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　九州大学ビジネ
ス・スクール（QBS）
新博多キャンパス
は、JR博多駅に直
結、駅ビル博多シ
ティの最上階に位置
する都市型キャンパ
ス。その魅力は、なん
といってもその絶好
のロケーションで

す。AMUPLAZA内に立ち並ぶ本屋さん、映画館、可愛い雑貨や洋服
のお店を通り抜け、10階までたどりつけば、飲食店の並ぶ活気あふれ
る一角にQBS新キャンパスが忽然と姿を現します。周囲の賑やかで楽
しげな雰囲気から一転。そこは、静謐な空気の流れる知的刺激あふれ
た学問の場です。広い窓に面した気持ちのいい自習室、こぢんまりとし

た快適な会議室、広々とした講
義教室。フレッシュな一年のス
タートにふさわしい真新しい博
多新キャンパスでの今後の学
生生活がとても楽しみです。

吉成詩麻（8期生）

専攻長交代のご挨拶

QBS博多駅教室がオープン！

T O P I C S

在校生紹介

黒瀬 浩希さん（８期生）
所属
コカ･コーラウエストロジティクス
株式会社

吉原 まり子さん（8期生）
所属
麻生ラファージュセメント
株式会社

QBS7期生の旅立ち

第４回 QBSフォーラム開催

９期生40人が入学

　QBS入学にあたり、背中を押してくれた二人の
女性。一人は、仕事で出会った姉のような存在のイ
ンドネシア人。三人の子を持つ彼女は、「生涯働く
なら、若いうちに大学院で専門性を築きなさい」と
強く勧めてくれました。もう一人は、今年勤続４０
年で定年退職を迎えた母。いつか母のような柔軟
性と強さを持つワーキングマザーになるために、
今必要な歩み、私にとってそれがQBSでした。
　QBS＝いろんな個性の拠り所。８期は全員が学
内外活動で何らかの役割を担い、個性を発揮して
います。正直、仕事と授業の両立だけでも大変で
す。それでも一年たった今実感するのは、チーム活
動やICABEには授業とは一味違った学びと感動
がある、ということ。先生方、事務局の皆さん、先
輩、同期、これから出会う９期の皆さん。全ての出
会いが10年、20年後の自分を造る。皆さんとの
出会いに感謝して、残りの一年を大切に歩んでい
こうと思います。

　QBSと仕事との「二足のワラジ」生活がスター
トして１年が経過した。いくつか自問自答してみ
る。
①QBSに入ってから、家族と過ごす時間はどう
なったか？－実はそれほど減っていない。努めて
家族との時間を大事にしようと、『タイムマネジメ
ント』に注力したからであろう。家族との時間を減
らすくらいなら、睡眠時間を削ろう！
②QBSは楽しいか？－いろんな仲間がいて、充実
しているから楽しい！ 学生参画のイベントも盛り
だくさんで、準備は大変でも終わった後の達成感
はとても気持ちイイ！ 『プロジェクトマネジメン
ト』が学べるいい機会だと思う。
③成長できたか？－正直言って実感がない。評価
は他のヒトがするもの。これについては他の同期
メンバーに聞いてもらうことにしよう！ ただ、自分
の実力はよく分からないが、QBSのメンバーに
なった以上、『QBSブランドの価値向上』に貢献し
たいという強い気持ちがある。少なくとも、先輩達
から受け継いだ『QBS魂』を確実に引き継ぎ、遠い
未来へと続くQBSの橋渡しの役割を果たしたい。

　3月5日（土）、九州大学西新プラザにて、
「第4回QBSフォーラム」を開催しました
（主催：QBS学生会、後援：QBS Alumni 
Network）。QBSフォーラムは、QBS生
がそれぞれのゼミで取り組んだプロジェク
ト演習の成果を発表して、その成果の共有
を図ると同時にお世話になった関係者への
お礼の場としているもので、今回は12名が
発表しました。
　ともに切磋琢磨してきた仲間の魂が込め
られた発表はどれも素晴らしく、各発表で

は感動を覚えました。また、他のQBS生や修了生、この春に入学する9期生からは、各発表に
関して多くの質問や意見が投げかけられ、インタラクティブで活発なフォーラムになりました。
　フォーラムの開催にあたっては8期生の大きなサポートがあり、フォーラム中は9期生の積極
的な質問があり、QBSの今後に更なる期待を抱きました。7期生として、先輩から受け継いだ
フォーラムをより盛大に開催し、後輩に託すことができたことを嬉しく思います。発表をしてく
れた12人の仲間、開催にご協力いただいた皆様に感謝します。ありがとうございました。

林田真也（7期生）

　3月19日（土）にQBS・7期生の修了式が、九州大学国際ホールにて行われました。修了式に
は平成22年度修了の7期生40名をはじめ、家族など100名近くが出席し、川波洋一経済学
府長より学位記が授与されました。

　4月9日(土)にQBS・9期生の入学式が、九州大学国際ホールにて行われました。
　入学式に続いてガイダンスも行われ、満開の桜の下、新入生40名は緊張した面持ちで新たな
スタートを切りました。

　2009年４月から2011年3月までの2年
間QBSの専攻長を務めた。ビジネススクール
の専攻長というのは皆さんのお世話係のよう
なものである。教育、研究、社会貢献、国際交
流、事務管理の５つが仕事だとする。無役の教
員だと10％くらいの事務管理負担が、執行部
に入ると30％くらいになり、専攻長になると
60％くらいの負担となる。九大、経済学研究
院の教員、事務方、学生はもちろん外部の利
害関係者・マスコミなどもとりあえず専攻長

に話しておこうということになるわけだ。
　この2年は、QBSとしていくつかの特別イベントがあった。エグゼク
ティブ・プログラムの開始、平日博多駅移転準備、QREC（九州大学
ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター）の設立等であ
る。このうち平日博多駅移転とQRECは九大本部とロバート・ファン
氏の資金に依存したものである。それぞれ数百のメールと数十回の会
合で意見調整を行い、なんとか2010年12月1日からQRECができ、
2011年4月から平日博多駅移転が実現することになった。QRECで
は貴重なQBSの戦力である高田先生と朱先生が兼担で講義をするこ
とになったため、できるだけQBSの学生がQREC開講科目もとれる
ようにすることをお願いした。高田先生の「ビジネスにおける競争優位
性」はQRECとの共同開講科目で、学部生が来やすい伊都キャンパス
でなく博多駅で開講するために高田先生が大変な苦労をされたので
QBSの学生にもぜひ受けて欲しい。博多駅キャンパスは、半円形階段
型教室をはじめ思い通りにならないことは多かったが、博多駅にキャ
ンパスができて広域から通学できるようになったことは大きなメリッ
トである。九大の専用スペースには自習室と図書館、事務担当者等を何
とか確保した。全体の財務についてもリーマンショック以降、社会貢献
収入が激減し、九大本部には大変お世話になることになった。

　東日本大震災による未曾有の危機に日本
経済が直面している現下にあって、経済活動
の主力となる専門職の育成を担うビジネスス
クールの役割は、その真価を問われています。
このような時期に専攻長の重責を拝命するこ
とには、特別な緊張感が伴わざるを得ません。
　ここ数年の入試倍率や入学者の属性分布が
安定していることなどから判断する限り、この
地域におけるビジネススクールとしてのQBS
の戦略は、現在、一種の進化的均衡状態にあ

ると見られます。このような状態に至るまでに甚大な努力が払われて
きたことは言うまでもありません。しかし、開講から10年目という節目
が修了年に当たる9期生を迎えた今、QBSはこの均衡状態を越えて
新たなステージに向かうべき転換期に立っていると思われます。それ
は、単に10年という時間的な区切りを間近にしているからではなく、
ビジネススクールが挑戦すべき重大な課題が提起されているからで
す。
　課題のひとつは、今回の震災が露呈させた経済システムの脆弱性に
他なりません。この課題を克服し、より柔軟で堅固なシステムを構築す
る上で、企業経営の専門職には従来にも増して多くの期待が寄せられ
ることになるでしょう。
　もうひとつの課題は、近隣諸国との間で顕在化しつつある政治的コ
ンフリクトです。そのようなコンフリクトによって国際関係が硬直化し
た時期にこそ、最も平和的なコミュニケーション行為であるビジネス
をめぐる関係は、後退させるべきではありません。
　QBSは、これら課題の解決に寄与できる専門職の育成という任務
に、臆することなく取り組んでいきます。その取り組みが、在学生との
緊密なコラボレーションによって着実に遂行されるであろうことを、
私は確信しています。

前専攻長

村藤　功教授

新専攻長

永田 晃也教授
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T O P I C S T O P I C S

　QBSの新機軸として、2010年の11月から
2011年の3月にかけて短期エグゼクティブ・プロ
グラムを開講しました。これは、九州の企業がアジア
の成長に参加することで九州経済を成長させる動き
を九州大学として支援しようと考えたものです。40
－50歳台を中心の社会人で大企業の幹部を対象に
12週間でQBSの提供するビジネス教育のエッセン
スを学んでいただきました。
　日本は土地・株バブル崩壊以降20年、景気の低迷
が続き、人口減少・少子高齢化を考えると大きな成長は望めません。一方、中国は改革開放以来30
年、年率8－10％の高度成長を続けてきました。いつのまにか世界一の工場から世界一の市場に
なりつつあります。九州企業としては、まず日本に友好的な大連に出てから瀋陽へ向かい、高度成
長する遼寧省を中心とする東北三省や、黄海周辺市場で成長の一翼を担うべきだと思います。この
ような経営環境の変化は、九州企業における幹部がしっかり認識したうえで、進むべき方向につい
て自らの組織をリードする必要があります。
　1回目の参加者は20名でしたが、九州経済連合会、福岡経済同友会、日経・西日本新聞、QAN・
QBS現役の支援もあって、大変良い人たちが集まりました。トヨタ、住友商事のような日本の大企
業、九州電力、西日本鉄道、コカコーラ・ウェスト、麻生グループ、QTネット、正興電機、ワールドイン
テック、翔薬、九セラのような九州の企業、福岡県、西日本シティー銀行、新日本監査法人のような
支援サイドの方々まで有志が広く集まってくれました。参加者に親しくなってもらうため、QBSの
場合と同様に、参加者にははじめに顔写真入りの名簿を渡しました。これまでTOTOやCCWで

支援してくれてきたCREAパートナーズは、初めて
のことが多く何かと大変だったと思いますが、今回
のエグゼクティブ・プログラムのオペレーションに
あたっても大変良い仕事をしてくれました。
　プログラムではまず、九州経済産業局の滝本局長
や、九州経済調査協会の高木常務などから話を聞
いた後に、「九州の進むべき道」について議論しま
した。全体プログラムは、出頭先生、星野先生、永田
先生、高田先生、朱先生のようなQBS教員による

QBSエッセンスのディスカッションがコアになっています。また、大前研一氏主宰のビジネス・ブ
レークスルーのビデオを使って、平松先生と私で「戦略コンセプト」や「マネジメントとリーダーシッ
プ」のような科目のグループ・ディスカッションを行いました。参加者は幹部の方々ですから、講師
からの一方的な講義というよりは参加者で議論をしていただく時間を多めにとりました。
　プログラム最後近くの2月末には大連視察旅行を行いました。国吉先生の講義で中国ビジネス
の基礎を学んでから、九州経済産業局に紹介いただいた九大経済OBの高木さんの手配で、大連
市政府や大連経済開発特区を訪問しました。プログラムでは、QBSのICABEと同様に、QBSが提
携する大連理工大学（DUT）のエグゼクティブMBA・MBAコースの社会人学生との交流セッショ
ンを行いました。これには南京で漫画の会社を立ち上げているQBS6期生の鄭君も参加してくれ
ました。DUTでは、劉先生や九大経済のOBで大連理工大でも教えている張先生が大きな支援を
してくれました。
　プログラムではまた、参加者に個人プロジェクトとして、中国・アジアにおいて新規事業をやると
したらどういうアイデアがありうるか考えていただきました。一部のアイデアは大連で発表されま
したが、多くは大連から戻ってきた後に行った最終日のセッションで発表されることになりました。
この発表に対しては、他の参加者全員からコメントが提供されました。最終発表と修了式を終えて
の修了パーティーでは、参加者が幹事になり企画す
るイベントで盛り上がりました。わずか12週間の
ものでしたが、参加者は皆仲間になり、今後も関係
を継続してくれると言っています。エグゼクティブ・
プログラムを始めるのは大変でしたが、始まれば
参加者は意義深いものと思ってくれたようで、この
流れが長期的に継続すればよいと思っています。

村藤 功
（企業財務、企業価値創造とＭ＆Ａ）

　2011年３月９日（水）～
13日（日）の５日間、39名
（教員３名、６期生２名、７期
生12名、８期生22名）で
シンガポールを訪問しまし
た。

　今回のプロジェクトは、大きく３つの内容に分けることができます。
　１つは、シンガポールのトップスクールであるNational University 
of Singapore（NUS）ビジネス・スクール学生との交流です。NUS 
E-Centerの施設を見学したり、チームに分かれてビジネスセッション
を交えたり、ネットワーキング・パーティーを開催したりしました。
　２つ目は、日本貿易振興機構（JETRO）シンガポールセンターと
DBJシンガポール㈱¹によるレクチャーです。JETROについては、椎野
次長より「シンガポール経済の動向」と題する内容の講義で、アセアンも
含め、まさに最新の経済情勢に直接触れることができました。DBJは、
川住社長より「シンガポールの新たな成長戦略」と題する講義の中で、政
府の主要な７つの戦略について説明していただきました。
　３つ目は、チームごとの現地企業訪問と現地報告会です。これは、６つ
に分かれたチーム（物流、金融・商社、教育、観光・行政・インフラ・医療、
IT、CSR）がそれぞれに現地企業を複数社訪問し、そこでの“学び”を報
告会でシェアするというものです。これについては、学生の自主的・主体
的な活動が成否のポイントですが、決められたプログラムを粛々と進め
ていくよりも、随分と大きな成長機会を私たちに与えてくれました。
　私たちは、このプロジェクトを通して得た“気づき”と“学び”を仕事に
活かし、QBSのメンバーとして、九州を元気にしていきたいと、改めて意
を強くしました。

黒瀬浩希（8期生）
¹ DBJ：Development Bank of Japan Inc. 日本政策投資銀行

QBS教員紹介 修了生紹介

　会社で経営に関わり14年。独学と経験による経
営に不安を感じるようになった。経験という限られ
た枠内だけではなく、系統だった経営学の知識な
どしっかりした基礎を身につけたいと、QBSの門
を叩いた。私にとって20数年ぶりの学び舎への返
り咲き。
　QBSでの生活は、大変有意義な２年間であった
と同時に、衰えを隠せない記憶力の低下との戦い
でもあり、あっという間に1週間が過ぎていた。
　授業では、理論だけではなく、実践との懸け橋と
して、多くの実務経験者の話を聞く機会を得た事
は、今後の実践において大いに役立つところと感
じている。
　この2年間、知識だけではなく、先生方や様々な
バックグランドを持った仲間と、利害関係なく、知
合い、語り合えた事は貴重な財産。
　あと10年早く来たかった。それが今の正直な感
想。

　『また大学？仕事はどうなるんかね！』入学報告
時の母の第一声であった。当時従事していた法人
向け情報システム業界で、経営のセオリーをQBS
で学び、その視点から顧客に提案できる成績抜群
の営業マンになりたい、との純粋な？動機を発端
にQBSの門を叩き、学びを許可されたばかりで
あった。『仕事は続けられるけえ、大丈夫。』という
程度しか説明しなかった私に、母は入院先の病院
での別れ際、『まあ、がんばりんさい。でもあんた、
○○さん（妻）に迷惑かけたらいけんよ！』と三十路
に入った息子に訓示を授け、横にいた看護師さん
を微笑ましていた。
　入学目的達成の如何は当人の能力の問題があっ
てコメントを避けたいが、学びの場としてのQBS
は素晴らしかった。中でも、「現在を規制するのは、
過去ではなく未来である。」と言う恩師と、苦楽を
共にした仲間との出会いが、得られた最大の資産
で時価は膨らみ続け、今も九州はもとより東京、時
に海外で公私に助けられている。
　毎朝、4年前の卒業式で授与され壁に飾ってあ
る『Master of Business Administrator 』と
書かれた卒業証書を前に、証書と恩師、仲間に恥じ
ない社会人でありたいと(酷い二日酔いの日にも)
自らに鞭を入れる傍ら、その横にある、卒業式の翌
月に他界した母の遺影に向き合いながら、ネクタ
イを締める日々だ。

地久里 斉之さん（3期生）
所属
住友商事九州株式会社

佐々木 寿明さん（7期生）

今回のQBS教員紹介は、中村裕昭教授です。

　三十年近く勤務した金融の実務界から大学に
移籍したのが平成12年ですから、研究・教育の
世界で十年以上の月日が流れました。「石の上に
も三年」などと言いますが、とりわけ研究の山は
嶮しく高く、三年どころか、私の能力では三十年
かけても、三合目に達することが出来るかどうか
という有様です。それでも、経営諸理論の勉強や、
企業の経営分析を行うことはこの上なく面白く、
「日暮れて道遠し」ながらも、一歩一歩、日々新し
い発見を楽しみながら歩んでいます。
　ビジネススクールの教員は、特に教育面での

力量が求められますが、これもまた嶮しい峰続きです。私の授業では、
「学問体系に根ざし、実践的であり、出来る限り新しい事例を用い、かつ、
多方向性による参加型」を追求しています。しかし、授業準備に七転八倒
している割に、いつも反省の連続です。ただ、真面目に予習をし、真剣に
授業に臨み、一生懸命発言し、どんどん伸長していく学生の皆さんの姿
に接する時、教育における次の峰を目指す勇気が湧いてきます。
　私の研究のキーワードは「リスク」です。入社直後のオイルショック、南
米駐在時のラテンアメリカ危機、ニューヨーク駐在時代のブラックマン
デー、日本でのバブル経済、シカゴ駐在時代のITバブルなど、歴史的なリ
スクイベントを間近にリアルタイムで経験したことが原体験となってい
ます。「リスクに負けるな」という気持で、経営リスクの分析と統合的管理
の研究を行なって来ました。昨年出版した拙著『企業力活性化の理論と
実務』（金融財政事情研究会）をご覧戴ければ、私の研究アプローチの一
端をご理解戴けると思います。
　さて、私生活では、「紺屋の白袴」というのでしょうか、リスク管理は充
分にできていません。老後の備えもなく、趣味も乏しく、人間ドックでは、
いつも担当医に叱られています。もしこれが企業であれば、銀行は間違
い無く「破綻懸念先」に分類するでしょう。

中村裕昭
（国際企業分析、経営リスク・マネジメント、企業倫理）

短期エグゼクティブ・プログラム開講

第14回 ICABE学生交流プロジェクト
シンガポール訪問

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

　本書は、話題のフェイスブックの創業から成長を、フォーチュン紙の元
ベテラン記者が緻密な取材を重ねて綴ったものです。マーク・ザッカー
バーグやその仲間達のエキサイティングな日々が克明に書かれており、
最後まで一気に読んでしまいます。
　QBSで学ぶ（学んだ）皆さんは、教室で教わった理論やフレームワー
クを参考に、フェイスブックの置かれた状況を自分なりに分析し次の手
を考えながら読み進めると、面白い気づきが得られると思います。予想
もしないステークホルダーからの影響やその時系列的な変化を踏まえ
て経営陣が下した判断に、ついつい「自分ならばどうするだろうか？」と
楽しみながら考えてしまいます。
　例えば、CEOのザッカーバーグがフェイスブックの開発に並行し熱
を入れて行っていたピア・ツー・ピア機能「ワイヤーホグ」の開発につい

て、社長のショーン・パーカーが「フェ
イスブックに深刻な影響を与える」と
いう理由で猛烈に反対し、最終的に
なんとか食い止めることができたく
だりは、単に音楽やメディア業界との
軋轢を避けるという理由だけでな
く、ベンチャー企業がスタートアップ
時に欲張ってあれこれ手を出した結
果、資源分散することのリスクの大き
さについて考えさせられます。
　また、初期の普及段階で類似の大
学内ネットワーク・サービスが全米各
地で台頭したとき、ザッカーバーグが「包囲戦略」と称したドミナント戦
略をとって成功を収めるくだりなど、スピード感のある経営がいかに重
要かということを理解させられます。
　本書を読み進める中でこんな「宝物」を発見できるのは、ビジネス・ス
クールで学んだ人のみが持つ特典かもしれません。話題のベンチャー成
功物語として読むだけでも十分に楽しいですが、経営管理手法を応用的
に理解する演習テキストとして読んでみると、より深みが増すこと請け合
いです。
　（ちなみに、私はフェイスブックのユーザーではないんですが、これを
機に使ってみようかという気になりました。）

高田 仁
（産学連携マネジメント）

『フェイスブック　若き天才の野望
　　　（英題；The Facebook Effect）』
　　　　　　デビット・カークパトリック著
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