問ほか
　　　　　平成23年11月5日（土）～6日（日）

九州大学貝塚地区事務部教務課学生第四係
ホームページ：http://qbs.kyushu-u.ac.jp/　TEL:092-642-4167
E-mail:kakgakusei4@jimu.kyushu-u.ac.jp

ビジネス・スクール事務室  
E-mail：bs@en.kyushu-u.ac.jp　FAX：092-642-4336

（写真1）

（写真2）

（写真3）

石原 進ＪＲ九州代表取締役会長のご挨拶

会場の様子

事例発表
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T O P I C S T O P I C S

ＱＢＳ教員紹介

スタンフォード便り

　今回のQBS教員紹介は、村藤 功教授です。

　もう30年ほど幸福曲線の研究をしていま
す。これは横軸が時間、縦軸が幸福です。毎年
主観的な点数付きでハッピー事件とアンハッ
ピー事件を書き、ハッピーポイントからアン
ハッピーポイントを引いたネット幸福ポイント
をつないで幸福曲線を作ります。これを眺めて
過去の自分を理解し、将来を構想することがで
きます。
　過去を振り返れば、共学で何でもできた幼

稚園から小学校の頃が一番幸せでした。その後、私立武蔵中学・高校とい
う男子校を経て東大法学部に入ったものの将来について迷い始めました。
司法試験に落ち、就職に失敗して人生のボトムを迎えました。外資系に入っ
て日本人として横道を行くことにしたのは他に選択肢がなかったからで
す。渡米してメロン銀行に入りましたがメロン銀行は私のいた国際部をつ
ぶすことを決めます。ロンドンでビジネススクールに行き、当時Ｍ＆Ａも
ユーロ債発行も世界一のクレディスイス・ファーストボストンに入りました
が、上司に反抗してすぐ東京に戻されました。東京支店でバブル崩壊後の
日本企業の海外撤退支援をしましたがこれに疲れてペレグリンに移りまし
た。ところがアジア危機でペレグリンは破綻します。アンダーセンで大前
研一がはじめたＴＶで番組をやりながら「連結財務戦略」という本を書い
ていたら総合商社プロジェクトが立ち上がり、多くの事業統合、カンパニー
制導入プロジェクト等で大忙しになりました。私のチームは一人ぼっちか
ら30人に一気に膨れ上がりました。
　ＱＢＳに誘われその気になったとたんにアンダーセンが破綻しました。
コンサルティング部門はＫＰＭＧコンサルティングに営業譲渡され、会社
は名前をべリングポイントに変えました。ＱＢＳで軸足を教育や日本の財
務再建研究に移した結果、私の作った財務戦略チームは雲散霧消しまし
た。2009年になってべリングポイントも破綻し、ＱＢＳに集中することに
なりました。
　幸福曲線を眺めて出てきた主要事件の積み木をして価値体系の樹形図
を作ると価値観の概要と変化がわかります。私の若い頃の幸不幸は、主と
して良い学校へ行き、グローバルに優れた会社で成功することのために生
まれたものでした。ＱＢＳの学生の皆さんの多くはこのステージかもしれ
ません。ところが年をとるにつれて、世界や日本を観察したうえで、発表、教
育、改革することに関心が変化してきました。仙人にはなれないし、権力者
は言うことを聞いてくれないので日本の財務構築もできませんが、若い頃
より最近の方が好きなことをしているような気がします。自分の幸福曲線
を描いてみたい人は私のゼミで夏にやる予定の幸福曲線合宿に参加してく
ださい。

村藤 功（企業財務、企業価値創造とM&A）

ＱＢＳ  BOOKレビュー 「この１冊」
今回のQBSブックレビューは、平松 拓教授のおすすめの「この一冊」です。

　ビジネススクールでファイナンスを学ぶに当って、日米企業のガバナンス
の違いは無視できない問題です。その割には背景まで含めてそれを説明し
た良書は、なかなか見つからないものです。

　本書はビジネススクール卒業後、米国投資
銀行の担当者として日本企業を担当してい
た筆者が、日本企業があまりに企業価値、株
主の権利といったことを重視しないことに強
い驚きを感じ、それ以来その問題が頭を離
れなかったという前書きのエピソードから
始まっています。そして、その後20年近く
経って作者が博士課程の学生としてその時
の疑問に正面から取り組んだ論文がこの本

のベースとなっています。
　「株式市場の歪みが生み出した日本型ガバナンス」という副題が示す通
り、「戦後日本の経営者が株主を重視しなくなったのは、株式市場の機能不
全と投資家の短期的・投機的傾向が重要な要因」という仮説を立て、それ
を財閥解体による大株主の消滅や米相場の伝統などの歴史的要因や、株
式発行・流通市場の欠陥とそれがもたらす投資家の短期的・投機的傾向と
いった構造的要因、更にはそれらに起因する市場における規律付けシステ
ムの欠如、経営者が抱く投資家支配への抵抗感といった直接的要因の相
互作用として、多面的且つ綿密に裏付けています。
　博士論文がベースなので物語的な読みやすさはありませんが、それでも
実体験で湧いた疑問に対する自己の仮説を一要素ずつ裏付けて行く部分、
そして株式市場の機能不全に手を貸した証券会社の対応や証券行政の在
り方を容赦なく批判する部分は、ある種の痛快感すら感じさせてくれ、読
み応えのある「読み物」となっています。
　90年代以降、日本企業のガバナンスも変化しつつあることを筆者も認
めていますが、終章ではこれからの人的資源がより重視される新しい企業
概念に応じたガバナンスのあり方についての問いを投げかけています。筆
者は私とほぼ同世代ですが、この問題は皆さんたち若い世代に向けられた
問いなのではないでしょうか。

平松 拓（ファイナンシャル・マネジメント、マネジメント・コントロール）

　去る6月4日(土)の午後、JR博
多シティ会議室（AMUプラザ博
多１０階）にて、QBS学生会発勉
強会ソーシャルビジネス・ミー
ティングが開催されました。震災
の為サテライトオープニングイベ
ントが延期を余儀なくされてい
た中、QBS博多駅ビルにサテライトができ初めてのイベント開催でありま
した。人が多く集まる博多駅にサテライトを持つことで、QBSがより多く
の情報を広く発信すると言う願いもこもったイベントで、新聞、ホームペー
ジ、フェイスブックやtwitterで告知活動を行った結果、100名近い参加
者を迎え盛況に開催することができました。
　講師として、ミュージックセキュリティーズ株式会社取締役・猪尾愛隆
氏、有限会社えこふぁーむ専務取締役・中村えい子氏をお招きし、「①個人
参加型、地域再生への新しいお金の流れ―鹿児島　放牧豚ファンドを事例
に―、②被災地応援ファンド―東日本大震災で大きな被害を受けた事業者
が地元NPOに所属する市民や民間企業との連携し、早期再建を目指す新
たな取り組みについて―」の2本をテーマに、講演を行って頂きました。
　震災後、地域再生を目指し頑張っている事業主を如何にして支援してい
くかが問われている中、新しい投資のプラットフォームとして、小口で直接

　今年の3月からVisiting Scholarとしてスタンフォード大学に
来てから、あっという間に三ケ月が過ぎました。この三ケ月、シリコ
ンバレーでの生活で感じたことを簡単に報告させて頂きます。　
　毎日の生活は極めてシンプルで、午前中は図書館で文献や資料
を読み、午後からは授業に出席し、その後、夕方からは各種の研究
セミナーに出席するなど、単調ながらも慌ただしい日々を過ごし
ております。
　スタンフォード大学は、学期中クォータ制を採用しており、3月～5月まではSpring Quarterで、
6月からはSummer Quarterとなっています。一つの科目につき週2回（合計3時間弱）の授業が行
われており、日本と一番大きな違いは集中的な学習が求められ、授業の集約度が高いというところで
はないかと思います。毎週１回目の授業の後に膨大なリーディング資料が指定され、その2日後の2回
目の授業の際にディスカッションセッションでアウトプットを発表し、リーディングアサイメントを提
出するというパターンがほとんどです。このような集中的な学業生活は、履修者には真剣なコミットメ
ントが求められるだけではなく、タイムマネジメント能力も要求されます。3科目以上履修すると殆ど
毎日宿題の山が待っているので、それらをいかにうまくやりこなすかの能力が鍛えられるわけです。
　個人的に驚いたのは、リーディングの量だけではなく、学部生のリーディング文献の中に日本では大
学院生に読ませているような文献も数多く入っているのが見られることです。こんな膨大な文献を読
んでいて学生は本当に消化できているのか実のところ疑問ですが、スタンフォードの学生はとにかく
勉強熱心です。キャンパスのいたるところで、読書に没頭している学生や、ラップトップでレポート作成
に夢中になっている学生の姿が見られます。
　スタンフォードの外国人留学生の数は全体の７％をしめしており、アジア系留学生の数は4％となっ
ています。日本でもよく伝えられていることですが、日本人の海外留学希望者が年々減っているという
状況の中で、スタンフォードにも日本人の正規留学生は少ないようです。それに取って代わり勢いを見
せているのが中国と韓国からの留学生です。また、中国系アメリカ人の学生もキャンパスの中で多く見
られます。スタンフォードFSI 研究所のHenry S.Rowen 教授によれば、1985年～2005年にお
いて、シリコンバレーで生まれた技術特許の50％は外国からの技術者によるもので、2008年の
データによれば、シリコンバレーで働いているエンジニアの60％は外国人であるとのことです。従来
伝えられている中国系、インド系の人のみならず、最近ではヨーロッパーからの人々も目立っていて、彼
らと話をすると、元ルノーの電気自動車プロジェクトのエンジンニアであったり、元ＢＭＷのシニア・エ
ンジニアであったり、EUのプロジェクトでＩＣＴ技術のコンサルタントをしているが、もともとはデン
マークの教授であったりする様々な経歴の持ち主が多く、バックグランドの多様性に驚かされます。

　Palo Altoという町は穏やかで典型的なアメリカ
の田舎町のように見えますが、70年代のゼロックス
研究所から最近のFacebookまで、常にイノベー
ションの先頭に立って絶えず進化していて、その源
泉を支えているのは世界からの優秀な頭脳であるこ
とを日々実感しております。

朱　穎（アジアの産業と企業、中国ビジネス）

QBS学生会発
ソーシャルビジネス・ミーティング開催

修了生紹介

　ＱＢＳを卒業して、早2年。つくづくお得なビジ
ネススクールだと感謝しています。
　在学中は、①学費が安い②ＩＣＡＢＥ等で海外
に3回行けた（ほとんど無料）③普通会えない方
の話が聞けて、懇親会もあったと大変お得です。
　卒業後も、④授業を皆勤したことで、意志に自
信がもてた⑤仕事、家事、学業とこなせたことで、
時間の使い方がうまくなった⑥プロ演で自社の
ビジネスが整理でき、やるべきことがわかり業績
が伸びた⑦各種交流会に参加することで、人脈が
広がり続けている⑧仕事上、話のネタになる。興
味ある方多し。と、活かせています。
　また今年になってから、九州大学福岡同窓会
（2011/4/13設立）の初代幹事長（理事兼務）にも
任命され、ますます関与が深まっています。今年
の10/22（土）に第一回総会が予定されており、九
大同窓生としてＱＢＳの方々を中心に企画運営
スタッフをお願いしています。ビジネスにも活か
せる同窓会にしたいと思っていますので、皆様の
積極的な参加、ご協力を宜しくお願い致します。

　平成23年3月19日、学位記が授与され無事
MBAになることができました。
　始まりは、平成19年秋の社内掲示板。平成20年
6月にQBSの社内公募をするという通達でし
た。私は早速、研究計画書を作成しましたが、こ
れがとても自分のためになりました。いままで何
をしてきて何ができるのか、QBSで何を学び、将
来は何をしたいのかを考え、人生のこれまでとこ
れからを整理して考える良い機会になりました。
　振り返ると平成19年の秋から平成23年の春ま
であっというまでしたが、この間に、私の「いまま
で何をしてきて何ができるのか、将来は何をした
いのか」が大きく変わりました。考え抜いた日々、
一睡もせずに勉強して会社に行った日々、それを
共に経験した仲間や先生方や家族が、「お前はや
れるし、やらなければならない」と修了して数ヶ
月がった今でも言ってくれていると感じます。
　在学中にお世話になった方々にいい刺激をお
返しできるように、（一生分勉強したと思っていま
したが）まだまだ勉強をする日々は続きそうです。

林田 真也さん（7期生）
所属
株式会社SEEDホールディングス

鎌田 幸治さん（５期生）
所属
三洋ビル管理株式会社
専務取締役
不動産マネジメント事業部長

「株主を重視しない経営」江川雅子
　　　　日本経済新聞社（2008年1月）

応援できる仕組みや投資家の事業主を応援している気持ちも一
緒に届けるなど、繋がりをもって見える形で応援できる新しい仕
組みを紹介いただきました。
　講演後の質疑応答も盛んに行われ、時間いっぱいに熱い議論
が交わされました。参加者の声としては「わかりやすくマイクロ
ファンドの仕組みが良く理解できた」「思いが伝わる仕組みが素
敵でした」と言う声も聞かれ、8割を超える参加者に、“良かった”
と言うアンケート結果でした。

　また中には、QBSを初めて知ったという方も多く参加されており、QBSの認知にも一役買えたので
はないかと思います。
　最後に、本ミーティングの開催に御協力を頂いた皆さんに、心からお礼を申し上げます。

端羽 広憲・澤田 昌典・今治 智隆（8期生）
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