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多文化共生時代のサバイバルノート

【小特集編集チーム】　佐波孝彦，岩井誠人，大槻知明，高橋応明，三宅　滋

日本人が減っています．総務省の国勢調査によると2010 年の日本の総人口は1億 2,805.7 万人で

あり，2005 年に比べて 28.9 万人増加しました．ところが日本人に限って見ると，2005 年から2010
年の間に 37.1万人も減少しています．日本人は 2007年以降，毎年減少しているのです．その間，日

本に住む外国人は大幅に増えています．皆様の周りでも，外国人は増えていますでしょうか．

日本政府は，2008 年に「留学生 30万人計画」を発表しました．これは，日本を世界により開か

れた国とし，諸外国とのヒト・モノ・カネや情報の流れを拡大するために，2020 年をめどに 30万人

の留学生受入れを目指そうとするものです．この計画を円滑に実現するには，留学生の卒業・修了後

の社会の受入態勢の整備も必要です．しかし，そんなこととは関係なく，ここ数年，外国人採用枠

を大幅に増やす日本企業が話題になっています．日本人が外国人と共生していくことを本気で考えな

いといけない時代になってきたのです． 

本誌では，数年前より「若者よ！  世界に出よう！」という留学記を連載し好評を博しています．若

者は世界に目を向けなくなったなどとよく言われますが，実際には留学や研究，教育などのために海

外を訪問する日本人の数は毎年15万人ほどで推移しており，減っているわけではありません．しかし，

国内に留まっている理系の学生たちを見ていると，外国人というだけで逃げ腰になってしまう人が多

くなっているのも事実です．これは，言葉（特に英語）ができないという理由によるものです．文系・

理系という日本特有のくくりの中で，英語は文系科目と捉えられていることも大きいように思います．

読者の皆様の中にも英語が苦手だから理系に進んだ，という方もいるのではないでしょうか．

言葉はとても重要です．特に我々研究者・技術者の世界では英語が共通語です．これは日々精進

していくしかありません．しかし，考えてみて下さい．日本語を話せるからといって皆さんが日本人

全員と通じ合えるわけではないように，英語が話せるからといって外国人と通じ合えるわけではあり

ません．大切なことは表面的に言語を操ることではないのです．そこで本特集では，日々，異文化

と接して暮らしている方々に日本人が異文化の人々とうまく共生していくためのヒントを執筆して頂き

ました．様々な観点から示唆に富む読み応えのある記事が集まりました．これらの記事を読んでいく

と，専門知識や思考・想像力などの知的能力，意欲や忍耐力などの自己制御的能力，コミュニケー

ションや相手を尊重し共存していく社会的能力をバランス良く高めることが必要であると気付かされ

ます．日本人は昔から勤勉で忍耐強いことを美徳としてきました．不足しているものが言語だけであ

るのなら，積極的に相手と関わり，自分の考えを伝えていくことを始めませんか．日本人が減ってい

るからといって，日本の存在感まで減らす必要はないのです． 
最後に，この場をお借りして記事を執筆して頂いた著者の皆様にお礼を申し上げます．なお，外

国人執筆者の記事に関しては，過度な校閲によって執筆者の個性が失われないように配慮しました．

そのため，多少不自然な日本語表現があることをお断りしておきます．

読者の皆様が実りある多文化共生を実現されることを祈って．

小特集の発行にあたって
編集チームリーダ　佐波孝彦 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　Takahiko Saba
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こんにちは．（ほとんどの方には）はじめまして．僕
は大学を出てからずっと，広告業界でコピーライター
という仕事をしてきました．今はアメリカに本社を置く
企業でクリエイティブディレクターをしていますが，そ
こでの仕事も相変わらずコピーが中心です．「通信ソサ
イエティマガジン」になぜ，広告の人間が？と思われる
かもしれませんが，広告は広い意味での「コミュニケー
ション」の一部です．ここでいうコミュニケーション
とは「伝える」という意味ですね．通信もコミュニケー
ション．今これを読んでいるあなたはいつも通信のこと
を考えているかもしれませんが，ここでは「伝える」とい
う意味でのコミュニケーションのお話をしましょう．
写真やイラストや映像を使ったビジュアルコミュニ

ケーション．音楽を使ったコミュニケーション．コミュニ
ケーションにはいろいろな形がありますが，あなたを含め
ほとんどの人が一番多く使っているのは，話す，書く，読
む，という言葉でのコミュニケーションでしょう．ちなみ
にコピーライターとは「言葉でのコミュニケーション」を
組み立てる建築家であり，エンジニアです．ときに大工の
ようなこともします．しかし，言葉のコミュニケーション
の設計には資格も国家試験もいらないので，みんなが普
段やっていることを，クライアントのビジネスなどに結
び付けながら，技術レベルを上げて少々専門的にやって
いるにすぎません．建築家やエンジニアが「コンクリート
ウォールや電子回路」と「物理の力」と「技術」を使って組
み立てる代わりに，コピーライターは「言葉」と「言葉の力」
と「技術」を使って組み立てます．言葉の力は物理の力よ
りは（恐らくは）日常的で分かりやすいものなので，誰で
も少し考えるだけで身につけていくことができます．そし

て，言葉の力について考えることは，実はコピーライター
ではない人にもとても役に立つのです 1）．
大学で勉強するときも，会社で仕事をするときも，休

暇で旅行をするときも，私たちの毎日は絶え間ない how
（どうやるか），why（なぜそうするか），what（何をす
るか）の連続でしょう．その howやwhyに出会う度に，
私たちは自然に頭の中で答えを探しています．自分一人
で頭の中で考えているうちはそれを言葉にする必要はな
いのですが，一旦その考えを誰かに伝えなければならな
くなったら言語化しなくてはなりません．頭と口を連係
させてスマートフォンで伝える．頭と指先を連係させて
メールを書く．時には頭から思いを口に出して，目の前
にいる相手にそのままぶつける．「先生，今度の実験は
どのように準備すればいいんですか ?（やり方が全然分
かりません！）」「課長，この調査はなぜやらなくちゃ
いけないのでしょう？（私はやる必要がないと思いま
す！）」「今度の週末は映画に行かない？（多分キミの好
みじゃない感じの作品だけどさ！）」このように言葉に
することで，あなたの頭の中にあることが，あなたでは
ない誰かに伝わります．相手が友人でも，彼女でも，同
僚でも，教授でも，旅行会社の予約係でも．あなたの考
えを伝えるには言葉が必要です．
そこで重要になってくるのが言葉の力なのです．言葉

の力をうまく使うと，先生は実験の準備の仕方を分かり
やすく教えてくれるでしょう．課長はあなたに同意して，
やる意味のない調査をキャンセルしてくれるでしょう．
彼女はあなたと仲良く映画に行ってくれるでしょう．な
ぜなら，あなたの言葉の力でその人の心が動いたからで
す．逆にうまく使えないと，大事な実験の準備方法が分
からないままだったり，意味のない調査の用意のために
深夜残業したり，見たかった監督の最新作を映画館で見
るチャンスを逃したりしてしまうでしょう．なぜなら，
あなたの言葉ではその人の心が動かなかったからです．
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開くための言葉

岩井 俊介
Shunsuke Iwai

1）　 コピーライター諸氏の名誉のために言っておくと，「技術」を
身につけるのは難しいですよ．我々は，ここにおカネを払って
もらっているのですから．
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社会の最小単位である家族から，社会の最大単位である
世界全体まで．人は誰でも他の人と暮らさなければなら
ない「社会」の中で生きています．人は他の人と関わらず
には生きていけません．他の人との関わりの中で言葉の
力を有効に使うと，相手の心が動き，あなたとその人と
の間にあるドアが開きます．そしてドアが開くと，毎日
がもっとスムーズになったり，楽しくなったり，前向き
になったり，刺激に満ちたものになったり，誰かがあな
たを助けてくれたり，あなたに新しいチャンスがやって
きたりします．その「他の人」とは，必ずしも個人だけで
はなく，時には企業だったり，団体だったりします．
今「社会」に含まれる「他の人」の数や領域は，国境を

越えてどんどん大きく，広くなっています．「グローバル
化」というと，その言葉自体は既にかなり古くさいもの
ですが，実際日本はますます世界と暮らしていかなけれ
ばならなくなっています．スーパーマーケットに並んで
いる食品はその多くが当たり前のように外国産です．猛
烈に円高になったので 2），日本企業の多くは生き残りの
ために生産拠点をますます海外に移転させるでしょう．
情報がネットワーク上を駆け巡るので，こちらが何もし
なくても，日本に投資やビジネスのチャンスを見いだす
外国人が増えていくでしょう．マーケットとしての日本
は成熟してしまっているので，観光業界などは外国人客
の更なる誘致に知恵を絞っています．東日本大震災のと
きには，決して経済的に豊かだとはいえないモンゴルや
アフガニスタンといった国々も日本を助けようと積極的
に行動してくれることを知りました．そして何より，今
の日本社会は既存の価値観が揺らぎ，従来の手法が大き
な壁にぶつかっているので，その壁を乗り越えて未来へ
進むためには，日本の外側からもアイデアを求めること
が不可欠です．あなたを含む個人も，企業も，大学など
の機関も，そして日本社会自体も，更に一層世界と一緒
に生きていかなくてはなりません．そしてその必要性は，
日本の高度経済成長期にも，バブル経済期にもなかった
ほどの勢いで増えています．関わらなければならない社
会が日本の外側へ高速に広がっていく．開くべきドアが
日本の外側にどんどん生まれている．だから，個人も，
企業も，大学も，「言葉の力」を「世界に伝わる言葉の力」
にバージョンアップする必要があるのです．

「世界に伝わる言葉の力」とは何か．ちょっと分析し
てみましょう．この力は二つの要素でできています．
①「自分の言葉の力」と，②「グローバル語としての英
語」です．「オレ，TOEIC 800 点だぜ」とか「英語がで
きたほうが就職に有利なので，今必死に勉強していま
す」というのは②の部分だけです．①がないと「世界に
伝わる言葉の力」にはなりません．建築物に例えると，
①が土台，②が建物です．だからいきなり建物から建て
始めないように．まずしっかりと土台を築いてから，建
物を載せる．①を強固にしておかないと②に何千万円
投資しても，あまり良い結果は生まないでしょう．せっ
かちな方，お急ぎの方には，①と②を同時に作ってい
く，という方法もありです．脳みその柔らかい若い人（肉
体年齢ではなく，精神年齢で）ならできるでしょう．②
を教えてくれる場所はいろいろあります．駅前の英会
話スクール．海外短期留学．ラジオ講座．外国人のボー
イフレンドやガールフレンド．でも①を教えてくれる
場所はあまりありません．では①をどう身につけ，磨
いていくか，言葉の力で仕事をしている技術者から少々
ヒントをお伝えしましょう．
①の「自分の言葉の力」とは，他の人の心を動かすた

めに自分の考え，思いを言語化する力です．この「他の
人の心を動かすために」という部分がないと，単なる独
り言で終わってしまいます．言葉も広告もコミュニケー
ションなので，①を磨いていく手法は広告制作者や広告
会社が広告を組み立てていく手法に似ています．①は
日々の暮らしの中でも役立ちますが，就職の際の履歴書
やエントリーシートや面接，評価してもらいたいレポー
トや論文，恋心の告白，結婚のプロポーズなど，複数あ
る選択肢から相手に自分を選んでもらいたいときに特に
重要です．なぜなら自分の言葉の力で自分というブラン
ドを広告し，相手の心を動かさないとあなたは恐らく選
ばれないからです．まずは第一歩として，伝える相手（広
告業界では，これをターゲットといいます）をしっかり
捉えましょう．相手は上司なのか，親友なのか，彼女候
補なのか，学会なのか，日本国民全員なのか．その人は，
どういう性格で，どういう立場なのか．次に，そのター
ゲットに向かって自分の言葉をどう伝えるか（広告業界
では，これをストラテジーといいます）を考えます．電
話なのか，メールなのか，手紙なのか，Facebook に
書き込むのか，直接会って伝えるのか，今すぐ伝えるの2）　 2011年 9月の執筆時点．
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か，ちょっともったいぶって後で伝えるのか，などな
ど．これは広告業界では通常マーケティング（国際的に
はプランニング）部門の仕事です．①を発揮する場所が
就職面接や学会発表などの場合は，手法や場所を自分で
は選べないことも多いでしょう．その場合は，このス
テップは決まっているものとしてスキップします．スト
ラテジーが決まったら，いよいよ具体的な言葉の表現の
選択（広告業界では，これをエグゼキューションといい
ます）です．短い言葉でサクッと伝えるのか，長い手紙
やメールでしっかり説得するのか，相手が想像しないよ
うな言葉遣いで驚かせるのか，意図的にちょっと乱暴な
口調を選んでみるのか．
長いミーティングの後半などで相手が明らかに疲れて

いるときは，少し目を覚まさせるような言葉遣いを入れ
てみましょう．相手がAというタレントが大好きなら，
Aにまつわる例え話を織り込めば，興味のなさそうな
テーマでもしっかり聞いてもらえるかもしれません．ど
ういう表現手法をとるにせよ，伝える相手がいる限り，
目的はただ一つ．相手の心を動かすこと．広告業界では
この部分はコピーライターのいるクリエイティブ部門が
担当します．この表現の部分では幾つかのチェックポ
イントがあります．その表現は相手に意図したとおり受
け取られるか．「自分は好きな表現だけど，相手はそう
は思っていない」といった独りよがりの表現になってい
ないか．ちょっと落ち込んでいる相手に向かって，その
能天気なまでに明るい表現で大丈夫か．twitter へ書き
込む場合は不特定多数の人が読む可能性があるので，そ
の表現は知らない誰か（世の中には実にいろいろな属性，
価値観の人がいます）に読まれても大丈夫か．仲間うち
だけに伝わる表現を，仲間以外の人にぶつけようとして
いないか，などなど．そのチェックポイントをクリアし
たら，今すぐ返信しなくてはいけないメールなどを除い
て，時間の許す限り表現を磨いていきましょう．磨けば
磨くほど，あなたの「自分の言葉の力」はアップします．
「作家でもコピーライターでもないんだから，言葉なん
てそう磨けないよ．」あなたはそう言うかもしれません．
でも，それほど難しい話ではありません．テレビや映
画を観ているとき，本や雑誌を読んでいるとき，ネット
サーフィンをしているとき，友達や先輩や同僚と会話を
しているとき，日々あなたは意図せずに誰かの言葉に
よって心を動かされているはずです．だから，自分が動

かされた言葉を，自分のものにしていけばよいのです．
状況に応じて，自分に合うようにアレンジしながら．自
分の心がなぜ動いたのかを少し考えれば，他の人の心を
動かす言葉選びのヒントが生まれるでしょう．従来の
本や映画や雑誌に加え，今は twitter も Facebook も 
YouTube もあり，ブログだって星の数ほどあります．
ここまで大量の言葉が流通している時代は歴史上存在し
なかったといえるでしょう．インターネットにさえ接続
すれば，後は基本的に無料ですから，世界中の言葉やア
イデアと24時間実に簡単に出会えるのです．心を動か
す言葉と出会えるチャンスは，もちろんインターネット
の外側にも無限にあります．自分とは違うジャンルの人
と出会う．知らない場所へ行く．知らない国を旅する．
いつもはあまり会わない田舎のおじいちゃん，おばあ
ちゃんと話をしてみるのもよいかもしれません．ものす
ごくざっくり言うと，①の「自分の言葉の力」の相対量
と経験の量は比例します．豊かな経験を持つ人は，魅力
的な言葉を持っています．それなら年寄りほど有利か？  
というと，そうとも言えません．他人にはできないよう
な濃厚な経験を短期間に詰め込めるのは，体力のある若
い世代の特権でもあるからです．
オンラインのインタラクティブメディアの発展は，あ

なたが言葉と出会うのを簡単にしただけではなく，あな
たの言葉が他の人へ伝わっていくことも簡単にしました．
僕が学生の頃は，自分の言葉を世の中に発信したければ，
自費で本を出版するか，懸賞論文に応募するか，どうに
かしてテレビや雑誌に取材してもらうか，路上に立って
メガホンで叫んで変人扱いされるか以外の方法はあり
ませんでした．今，あなたはあなたの言葉を twitter，
Facebook，Google+，ブログといったメディアを通
じて，24時間，しかも無料で発信できます．スマート
フォンを使えば，路上でもカフェでも駅のホームでも発
信できます．しかし，ここでの最重要ポイントは「24時
間」でも「無料」でも「駅のホーム」でもありません．実
は，一番大切なのは「国境がない」という点なのです．例
えばあなたが東京のマンションの一室で SNS（Social 
Network Service）に書き込んだ言葉は，ほぼ1秒以
内にアルゼンチンのブエノスアイレスにも，アイスラン
ドのレイキャビクにも届きます．マンハッタンの超高層
オフィスビルの中にあるグローバル企業の人事担当者の
コンピュータに届く可能性もあります．これは何を意味
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するのか？　あなたの ①，つまり「自分の言葉の力」は，
もはや地球上のどこででも使うことができ，それをうま
く使えば，あなたは実質的に世界中どのドアでも開くこ
とができる，ということなのです．具体的な例がありま
す．ある海外の企業のリクルーターは僕を SNS で見つ
け，その SNS にリンクされた僕のブログを読んで僕と
いう人間を理解して，僕にアプローチしてきました．言
葉から人生を変えるチャンスが生まれ，今そのチャンス
は地球規模に広がっています．SNS の登録も，ブログ
の利用も実質0円です 3）．大きな負担や投資をすること
なく，想像もしなかったようなチャンスと出会うことが
できる．それが今という時代を生きるメリットなのです．
ただし，そこには一つ条件があります．世界に発信す

る①「自分の言葉の力」は，②「グローバル語としての英
語」を伴っていないといけない，ということです．ちな
みに僕はブログを日英バイリンガル，SNS は（mixi を除
き）基本情報を英語で書いています．前に書いたように①
＋②が「世界に伝わる言葉の力」を作ります．例えば，あ
なたがいろいろな可能性のドアを開いていくために①を
磨いていったとしましょう．でも，②がないとその有効
範囲は日本国内限定になります．すごく素晴らしい①を
持っている人でも，②がないと日本の外にあるチャンス
を手にできない．それでは余りにもったいなくありません
か？この場合の日本の外にあるチャンスとは，必ずしも
海外移住とか，留学とか，外資系企業での勤務だけを意味
しません．一生日本に根を張って生きていこうと決めた人
にとっても，日本の外にあるチャンスが日本での生活や
仕事を更に素晴らしいものにする，といったケースは幾
らでもあるはずです．しかも，ますます日本社会が国際社
会と融合していくようになり，仕事や，学問や，ライフス
タイルから日本と日本の外を隔てる壁がなくなっていく
と，徐々に「②の欠如は①の欠如に近い」と人々が考えだ
す可能性もあります．最近耳にする日本企業の社内公用
語が英語になるというニュースなどは，そんな時代の訪
れを暗示しているようにも思えます．
一方，②の「グローバル語としての英語」を身につけ

ることは，①の「自分の言葉の力」を更に磨くことにも
つながります．①を磨くためには，いろいろな言葉や，
人や，体験と出会うのがよいと先ほど書きましたが，② 

を身につけると出会う方法の選択肢が一気に増えていき
ます．英語で書かれたブログや tweet を読む．英語で
しか出版されていない本を読む．英語のニュースサイト
で日本では報道されていないニュース映像を見る．行っ
たことのない国へ出掛けて，そこに生きる人たちと直に
交わり，会話をする．今後 10年で世界の人口の半分が
英語を使うようになるという報道があります．理系の人
には笑われそうな計算ですが，日本の人口を 1億，世界
人口を 70億とすると，②を持つ人の選択肢は日本語し
か使わない人に比べておよそ 35倍多いということにな
ります．「自分の言葉の力」が磨かれるのは，より多く
の言葉と出会えるからだけではありません．「グローバ
ル語としての英語」を身につけて海外の人と交流するよ
うになると，日本では当たり前だと思っていたことを，
自然と新しい角度から見ることができるようになりま
す．単眼的だった視野が複眼的になります．英語を話す
ベトナム人やブラジル人やフィンランド人やアゼルバイ
ジャン人ともコミュニケーションができるようになるの
で，日本の中だけでは思いもつかなかったアイデアや楽
しさを彼らから教えてもらえるかもしれません．新しい
発想や価値観と出会うと，あなたの発想や価値観が広が
ります．つまり，外へ，外へと，あなたがどんどん開か
れていきます．あなたが開かれれば開かれるほど，その
広がりにあなたの言葉もついていこうとするので，あな
たの「自分の言葉の力」が更に磨かれていきます．「自分
の言葉の力」が更に磨かれると可能性のドアが更にどん
どん開いていくので，あなたが更にまた外へと開いてい
き，「開く，開く，開く」がグルグルと繰り返される好循
環 ーポジティブスパイラルー が発生します．「グロー
バル語としての英語」は，そのポジティブスパイラルを
起こす点火スイッチのようなものです（ほら，英語をや
りたくなってきたでしょ！）．
日本という社会は，自分から外へ開くことをあまり経

験してこなかった社会です．江戸時代は鎖国して，開か
ずに閉じることによる安定を選びました．明治時代の「開
国」は「開く」という漢字こそ使っているものの，欧米列
強から自国を守るための，そして欧米列強に何とかして
追いつくための受け身の「開く」だったといえるでしょ
う．第二次大戦後の民主化はアメリカがレールを敷いて
くれた，与えられた「開国」です．ベースが農耕民族なの
でみんな一緒の共同作業を好み，多民族国家ではないの3）　ネットワークの接続料や通信料を除く．
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で共同体の中で同じような価値観を容易に共有できまし
た．それが抜群の「和」，つまりチームワークを生み，日
本人や日本社会にそもそも備わっていた勤勉さと相まっ
て，世界的に見たら奇跡としかいえない戦後の高度成長
をもたらしたのです．日本という村社会の中の「和」が
素晴らしい成長をもたらしている間は，あえてそれを外
に開いたり，外側と深く交わる必要はありませんでした．
横並びであること，「和」を乱さぬこと，集団を「閉じて
おく」ことが大切でした．「出る杭

くい

は打たれる」「空気を
読め」といった日本社会を象徴するような感覚，物言い
も，この中から生まれてきたのでしょう．しかし，高度
成長の最後の花火だったバブル期以降，それまで当然だ
と思っていた経済成長が鈍化，低迷すると，日本社会は
迷い始めました．「みんなで一緒に横並びで成長」「閉じ
ておいて成長」のモデルが機能しなくなったからです．
この時期はちょうど，いわゆるグローバル化と世界的な
ディジタルネットワーク化が急速に進展し始めた時期で
す．世界がどんどん開いていく中で，閉じたモデルでの
成功体験しかない日本社会は，この20年，未来への明
解なビジョンを生み出すのに苦労してきました．社会全
体が，何となく自信を失ってしまっているようにも見え
ます．
とはいえ，日本でも多くの人が気付いています．未来

へ行く方法は，もはやドアを「開く」しかないのです．
今から世界の流れに逆らって「閉じる」わけにはいかな
いのですから．そして個人にも，企業にも，団体にも，
学問や研究の領域にも，世界に向かったドアを開くため
には ①「自分の言葉の力」＋ ②「グローバル語としての
英語」＝「世界に伝わる言葉の力」が必要です．もし「世
界に伝わる言葉の力」を持たないままでいたら，これか
らは学生であるあなたに訪れるはずのチャンスが，「世
界に伝わる言葉の力」を持った中国の同年代の学生にと
られてしまうかもしれません．あなたの会社に訪れたで
あろうチャンスが，同レベルの技術力を持った「世界に
伝わる言葉の力」を持つ韓国や台湾の企業にとられてし
まうかもしれません．未来へは誰だって行けます．でも，
「より良い未来」はチャンスをつかんだ者だけに訪れま
す．資本主義社会はそのへんなかなかシビアです．
今，アメリカへ行くと各地で中国や韓国や台湾から

の留学生を数多く見かけます．アジアの隣人である彼ら
は，そこで「世界に伝わる言葉の力」を磨いているはず

です．一方，日本からの留学生は減少傾向にあると聞き
ます．これは日本の未来にとっては危機的なことです．
誤解されるといけないのですが，日本を世界に開くと
いうことは，決して日本独自の文化や日本らしさを捨て
る，ということにはなりません．あなたの ①，つまり
「自分の言葉の力」のベースになるのは，日本社会に根
ざしたあなたの日本人としての感受性だったり，繊細さ
だったり，個人の歴史だったりします．そこに ② の「グ
ローバル語としての英語」を組み合わせることで，あな
た自身の個性やユニークさを保ったまま世界へ開いてい
けばよいのです．これは，あなたという個人だけでなく，
日本企業や日本社会全体にとっても同様です．
僕はコピーライターなので，最後に読者の皆さんに僕

が書いた 1行のコピーを贈ります．これは僕が以前，ア
メリカ・オレゴン州のポートランドに本拠地を置く広告
会社 Wieden＋Kennedy の東京オフィスに勤務して
いたとき，そのオフィスの 10周年記念エキジビション
のために書いたものです．「出る釘

くぎ

は打てない．」お分か

写真1　Wieden ＋ Kennedy Tokyo 
10 周年記念エキジビション．コピーのウォール

写真2　釘で制作したコピーウォールのクローズアップ
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りのとおり，「出る杭は打たれる」日本社会へのアンチ
テーゼです．日本社会に根ざしながらも，グローバルな
アイデアや創造力を持ち込み，組み合わせることで，日
本の既存の枠組みや「閉じた思考」にはまらないように
なりたい，というオフィスのみんなの思いを言葉にしま
した．本来は「杭」なのですが，ちょっと尖

とが

っていてア
グレッシブな発想が大好きな Wieden+Kennedy のス
タッフのためにあえて「釘」を選び，スタッフみんなで
本物の釘を木の壁にハンマで打ち込みながら，1 文字 1
文字を作っていきました（写真 1，写真 2）．
例え出る釘（杭）を打ってしまいがちな社会の中でも，

本当に実力があり，力強く飛び出てしまった釘はもう誰
にも打てません．出る釘を打つ社会から，出る釘を育て
る社会へ．そして究極的にはみんなが出る釘になる社会
へ．日本はそうなるべきです．出る釘たちがその実力の
出っ張り具合を競い合っているグローバル社会で，日本
自体が自ら出る釘にならなければ，いつかこの国は衰退
してしまうかもしれません．多くの人が生きている社会
の中で協調は大切です．でも，まずいきなり右や左を見
ることはしない．日本という村の言語化されていない意
識や空気や慣習に縛られるのはやめる．そしてみんなが
「世界に伝わる言葉の力」で自分を伝え，みんなが出る釘
になる．そうすれば時間はかかるかもしれないけれど，
社会は自然と外へ開かれていくはずです．誰かが開いて
くれるのを待つのはやめましょう．「社会さん」という
存在があなたの代わりに開いてくれることは決してあり
ません．開くのはいつだって「個」，つまり一人一人の
人間です．だから，今これを読んでいるあなたがまず出
る釘になって，ドアを開いていきませんか．あなたが今，
20 歳でも，42 歳でも，85 歳でも．
本当のスタートラインはドアの向こう側にあるので

す．ドアの向こうに立たなければ，きっと何も始まらな
いのです．

私が日本という国と接点を持ったのは今から 22年以
上前に遡ります．1989 年 11月，犬山市で開催された
情報理論とその応用学会（SITA 89）に出席するために
初めて日本を訪れました．シドニー大学のポストドク
ターであり，大阪大学で博士号を取得された軍杜（Jun 
Du）博士に勧められたのがきっかけです．私は Telstra
で研究エンジニアとして働く傍ら，1988 年にシドニー
大学で修士課程を開始し，1989 年半ばに衛星移動通信
のためのコーディングに関する研究論文が認められ，修
士課程を修了しました．杜博士はこの論文をSITAで発
表するべきだと強く私に勧め，更には日本で研究するこ
とが私の運命だと言うのです．そして博士の予言は的中
しました！　私は日本で未来の恩師となる教授に出会っ
たのですから．
慶應義塾大学の中川正雄教授がその方です．SITA で

の私の論文発表を気に入って下さった中川教授は，大学
の研究室で博士号を取得するよう勧め，奨学金を取得で
きるように文部省に推薦して下さいました．私はオース
トラリアの Telstra で好条件の仕事に留まるべきか，あ
るいは仕事を辞めて日本の慶應義塾大学で最良の教育を
受けるべきかの決断を迫られました．社会人として安定
した収入と将来が約束されたオーストラリアでの生活
と，学生としてほとんど収入も見込めず金銭面では苦労

岩井俊介
1992慶大・法・政治卒．同年，（株）電通入社．コピーライター，
CMプランナーとしてトヨタ自動車，キリンビバレッジ，DC
カード，タイ国際航空などを担当．2002 Wieden+Kennedy 
Tokyoに移籍．コピーライターとしてGoogle，Nike，森ビル，
デルタ航空などのキャンペーンに携わる．2010 外資系企業の
日本市場担当クリエイティブディレクターに就任．東京コピー
ライターズクラブ賞，東京インタラクティブアドアワード，日
経広告賞など受賞多数．shunsukeiwai.blogspot.com

グローバル社会における
日本の使命

エスマイルザデ・リアズ
Riaz Esmailzadeh

カーネギメロン大学

写真1　�ICC 学会（1993 年，ジュネーブ）に参加する中川
教授と研究室の学生，OB
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するだろうと予想される日本での生活を天秤にかけたの
です．1990 年半ば，ぎりぎりまで悩みに悩んだ末，私
は日本へ行くことを決意しました．その理由については
後で詳しく述べますが，日本へ行ったことで私の人生が
大きく，良い方向へと変わったことは確かです．
日本での経験はどうでしたかとよく聞かれます．その

質問に対する私の答えはいつも同じです．私は日本で数
え切れないほどの価値あるもの―教育，文化，倫理感，
キャリア，そして友人を得ました．16 年に及ぶ日本で
の生活は新鮮な驚きと新しい発見の連続であり，日々
学ぶことがありました．もちろん日本語も学びました．
もっとうまくなりたいとは思いますが（この文章は妻に
よる翻訳です），日本語で講義をすることができるほど
には上達しました．生涯の友とも出会いましたし，素晴
らしい日本女性と出会って結婚することもできました．
日本へ行くという決断は，私の人生の中で最上かつ最良
のものだったと思っています．
私が日本で多くを学んだ中で重要なポイントを三つ，読

者の皆さんと分かち合いたいと思います．特に将来日本企
業を背負って立つ若い方にぜひ参考にして頂き，皆さんの
人生とキャリアに生かして頂ければ幸いです．

グローバルな視野1

私の人生は少々変わっているといえます．イランで生
まれ，宗教的迫害のために国を出る決意をした私は，ま
ずパキスタンへ逃れ，その後 1984年に宗教難民とし
てオーストラリアへ行きました．以来，日本を含めス
ウェーデン，アメリカ合衆国等，六つの異なる国に住み
ました．私は，自分は世界市民であると自負しています．
現代では私たちの生活，経済，環境，運命は全て複雑

に関連し合っており，今や私たちは世界的規模の共同体
で暮らしていると言っても過言ではありません．このよ
うなグローバル社会において，グローバルな視野を持ち，
グローバル社会で生きることに価値を見いだせる人は，
より有利な立場に立てるのではないでしょうか．
グローバル社会では，製造・流通・サービスを通し

て海外のサプライヤーや外国人の同僚・顧客等と関わる
ことを余儀なくされます．とりわけ読者の皆さんが属し
ているであろうハイテク産業では何らかの形で外国人と
関わりを持つ企業がほとんどであり，外国人と円滑なコ
ミュニケーションをとることが重要であることに同意し

て頂けると思います．
グローバル社会で成功する第一歩は，言語（読む，書

く，話す）に精通することです．今日では英語が世界共
通語の役割を果たしていますが，英語に限らず，中国語
やスペイン語，その他の言語を習得することは非常に有
益です．とはいえ，言語を習得するだけでは十分ではあ
りません．その国の文化に精通し，慣れ親しむことが大
切です．若い方には（若くない方にも），海外に 1～ 2
年住んでみることをお勧めします．その国の言語が自然
に身につくと同時に，文化も学べ，またグローバルな友
人関係を築くことができます．グローバルな友人のネッ
トワークを持つことは将来必ず役立つことでしょう．

多　様　性2

グローバル社会で成功を収めるためには，多様な文
化・習慣等の背景を持つ人種を積極的に受け入れること
が不可欠です．ワークチームが多様性を持つことは非常
に有益です．大学や企業において一つのワークチームと
してより効果的に働くためにはどうあるべきか考えてみ
て下さい．チームのみんなが同じ考えならばどうでしょ
うか？ インド人やキューバ人，イタリア人やアフリカ
人がチームにいたらどうでしょうか？ より有益だとは
思いませんか？ 多様性のある個性豊かな環境は，プロ
ジェクトや製品開発，マーケティングや販売，あるいは
チーム作業等あらゆる面で有益な貢献をしてくれるで
しょう．人にはそれぞれ長所と短所がありますが，多様
な人種が共に働くことで短所を補い合い，長所を強め合
うことができるのです．これは多種多様な民族が混在し
て暮らしているアメリカ合衆国のような国の最大の強み
であり，そうではない国―日本や韓国，中国のような国
にとっての最大の弱みだといえます．
これまで日本では積極的に外国人を雇用する企業は

少なく，雇用したとしても隔離した環境で仕事をさせる
ことが多かったようです．残念ながらこのような雇用の
仕方では多様性の良さを十分に生かしているとはいえま
せん．多様性のあるワークチームが完全に機能すれば画
期的かつ創造的アイデアを生み出すでしょう．日本のよ
うな国の企業がグローバル社会で成功する道を切り開く
ためには，外国人を積極的に雇用し，多様性のあるワー
クチームを育成することが大切です．そのためには，多
様性が持つ「違い」を怖れず，ありのままを受け入れる
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こと，その姿勢こそが，外国人と共に働く上でも，また
多様性を生かす上でも，より有益な結果を生み出すため
の第一歩なのです．
日本の企業がグローバル社会に貢献することは，日本

の使命であると私は考えます．日本という国は数々の困
難を克服して現在の社会的・経済的地位を築いてきまし
た．日本人の美徳はたくさんありますが，なかでもその
揺るぎない信念・忍耐・努力は世界中の人たちが畏敬の
念をもって認めるところです．日本人の持つ倫理的かつ
文化的な価値，これは世界的な資産です．日本がグロー
バル社会に貢献しないことは，世界的な損失でもある
のです．日本はグローバル社会に率先して参加し，顧客
サービスから高品質生産に至るまで多種多様な価値を世
界に向けて発信することが期待されているのです．

自分自身への投資3

ここで 1990年に私が日本へ行く決断をした理由を
お話ししたいと思います．当時の私は，果たして自分自
身に博士課程を修了する能力があるのか，また未知の国
である日本で生活していけるのかどうか不安でした．し
かし一方で，日本で博士課程を修了する努力をすること
は，必ずや自分自身への投資になるだろうという確信も
ありました．つまり私はチャンスをつかむためにリスク
を取ったのです．それは私自身が将来，より価値のある
人材となるための投資でした．それからというもの，私
は自分自身に投資するため，あらゆるチャンスに迷わず
飛びつきました．新技術を学ぶか？ はい！ 経営管理学
修士（MBA）を取得するか？ 絶対に！ マネジメント
オブテクノロジー（MOT）を教えるか？ もちろん！本
を書くか？ 喜んで！ これら全ての経験は私の知識を深
め，専門分野を広げ，私が企業と社会に提供できる価値
を養うのに大変役立ちました．このようにして多くの経

験を積み，多様な専門知識を身につけたことはキャリア
アップにもつながりました．現職であるカーネギメロン
大学（CMU）准教授という職を得たのも，これらの経験
があったからこそだと思います．
前述した三つのポイントとも関連することですが，自

分自身への投資の第一はグローバルな環境で教育を受け
ること，第二は多様性のある教育を受けることです．こ
れまで技術を学んでこられた読者の皆さんには，MOT
やMBA等マネジメントの教育を受けることを強くお
勧めします．できれば英語で，更に理想を言えば海外
で，もしも可能ならば仕事を辞めて自分自身の力で達成
すれば，自分自身にとってより貴重な財産となることで
しょう．企業と社員の関係の一つは共生だと思います．
長期的視野で見れば，一方のみが生き残ることはできま
せん．双方が成長すれば，相互にその恩恵を享受できま
す．すなわち，あなた自身の価値が高まれば高まるほど，
企業にとってあなたはより貴重な人材となり，企業の成
長にも貢献でき，成長する企業からより大きな恩恵を享
受することができます．
最後に一言．皆さんには，グローバルな人間，世界市

民になるよう努力して頂きたい．学生の方ならば交換留
学生として，あるいはバックパッカーとして世界を旅し
てみてはいかがでしょうか．世界にはたくさん学ぶこと
があります．社会人の方も海外で仕事をしたり学んだり
する機会があれば，是非そのチャンスをつかんでみては
いかがでしょうか．日本企業でしか働いた経験のない方
には突飛に聞こえるかもしれませんが，長期休暇を取っ
て海外に行くのもよいでしょう．あるいは会社を辞める
リスクを取ることも自分自身の可能性をフルに引き出す
ためには必要な手段かもしれません．世界市民としてよ
り価値ある人材になることは，自分自身や企業のためだ
けではなく，世界に貢献することにもつながるのです．

写真2　戸塚工場を訪問する日立製作所中央研究所の外国人研究者

エスマイルザデ・リアズ
1994慶大大学院工学研究科博士課程了．同年（株）日立製作所，
1996エリクソンを経て，2000ジェニスタ，2002 IPモバイル
の創立メンバ．同年，スイス IMDにおいてMBAを取得．同年，
慶大・工准教授．2006-08からカーネギメロン大学准教授（工博，
MBA）．著書に，TDD-CDMA for Wireless Communications（共
著）， Artech House Publishers，2002；Broadband Wireless 
Communications Business，Wiley Publishers，2006．
riazesma@andrew.cmu.edu.
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なぜドイツに行ったか？1

私が，博士後期課程修了の年になってからようやく就
職活動をしている頃，私の恩師がある国際会議で，後の
私のドイツでの職場（Fraunhofer 研究所）における上司
と出会い，私の就職口の情報を得て，それを私に勧めて
くれたのが始まりである．その頃ドイツは電子工学の技
術者の頭脳流失が激しく，ちょうど「海外から専門家を積
極的に呼ぼう」という機運が盛り上がった時期で，一度海
外で働いてみたかった私としてはラッキーであった．
言語の問題であるが，私は語学に興味があり，英語も

そこそこ勉強していたので，現地での同僚との英語によ
る意思疎通で困ることはなかった．また大学で学んだド
イツ語の単語もまだ結構覚えていたので，日常生活にお
いても，後述する電話を除いてはそれほど不自由はしな
かった．結局，就職してから 1年 9か月後にはドイツ
から去ることになるのだが，このときには，粗大ごみ収
集依頼の予約，住民登録の解除，帰りの飛行機のチケッ
トの予約ぐらいは全部ドイツ語でできるようになった．

ドイツで受けたカルチャーショック2

�仕事上困ったこと

やはり電話は怖かった．かけるのも，取るのも，す
ごいプレッシャーであった．同僚の留守中には「頼むか
ら同僚にドイツ語で電話がかかってこないでくれ～」と
祈っていた．基本的には，「彼はいない」と簡単なドイツ
語で伝えるだけなので大したことはないのだが，「どこ
に行った？」とか「いつ戻る？」ぐらいは何とかなると
しても，伝言となるとドイツ語ではほとんど無理であっ
た．もっとも相手もそれを察してか，私に同僚への伝言
を託す人はほとんどいなかったと記憶している．
また，測定器メーカに見積もり依頼をするときなど

は，ドイツ語で込み入った話をする自信はなかったの
で，電話口で最初に挨拶した後に必ず「英語で話して良

いですか？」とドイツ語で確認した．そうしたら，ある
とき電話口のおばちゃんに「あなた，上手にドイツ語
しゃべれるじゃない～！」と返されたりして，とにかく
冷や汗ものであった．
あるとき，EU（欧州連合）がスポンサーとなる情報通

信関係の研究プロジェクトへの応募書類作成の際，締切
前日になっても書類ができず，泊まり込みで仕上げた．
上司には「無理はするな」とは言われていたが，締切は
締切なので，自分の判断で会社に泊まって，一応仕事を
仕上げた．「無理するな」，「やり過ぎるな」とはその後
も何回か言われたが，やるべきか，やめるべきか，どう
いう力加減でやったらよいかがよく分からなかった．「自
分のプライベートな生活が一番大事」というのは分かる
が，「それでは，終わらない仕事は誰がやるのか？」と
いう疑問は残る．
同僚とはずっと英語でコミュニケーションしていた．

ところがある日，ある同僚に「イチロウは英語だけでな
く，ドイツ語も少し話すべきではないかな？」と言われ
た．ドイツ人も日本人と似ていて，「ドイツに来たらドイ
ツ語を話せ」と，若干内向きになる傾向がある．またド
イツ語も日本語ほどではないが，マイナーな部類に入る
というのも，彼らの「ドイツ語愛」につながっているのか
もしれない．私はドイツ語にも興味はあったので，ドイ
ツ語を全く話せないわけではなかった．ただ，仕事では
ミスをしたくなかったので英語で話していたのだが，と
にかく，その同僚の言葉を受けて，「分かった，来週から
ドイツ語を話す」と宣言した．そしてその当日の朝から，
職場で親しかったMichael にドイツ語で挨拶したら，彼
はニヤニヤしている．「またまた～，無理してドイツ語
なんかでしゃべっちゃって～」という，ちょっとからか
いの表情であった．彼とは最初からずっと英語でコミュ
ニケーションしてきたので，いきなりこちらがドイツ語

私が体験した
異文化サバイバル
―ドイツでの仕事と生活

井田 一郎
Ichirou Ida

（株）富士通研究所

写真1　職場で同じ部署の同僚と
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をしゃべり出すと，向こうも小恥ずかしいらしい．
またもう一人の親しい同僚のRalf にも，「役所でド

イツ語で手続きしてきたよ．うまくいったよ」とドイツ
語で話したら，「お！じゃあこれからドイツ語で話そう
か！？」と一瞬真面目な顔で言ってきたが，その後すぐに
「やはり将来，給料の良い外資系で働くには英語は必須
なので，その練習のためにもお前とは英語で話したい」
と言った．そんなこともあり，すぐに同僚とは英語を話
す生活に戻っていった．
私は当初，アンテナの専門家として研究所に入った

が，上司が諸事情により職場を去ることになった．そ
の後に来た新しい上司はCMOS回路設計の専門家であ
り，日本のメーカとも共同研究の経験があるということ
であった．欧米では上司が代わると，その部下の仕事も
がらっと変わるとは聞いていたが，私の場合はまさに
そのとおりだった．アンテナの研究は止めて，ひたすら
Cadence を使ってCMOSによるRF回路の設計，レ
イアウト，シミュレーションに明け暮れた．
日本に帰ることが決まってから，何とか自分の仕事だ

けは完成させてから離職しようと，毎日遅くまで残業し
ていた．もちろん，同僚には業務の引継ぎは行ったのだ
が，設計の細かい部分を詰めて，所望の特性が出るかど
うかは，是非とも自分の手で確かめたかったのである．
別の同僚には，「そんなに頑張るな．それほど多くは期
待していない．もっとも，君が自分自身に期待している
のかもしれないけれどね」と，ズバリと指摘されたこと
もあった．結局，退職の日になっても仕事がまだ終わら
ず，夜になってしまい，お腹が空いてきた．しかし，従
業員カードは既に人事部に返納してしまっていたので，
食事を買いに行こうにも，一旦建物から出てしまうと
もう入れないので，そのまま職場に残り，結局仕事が終
わって外に出たのは次の日の朝であった．
�会社の雰囲気

私のいた研究所では社員の他に，大学の修士課程を出
てから，研究者として働きながら博士論文を書いている
人などもおり，「真面目」な雰囲気が日本の大学や研究機
関の雰囲気と似ていて，余り違和感は覚えなかった．た
だ，欧米諸国では多かれ少なかれ同じと思うのだが，職
場においては「自分は何をやりたいのか？ どうなったら
ハッピーか？」を考えて，自分から周囲に働きかけるこ
とが重要であると感じた．確かに職場に慣れないうちは，

上司や同僚に相談するにも精神的なバリアが大きく，つ
いつい腰が重くなってしまうものだが，決して周囲が手
を差し伸べてくれるのを待っていてはいけない．さもな
いと，長い間放っておかれて，海外における貴重な就労
経験の時間を無駄に過ごしてしまう危険性がある．
また普段は，私の同僚の多くは定時で仕事を終わらせ

て帰っていたが，私と同室の生粋のドイツ人は例外的に
夜遅くまで残業していた．もう一人のドイツ人の同僚と
一緒に，ウィンドウズの設定がああでもない，こうでも
ないと，夜の９時過ぎまで会社に残っているのを見て，
「ドイツでも好きな人は好きなんだな…」と思ったもの
だった．彼らは基本的には自分の仕事は自分でやるが，
「手伝うよ」と言えば，手伝わせてくれた．ある日同僚
が，EUのプロジェクトへの寄書作成の際，良い案が出
ず，余りにも悲壮な顔をして困っていたので，手伝いを
申し出て，それで私も一緒に徹夜するハメになったこと
もあった…．
�彼らの仕事に対する接し方

月曜日の朝は「休み明けなので，ゆっくりスタートし
よう」と（これも日本と反対である），コーヒーを飲みな
がら同僚と談笑して午前中の大半を過ごし，金曜日は昼
休みが終わると人が帰り出して，午後 4時頃になると会
社の中はシーンと静まり返る．つまり，彼らはそれほど
残業もしないので，週に正味 4日ぐらいしか働いていな
い．それなのに，仕事は結構帳尻が合う．会社内での挨
拶は「こんなに良い天気なんだぜ…」がお決まり．つま
り「それなのに何でこんな建物に閉じこもって仕事しな
けりゃならないんだ！」という意味である．そんなこと
もあり，多くの研究所員は基本的には，「仕事は義務だ
からやる」と考えているように私には見えた．こんな感
じで仕事をして，夜はさっさと家に帰り，ゆとりある生

写真2　雪の中，同僚と一緒に帰る途中
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活を送り，その結果ドイツ人がそれなりの低賃金と，低
い生活水準に甘んじているというのなら，日本人も我慢
して夜中まで働かなくてはいけないと思うが，そうでは
ないのだ．彼らはちゃんときれいなアパートに住み，車
を持ち，おいしいものも食べている．それならなぜ日本
では，多くの人が肉体や精神を害するまで働かなくては
ならないのか？
私の日本での大学院時代に，同じ研究室で助手をされ

ていた女性の先生が，ドイツに短期研究員として 1年に
満たないぐらいの期間，赴任されていた．その先生が帰
国した際の歓迎会の最後に，挨拶でお話されたことが強
く印象に残っている．それは「私が日本の，特に若い男
性にお願いしたいことは，家庭を犠牲にするような働き
方をしないでも，社会とか生活が成り立つような，そん
な社会を創って欲しいということです」という内容で
あった．そのときは「理想はそのとおりだが，実際忙し
いし，仕事があったら，家庭を少々犠牲にしても夜遅く
まで働くのは当たり前ではないか」と思った．しかし自
分もその後ドイツに職を得て，現地で働き，生活してみ
て，先の助手の先生と全く同じことを感じたのだった．
もちろん国民性や，政治の仕組みなど，両国でいろいろ
と相違もあるので，何でもドイツのまねをすればよいと
いうわけではないのは承知しているが，現在の日本の多
くの大企業が「ワークライフバランス」という掛け声以
上に何もしていない現状からすると，もっと努力する余
地はあると思う．企業の上層部の中にも「なぜ残業が減
らないのか？」を真剣に考える人が少ないし，「長時間
労働で良く頑張っている！」という考えも根強いので，
いつまで経っても疲れ果てるような働き方しかできない
のだろうが，この先「自分の生活を犠牲にして，ひたす
ら休まないで働いた延長上に，明るい未来と日本の繁栄
がある」という考えには賛同できない人が増えると思う．
��日本との教育の違い

ドイツでは例えば，大学院の電子工学の修士課程を修
了したばかりの人でも，電子技術一般のことをよく知っ
ている（これが日本では「当たり前」でないことは問題
だが）．この理由として，基本的に大学は無料であり，
無理に客（学生）集めに走らなくてもよいので，定期試
験のときに点数の悪い学生は遠慮なく落とし，そうして
卒業生の質が保たれているという一面があると思う．つ
まり，政府が大学教育にお金をかけているということで

ある．一方，日本では小中学校と高校の生徒が，ものす
ごく勉強する．その割には，日本の大学，大学院卒は，
世界の有力大学卒の学生と比較して，競争力が低いとい
う話をよく聞く．しかし，大学から世間に出た時点で優
秀な人が多く育っていないと世界で勝てないのだから，
日本の政府はもっと大学教育に比重を移すべきではな
いか？  大学でしっかりと勉強する学生がもっと増えれ
ば，彼らが企業に入った後，一から教える手間も省けて，
彼らによる技術設計の不完全さから生じる不具合，手戻
りが少なくなり，結果として残業時間も減り，企業の競
争力も増すのではないだろうか？
�生活上困ったこと

私の住んでいたアパートの階上の住人が夜中までうる
さくて困った．ある日パーティをやっていたようで，特
にうるさかったので，さすがに文句を言った．彼はドイ
ツ人ではなくて，私が英語で「深夜だから静かにしてくれ」
と言って，別れ際に「good night !」と言ったら，彼もニ
コニコして「good night」と返してくれたので，ちょっ
と安心した．ドイツの社会は騒音に対しては神経質と聞い
ていたが，街中を歩いているときに，よくあちこちのア
パートから大音量の音楽が聞こえてきた．それだけ堂々と
騒音をまき散らすということは，彼らは近隣に迷惑をかけ
ているという認識もないと思うのだが，先の自分のアパー
トの一件から，こちらが「迷惑だ」と伝えても，そのこと
で逆恨みして怒ることもないのだろうなと思った．
帰国の際，家財道具を処分する必要があり，同じア

パートに住んでいた，アフリカ系フランス人の兄と妹に
オーブンや冷蔵庫一式を売ったのだが，兄のほうが「バ
イト先の店長が給料を払ってくれないので，支払いはも
うちょっと待ってくれ」と疲れた表情で私に釈明した．
結局売買の代金は最後まで受け取れなかった．私はア
パートを引き払う日が近づいていたので，仮にお金はも
らえなくとも，それらの物品を有効に使ってもらえば良
いと考えていたのでそれほど悔しくはなかったが…．
あと，お金の話といえば，研究所に入って最初の正月

に日本に帰省し，休みが終わってドイツに帰ってきたら
既に通貨がユーロに切り替わっており，近所のパン屋
でマルクが使えなくなっていて困った．銀行ATM用の
カードの暗証番号も，なぜかど忘れしてしまって，土曜
日で会社の同僚にお金を借りることもできず，確か町の
exchange に行って，やっとユーロを手に入れたと記憶
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している．
その他，「自分の身体に何かあったらどうしよう…」

とは常に考えていた．同僚も「何かあったら電話してこ
い」とは言ってくれていたが，「夜中に倒れてそのまま
動けなくて，手遅れになったらどうしよう」という恐怖
は常にあった．幸い無事に海外勤務を終えることができ
たので良かった．
�人の優しさ

日本人は普段「すみません，すみません」と謝ってい
るが，何かのきっかけに怒りが爆発する危うさを持って
いる．だから，日本で街の雑踏や混雑した駅構内を歩く
ときは結構緊張する．反対にドイツ人は眉間にしわを寄
せて，肩で風を切って歩いているが，例えば，道を互い
に譲るとき，赤ちゃんやお年寄りなどの弱者に出会った
ときは，途端に表情が優しくなって，手を差し伸べる．
また，欧米人の多くは，日本でよく見られる「そんな

簡単なことは自分で調べよ」という態度はとらない．こ
れは私も見習うべき態度だと思う．「当たり前」のこと
でも人にちゃんと説明してあげるということは，それだ
け心にゆとりがあるのだろう．
�私の周りのドイツ人の日本人観

ドイツ人の日本に対する印象は，彼らの話を総合する
と，「ハイテクもあるし，京都などに代表される古い寺
社仏閣もあるのが面白い．まあ詳しくは知らないが，悪
い国ではなさそうだ」というところであったと思う．今
回の原発事故では日本は彼らの反面教師になってしまっ
たわけだが．そして，昨年 7月のサッカー女子W杯に
おける「なでしこジャパン」の活躍により「なんだ，サッ
カーも強かったんだ！」というもう一つの認識が加わっ
たことは恐らく間違いない．
��結構「いい加減」な人もいる

高速道路， いわゆるアウトバーンでは， 車間距離
30 mぐらいで，明らかに100 km/h以上のスピードで
運転している車が非常に多い．あるとき，会社の同僚の車
に乗せてもらっているときにも車間距離が非常に狭かっ
たので，「危ないと思うんだけど」と言ったら，「まあ，なん
か起こったら，そのときはそのときだよ」という答え．
ごみの分別が適当な人もいる．引越しのときにちゃんと

分別して出していたら，「イチロウ！ そんなの適当でいいん
だよ！」との同僚のコメント．
私は2001年の 7月半ばに Fraunhofer 研究所に赴

任したが，確か給料は9月の終わり頃まで支払われな
かったと記憶している．「ミュンヘンにある本部の手続
きが遅れている」との説明だったが，その間も仮払いの
ようなものは一切なかった．日本から持っていったお金
も心細くなっていき，その頃，「一日10マルクで生活
している」と同僚の事務の女性に愚痴をこぼしたら（当
時の1マルクは約55円），彼女は目を丸くしてびっく
りして，そして私にお金を貸してくれた．有り難かった．
とにかく，ドイツ暮らしの最初にアパートを借りるとき，
住民登録をするとき，家具を買いに行くときから，日本
に帰ってくる直前まで，同僚の皆様には大変お世話に
なった．彼らの助けなしには，私のドイツでの生活はあ
り得なかった．この場を借りて深く御礼を申し上げたい．
日本でよく言われるドイツ人の「厳密さ」と，私の体

験した「いい加減さ」の奇妙な同居がドイツの魅力なの
だろうか．あくまで私見ではあるが，「個人間の社会的
な約束は厳密に守る．ただ，個人と社会の間の決まり事
は人によってかなり解釈が異なる」という印象である．
「個人間の約束」の例としては，街の中で道の狭い場所
で，お互い譲り合うべき状況で，自分が何も言わずに先
に通り抜けようとすると，容赦なく，細い道の先で待っ
ている知らないおばさんからでもお叱りを受けるといっ
たことがある．確かに「いい加減」な人もいるが，総じ
て社会のルールを守る人には優しく，守らない人には厳
しく接するという雰囲気が存在する．

なぜ日本に戻ってきたか？4

当時私がドイツの研究所で行っていた研究内容は，そ
れほど独自性の高いものでもなかったし，その次の研究
テーマも明確に決まっていなかった．ちょうどそんなと
き，日本の会社から「産学協同研究」に参加しないか？

写真3　同僚とはこうしてたびたび飲み屋に行った
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私とNTTドコモ1

チャレンジの3ステップ2

�ステップ1：京都大学への留学

京都大学は私のチャレンジの始まりでした．中国の天
津大学を卒業した後，中国人民銀行の科技部に配属され
ました．高収入かつ安定的な職場で，周りの人に羨まし
がられていましたが，海外の大学院で勉学研鑚する夢を
実現したく，辞職して日本への留学にチャレンジするこ
とを決意しました．
大学時代から移動通信には巨大な発展のチャンスがあ

ると感じて，興味を持ち始めました．京都大学の吉田進先
生に大学院への入学希望を申し入れ，運良く先生に受け入
れて頂きました．吉田研究室で学んだ研究のメソドロジー
と論文の書き方はその後の私の人生に深い影響をもたら
しました．最初のチャレンジは日本語で学会発表するこ
とでした．本会の全国大会や無線通信システム（RCS）研
究会では英語で発表する留学生の方も多かったのですが，
私は専門家と深く議論するために日本語で発表すること
にチャレンジしました．最初は話すことを全て丸暗記し，
発表自体は何とかできましたが，質疑応答の際に余りに
も緊張して質問を聞き取れないことが何度もありました．
先生から頂いた暖かい励ましが私に自信を与えてくれて，
その後会議で発表することが好きになりました．
�ステップ2：NTTドコモ�ワイヤレス研究所

NTTドコモの研究開発力の強さ，及び研究成果を実際
のシステムにいかせる可能性があることに惹かれ，京都
大学博士課程修了後はNTTドコモへの入社を強く希望
しました．希望どおりNTTドコモに入社し，ワイヤレ

との誘いがあったので，それを受けて，日本へ帰って大
学の職員として研究を続けることに決めた．ただ前述し
たように，仕事一つとっても，ドイツでの生活には日本
での生活には見られないゆとりがある．だから日本に帰
ると決意したときには，「これで美味しいそば，美味し
いラーメン，美味しいかつ丼がいつでも食べられる」と，
うれしい気持ちの反面，「ああ，また夜中まで働く生活
が始まるのか…」と，ちょっと憂鬱になった．

国際社会の中で，日本人のあるべき姿5

多文化の中でサバイバルするということは，どうすれ
ば日本人が世界の異文化の中で認められ，プレゼンスを
向上させることができて，世界の人の役に立てるかとい
うことに他ならないと思う．私の短い海外での勤務生活
から言えることは限られているが，まず「日本人らしく」
振る舞えば，拒絶はされないはずである．自分を際立た
せようと，無理に欧米人や中国人のまねをする必要はな
い．しかしそれは，おとなしくしていてもよいという意
味ではない．自分の専門をいかして，その中で日本人ら
しい優しさ，粘り強さを前面に出して，国際社会に貢献
するという意味である．真面目でお人好しの日本人は，
世界の人から大きな信頼を勝ち得る素養を持っているの
だから．

井田一郎（正員）
1993 東京航空計器（株）入社．2001 千葉大大学院博士後
期課程了．博士（工学）．2001 ドイツ Fraunhofer 研究所．
2003東工大産学官連携研究員．2004から（株）富士通研究
所．この間，航空機制御用アナログ・ディジタル回路設計，及
び移動体通信用アンテナ，RF回路，電波伝搬の研究に従事．

写真4　帰国の朝，空港まで見送りに来てくれた同僚

チャレンジ・
ダイバーシティ・協調

陳　嵐
Lan Chen

ドコモ北京研究所

1992 年 来　日 NTT ドコモ誕生

1999 年 入　社 i-mode サービス開始

2004 年 北京研究所の開設と赴任 FOMAジャンプの年

2012 年 北京研究所の柿八年 Xi 本格普及の年
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ス研究所に配属されました．
当時 i-mode サービスが既に開始され，3Gサービス

インの直前でしたので，ワイヤレス研究所では第 4世
代に向かって研究に取り組んでいました．私のチャレン
ジは第 4世代の無線制御技術，特にQoS制御を研究
することでした．上司の指導や同僚の協力にも恵まれ
て，IP ベース移動通信制御技術の研究で International 
Conference on Telecommunications（ICT）2002
国際会議のBest Paper Award を受賞できました．
�ステップ3：ドコモ北京研究所

中国では， 未来移動通信技術の国家プロジェクト
FuTURE（Future Technology for Universal Radio 
Environment）が開始された 2001年以降，国による
豊富な資金サポートにより，大学で移動通信技術の人材
が育成されました．また，国策により，国内企業も研究
開発に投資するようになり，研究開発力が急速に発展し
ました．豊富な人材，増強される技術力，巨大な市場と
いう優位性を持って，国際標準化の場でも発言力が増し
てきました．NTTドコモも，中国に研究所を作ること
でその優位性を活用し，研究開発の一翼を担わせること
ができるため，アメリカのシリコンバレー，ドイツの
ミュンヘンに次ぎ，2003 年に中国の北京に研究所を開
設することになりました．
私は設立準備室に誘われました．最初はワイヤレス研究

所を離れることを少し躊躇しましたが，自分自身のチャレン
ジのチャンスであることや，北京研究所においてより広いス
コープでNTTドコモに貢献することを考え，積極的に設
立準備に没頭しました．当時猛威を振るっていたSARS
や，人材採用，知的財産権のルール作り等の困難を乗り越
えて，ついに2004 年 3月，北京研究所の正式な運営開
始とともに，私は室長として北京に赴任しました．

ダイバーシティの活用3

中国の研究者は出身地や卒業大学によって，能力，性
格や長ける分野が大きく異なります．キャッチアップが
早く短期間で成果を出せる人，長期的なテーマをじっく
り検討するタイプの人，自己主張が強い人，ディベート力
が高い人，シミュレーションや開発スキルに長けている人
等，ダイナミックレンジが広いのです．また，移動通信分
野では女性の活躍も日本より進んでいます．北京研究所で
は，社員28名のうち，女性が約4割を占めています．

これらのダイバーシティをいかし，限られたリソースの中
で世界レベルの技術へチャレンジしています．例えば，短
期間で成果を出せる人には短期的なテーマをアサインし，
シミュレーションスキルの高い人には標準化向けのシステ
ム評価を担当してもらい，じっくり深い研究のできる人は
中長期的な基礎研究に取り組んでもらっています．
ここ数年，中国企業の研究開発の強化，外資系企業の

中国への本格的進出により，移動通信分野でもハイレベ
ル人材の争奪戦が激しくなっています．優秀な人材を確
保するために，企業ブランドの他，現地人材を重要視・
活用し，キーとなる人材に信頼して任せるという環境作
りが重要です．ドコモ北京研究所もその点を配慮しつ
つ，中国の優秀な人材を確保しています．
ダイバーシティには優秀な人材確保に加えて，異文化

を取り入れることによって職場を活性化させるという目
的もあると思います．北京，ヨーロッパ，アメリカ，日
本本社の異文化をミックスした新しい海外戦略を作る
ことは，グローバル企業に発展していくために重要な
ポイントです．そのためには英語によるコミュニケー
ションが積極的にできることと，異文化へ柔軟に対応で
きることが欠かせない能力だと思います．

オムニ的な協調4

高いレベルの技術にチャレンジするためには，社内外と
の有機的な協調も不可欠です．社内では，本社の無線ア
クセス開発部との研究開発連携により3GPP での国際標
準化提案を行っています．2006 年よりLTE（R8）の技
術提案を行っており，MIMOプリコーディング，バッテリ
セービングの制御技術などが LTEの標準仕様に採用され
ました．また2009 年よりLTE-A（R10）の研究に注力し
ており，拡張MIMO，キャリヤアグリゲーション（CA）に
ついて多数の標準寄書を提出し，MIMOの下り制御信号，
CAの制御方法が採用されました．現在はR11向けの協
調通信の実現に向けて，基本特許となり得る IPRの確保
と同時に，標準化推進のためのシステムレベルのシミュ
レーション評価の両輪をバランス良く行っています．
社外との協調として，現地リソースの活用，将来に向

けたコンセンサスの達成のために，現地機関との連携を推
進しています．例えば，清華大学，北京郵電大学，東南大
学等の有力大学と共同研究をし，適材適所に課題の設定を
しています．理論解析が得意な研究室には少し長期的な課
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題をお願いし，システム的なシミュレーションが得意な研
究室には直近の標準化的な課題を依頼しています．
中国の通信オペレータやベンダはここ数年技術開発に

投資し，研究開発力が飛躍的に伸びています．例えば，中
国移動通信の移動研究院は600人以上の研究開発人材
を擁し，北京と広州において巨大な研究開発基地を持って
います．華為科技は全社員の70%が研究開発の人員であ
り，また2008 年の特許申請件数が世界のトップになりま
した．また，国際標準化会議では参加者の10％，寄書の
20％を占めており，中国の存在感が増しています．北京研
究所はこの地の利を活用し，将来に向けたコンセンサスの
達成のために，現地通信オペレータやベンダと意見交換し，
キーパーソンとの関係も維持しています．例えば，NTTド
コモの提唱するLTEの3GPPでの課題の設定や，技術
提案の寄書は，中国移動通信や華為科技のサポートを得る
ことに成功し，最終的に標準化の会議で合意されました．
更に，現地の技術フォーラム（FuTUREフォーラム，

UNITED（Ubiquitous Network Industry and Tech-
nology Development）フォーラム）へも貢献していま
す．両方とも，中国政府の工業情報化部と中国通信標準
協会（CCSA：China Communication Standards 
Association）のサポートにより設立されているもので，
前者は移動通信技術，後者はユビキタス網の技術に関する
オープンな議論を行う場です．近年は日本，スウェーデン，
フィンランドなど海外との技術交流も積極的に進めていま
す．北京研究所は論文執筆，ジャーナル，セミナーでの
発表を含む活動で貢献し，昨年両フォーラムよりそれぞれ

特別貢献賞，ベストサポート賞を受賞しました．私自身も
“Shining Individual”の個人賞を受賞できました．

また，内外の有機的協調では，日本と中国の違いを理解
する必要があります．例えば，日本では，微妙なニュアン
スを伴った曖昧な指示が多く，調査活動に多大な時間を割
き，残業が当たり前と一般的に言われています．一方，中
国では，自己主張が強く物事をはっきりさせたがる，現
状分析より次のことに進みたがる，会社レクも含めてアフ
ター５での人脈作り・維持を大事にするという傾向があ
ります．日本では細部までこだわる傾向が強いのに対し，
中国では細部よりも大きな大局を見ようとするところが
あり，お互いがこれを理解し協調する事でより良い関係
が築けるのではないかと思います．
これらは日本と中国の基準（仕事基準，「真面目」の

基準，生活スタイル基準）の違いに起因しています．これ
を理解できない研究者は共生できませんし，海外事業もう
まくいきません．このような背景を良く理解した上での柔
軟な技術コミュニケーションが必要であると思います．
私はこれからも引き続き高い目標にチャレンジし，日中間

の違いも意識・理解した上でダイバーシティと協調を活用
し，新たな価値創造に向けて頑張っていきたいと思います．
これから世界で活躍したいと考えている学生の皆さん

も，チャレンジできる機会をいかして，ダイバーシティ
のための柔軟な文化を理解する能力と，協調のためのコ
ミュニケーション能力を磨いて下さい．

私のサバイバルノート：秘密なカクテルのレシピ5

チャレンジ精神40ml，ダイバーシティ 30ml，全
方位の協調30ml をシェーク．

陳　嵐（正員）
1999京大大学院工学研究科電子通信工学課程了．博士取得．
同年，NTTドコモワイヤレス研究所にて第４世代無線システム
の研究．2004からドコモ北京研究所の無線システム研究室室
長として，LTE，LTE-A及びそれ以降の協調通信，MIMO，キャ
リヤアグリケーション等の技術研究と標準化に従事．

写真1　山田社長の御視察 写真2　Open House での成果展示 写真3　社内レク

写真 4　北京研究所 5 周年記念式典
（社員による日中韓３か国語の三重唱）
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はじめに1

私は 1998年に当時のKDD（現，KDDI）を退職し，
日本エリクソン（現，エリクソン・ジャパン）に入社し
ました．エリクソン・ジャパンは外資系企業というこ
とで，KDDのときとは相当に異なる仕事の進め方や組
織と個人のあり方を経験しました．ここではその一端を
紹介します．なお，ここで述べるのはスウェーデン文化
とグローバル展開を特徴とするエリクソンの例であり，
他の外資系企業にそのまま当てはまらないかもしれま
せん．

転職から現在まで2

まず，私が転職してから現在に至るまでの経緯につい
て簡単に振り返ってみます．私が転職したのは携帯電話
の加入者が急速に増加していたときで，技術的には当時
の第 2世代に代わる第 3世代の携帯電話（3G）の仕様
の制定を進めていた時期でした．私は KDD では固定通
信ネットワーク関連の仕事をしていましたが，移動通
信の将来性を考え，移動通信関連の仕事をしたいと考
えていました．そんな折，同僚から日本エリクソンで
人材を募集しているという話を聞き，早速同社に連絡

を取りました．
入社して驚いたのは，10 名ほどの配属先のセクション

に日本人がいなかったことです．3Gのネットワーク技
術を担当していた部署ですが，未だ製品は存在せず標
準化を主な担務にしていました．日本では当時，ARIB
（（社）電波産業会）や TTC（（社）情報通信技術委員会）
で 3Gの標準化活動を活発に進めていました．そこで，
我々のセクションはARIB や TTCの会合に参加する傍
ら，国際標準化活動にも対応していました．私も標準化
対応の仕事に携わりました．その中で，エリクソン本社
のあるストックホルムにも数か月派遣され，徐々にエリ
クソンの仕事の仕方に慣れていきました．
その後，3G製品の開発が進んで日本でも商用化に向

けた活動が活発となり，仕事の内容は日本の移動通信事
業者への営業の技術サポートが中心となりました．特
に，日本の顧客の要求条件を理解して，それを満足すべ
く製品仕様に反映させるように社内開発部門と連絡を
取り合うという活動が中心でした．やがて，社内の組織
再編もあり，新規顧客や新規分野の事業開発を担当する
こととなりました．この中には，日本で新たに移動通信
事業を始めようという会社もあり，社内調整をしながら
コンサルタントを送り込むという仕事も行いました．そ
うした中で IT バブルがはじけて一気に企業の投資が抑
制され，エリクソン社も要員削減を余儀なくされるとい
う経験もしました．
現在は，チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO）

として，社内全般の技術レベルの向上，技術戦略の社内
外への普及・宣伝，新技術面からのビジネス開発などの
活動を進めています．特に，日本の特殊性に配慮しつつ
も，グローバル化の観点から日本も必要に応じて世界の
潮流に合わせる方向となるように努力しています．

仕事の進め方3

ここでは私が経験した仕事の進め方，特に日本企業と
異なると思われる点について，幾つかの観点からまとめ
ます．
�組織と個人

日本企業が組織を重視し，組織が一丸となり目標に
向かって努力するという側面が強いのに対して，エリク
ソンでは個々の社員が自らの仕事を完遂するように努力
するという側面が強いと感じます．特に，スウェーデン

外資系企業での
ビジネス経験

藤岡 雅宣
Masanobu Fujioka

エリクソン・ジャパン株式会社

写真1　エリクソン・ジャパンのオフィスの様子（ⓒ 2011 Gensler）
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の個人を尊重する国民性にも関連して，個人が仕事に責
任を持つ形で仕事が進められます．これにより，能力の
ある個人に仕事が集中するという傾向があり，また個人
がしっかりしていないと仕事が回らなくなります．組織
や職位を超えて個人ベースで仕事を進めることも多く，
社員同士はかなりフラットな関係になっています．
�ミーティング

とにかく，どのようなことでも活発な議論を行う傾向
にあります．日本人同士のように深い議論をしなくても
ある程度相手を理解できる状況とは異なり，様々な国籍
の社員がいるエリクソンでは，議論をしないと相互理解
ができないのが前提になっています．多くの外国籍社員
はディベートを通して議論の仕方を身につけており，そ
のような訓練を受けていない日本人は慣れるのに時間が
かかります．例えば，標準化の寄書に関する社内会合で
は，考えられるあらゆる論点を出して議論を尽くしその
完成度を高めます．私もそのような会合に出席し，なぜ
標準化でエリクソンが強いのか分かった気がしました．
�プロセス，ツール

仕事を進める上での約束事が，プロセスやツールとい
う形で多く決められています．多くの国にオフィスを持
ち，多くの国籍の社員がいる会社ではこのような約束事
がないと仕事がうまく進められません．これらをうまく
利用することにより，仕事を効率良く進められます．ま
た，異なる国の間で同じものを利用しますから，多国間
で協力する仕事が容易に行えます．一方で，これらの約
束事がオーバヘッドになり，かえって仕事の効率が悪く
なることもあります．これらのプロセスやツールは，か
なりうまく設計，実装することが要求されるということ
だと思います．
�会社の方針

全社の大きな方針は本社と世界の上級職が参加する
幹部会で決められます．エリクソンのようなグローバ
ル企業では，このような方針を全社員に徹底すること
により，常に整合性のあるメッセージを世界の顧客や
社会に伝えることが要求されます．例えば，何年か前の
WiMAXを開発しないとした方針や，最近の 2020年
に 50ビリオン（500億）デバイスがネットワークに接
続されるというメッセージなどは，多くの機会を捉えて
社内で啓発が行われます．これらの方針については十分
な根拠や背景が説明されるので，社内にうまく浸透して

おり，その辺りはグローバル企業として成功している理
由の一つと思われます．

人材と処遇4

エリクソン・ジャパンでの経験に基づき，外資系企業
が求める人材と人事面での処遇などについて，エンジニ
アという観点から述べます．
�専門性

エリクソン・ジャパンのビジネスの焦点は日本の顧
客にエリクソンの製品やソリューションを使ってもらう
ということであり，基本的に営業が仕事の中心になりま
す．その中で，エンジニアに求められるのは営業活動に
おいて顧客に製品やソリューションを十分に理解しても
らうという面で戦力となる専門性です．ここでは，余り
ジェネラリストの活躍する場はなく，専門知識とそれを
ベースに顧客を満足させる能力が重要です．
�語学力

エリクソン・ジャパンでも社内のドキュメントは多
くが英語であり，またコミュニケーションも英語が中心
です．例えば，日本人同士のメールでも，日本語を理解
できない人を巻き込む可能性のある場合は英語で書きま
す．したがって，そのような環境で仕事をする人には英
語が必須となります．エンジニアの場合にも，対応する
開発部門と直接連絡する場合には英語でコミュニケー
ションを行うことになります．このような状況ですの
で，少なくとも英語については高いレベルの語学力を身
につけておくに越したことはないと思います．
�成果主義

人事考課は仕事の進め方や行動よりも，仕事の結果，
成果をより重視して行っています．営業担当者はもち
ろんですが，エンジニアでも関連した営業の成果によっ
て評価される部分がかなり大きくなっています．ボーナ
スや昇給も主に成果によって決まります．仕事の内容も
そうですが，給料やボーナスについても年齢，性別，国
籍などは一切考慮されません．若くても能力があり成果
を上げれば，そして本人が希望すればどんどん昇進でき
ます．
�異　動

異動については意図的にローテーションすることも
ありますが，社内公募が基本であり，社内イントラネッ
トに募集要項が掲載されるところから始まります．応募
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者と募集部門の担当マネージャが面談を行うなどして，
マッチングが取れると無事に異動が成立します．基本的
に，海外への異動についても同じような手順が踏まれま
す．一般的に，社内で募集しても人材が見つからない場
合には，社外からリクルートすることになります．
�文系・理系

エリクソンに転職して驚いた点の一つが，社員に文
系，理系という区分がないことです．社内で，理系，文
系という言葉を聞くこともないですし，そのように社員
を色分けしません．その背景はエリクソンでは大多数の
社員が元々エンジニアであり，その人達が営業や経理の
担当になっていることがあると思われます．また，元々
理系でもMBAを取ったり，経理などの勉強をするこ
とが一般的になっているという面もあります．技術系
の仕事に就いても，バランスシートや損益計算書などの
基本的な知識は要求されます．私も，最初に top line，
bottom line と聞いたときは何のことか分かりませんで
した．

外資系企業でうまくやっていくには5

外資系企業で一番要求されるのはコミュニケーション
能力ではないかと思います．日本人同士であれば口に出さ
なくても相互に理解できることでも，多国籍の人が混じっ
た会社でははっきりと言う，あるいはメールなどでコミュ
ニケーションをしないと意思が伝わらないことがよくあ
ります．私も，社内ミーティングでこれは当たり前と思っ
て発言しなかったら，後で皆がそのように思っていなかっ
たということが何度もありました．言いたいことは，口に
出して言うべきだということを学びました．

写真2　ストックホルムのエリクソン本社の入口

上記とも関連しますが，仕事を一緒にする上であまり
相手に気を遣い過ぎて遠慮すると，自分の負荷が大きく
なってしまい結局うまく回らなくなるということがあり
ます．気遣いや気配りは日本人の美徳だと思いますが，
必ずしも万国共通ではありません．あ・うんの呼吸では
仕事が進まないことがあるので，注意が必要です．仕事
を依頼するようなときは，多少厳しい内容でもはっきり
と伝達することが期待されます．一方で，仕事の上で厳
しいことを言い合っても，人間関係が崩れることはない
と考えて良いと思います．
エリクソン・ジャパンでは職種によりますが，ワー

ク・アット ･ホームとして週に何日かは自宅で仕事をす
ることや，海外出張の前後に年次休暇を取れるなど，本
人の希望に応じて自由度の高い制度を利用できます．一
方で，上記のように人事考課は仕事の成果をもって行わ
れます．残業時間が幾ら多くても，成果が上がらなけれ
ば評価されません．このような面で，常に目標を念頭に
置いて仕事を進めることが要求されます．マネージャが
日々仕事の指示を出すということはありませんので，自
己管理をきっちりとしないと仕事がうまくいかなくなり
ます．この辺りは特に，外資系企業に共通している点だ
と思われます．

おわりに6

本文では，エリクソン・ジャパンという外資系企業に
身をおいて仕事をしてきた経験から，特に日本企業と異
なると思われる点についてまとめました．これから外資
系企業にチャレンジしようという方，またグローバル化
を進める日本企業の方にも参考となりましたら幸いです．

藤岡雅宣（正員）
1998 日本エリクソン入社．IMT2000 プロダクト・マネージ
メント部長や事業開発本部長として新規事業の開拓，新技術分
野に関わる研究開発を総括．2005-02 よりエリクソン・ジャ
パン株式会社CTO．1978 KDD 入社．研究所においてネッ
トワーク技術の研究に従事．1993 からは，交換部で新規サー
ビス用システムの開発を担当．1985 本会学術奨励賞，1991 
TTC表彰，1996新 ITU協会賞，1997博士（工学，阪大）．
著書に，“ISDN 絵とき読本”（オーム社，1992），“ワイヤレ
スブロードバンド教科書”（インプレス，2006），“IMS 入門”
（インプレスR&D，2007）（いずれも共著）など．
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2010 年 9月のことになりますが，ACM MobiCom
という国際会議に参加しました．モバイル通信やモバイ
ルコンピューティングの分野ではー流と目されている会
議です．日本からの参加者も大勢いますが，共同開催の
ワークショップを除くメインの会議に日本からの発表者
はいませんでした．MobiComは 2011年の採択率が
14%という厳しい会議です．
一方，IEEE が主催する INFOCOMという国際会議

があります．こちらも情報通信，最近ではモバイル通
信の分野におけるー流の会議で，2011 年の採択率は
16%と同じように厳しいです．しかし，MobiComと
INFOCOMには，会議文化に違いがあります．両会議
とも発表者のプレゼンテーションの後，厳しい質疑応
答が行われますが，MobiComの場合，質疑応答の時
間がたっぷりととられ，発表者を倒すまでといっても
過言ではないくらい質問の嵐になります．発表される
論文の内容もQ&Aの時間も筆者にとって INFOCOM
より面白く，得るものが多いです．例外はあるものの，
MobiComでは大半の論文に大なり小なり「おお」と思
わせる何かがあるのです．
両会議には，常連の顔ぶれにも違いがはっきりと表

れています．そこで，ここ 10年間の統計を調べてみ
ました．2002 年以降MobiComでは日本からの発表
者はいません．第 1回目の 1995年まで遡っても日本
からの発表は数件のみです．他方 INFOCOMですが，
MobiComと同様に厳しい採択率の会議であるにもか
かわらず，毎年のように日本からの発表者が登場する舞
台となっています．
この違いについて，2010 年のMobiComに参加

していた日本人の知り合い数人に意見を求めたところ，
「INFOCOMは論文の内容さえしっかりしていれば，後
は真面目に，地道に，淡々と書くだけだ．MobiComは
内容もそうだが，書き方に相当の工夫が必要で，面白く
書かないと駄目なのだ」という答えが返ってきました．

彼らによると，「日本人と相性の良い会議」は前者なので
す．MobiComには，語学力（英語力）の問題を超えた
別の要素が必要なようです．同レベルの厳しさを持つ二
つの会議の特徴を一語で表現すればMobiComは「や
わらかい」，INFOCOMは「かたい」ということになる
でしょう．
筆者は日本国内の研究会にも機会を見つけては参

加するようにしています．そこでは毎回必ずといって
よいほど光るアイデアと内容を持った発表を見かけま
す．情報通信の分野における研究者全員の最終目標が
MobiCom受けする論文を書くことである必要はない
ものの，「面白く」書くことが求められているために，
MobiComへの投稿を諦めているのであれば大変もっ
たいなく感じます．
研究を地道に，淡々とまとめることは大変重要です

が，「やわらかく」まとめられる研究者の育成も重要と
感じます．繰返しになりますが，目標はMobiComで
アクセプトされる論文を書くことではなく，国全体で
INFOCOMに通用する（かたい）研究開発，MobiCom
に通用する（やわらかい）研究開発の両方がバランス良
くできることだと思います．個人にこのバランスを求め
ることには無理を感じますが，両派の人をバランス良く
育ててエンカレッジすることが大事だと感じます．筆者
も日本における研究開発コミュニティの一員として，こ
のようなバランスの取れた研究開発に貢献できていない
ことに重い責任を感じます．
例外は多く存在するものの，企業の研究開発におい

て，「地道に，淡々と，真面目に」やってきたにもかかわ
らず，多くの人に受け入れられ，多くの人を幸せにする
製品やサービスにつながる手前で「やわらかい」アプロー
チを取った競争相手に負けてしまった例が皆さんの周り
にもありませんか．

二つの学会から見る日本

アルトゥンタシュ・オヌル
Onur Altintas

（株）トヨタIT 開発センター

アルトゥンタシュ・オヌル
1987 ト ル コ Orta Dogu Teknik Universitesi 工・ 電 子
卒．1990 同大学大学院修士課程了．1995 東大大学院工
学研究科電子博士課程了．（株）超高速ネットワーク・コン
ピュータ技術研究所，トヨタ自動車株式会社，TOYOTA 
InfoTechnology Center USA を経て，2004（株）トヨタ
IT 開発センター，現在に至る．自動車向け無線ネットワーク，
及び評価手法の研究に従事．2011 IEEE VTS Distinguished 
Lecturer に就任．
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欧州に住む1

2 年間の予定でビジネスを学びにロンドン大学の経営
工学修士（MBA： Masters in Business Administ-
ration）のコースを取るために渡英したのがちょうど 10
年前の 2001年 8月．それまで 10年間務めた三菱電
機電子システム研究所を離れて，MBA卒業後もそのま
まロンドンに居ついてしまい，いつの間にか 10年が
経ってしまいました．2004 年から現在に至るまで英国
の国民保険サービス（NHS: National Health Service）
の医療機関の中の情報分析を行う部門でずっと仕事をさ
せて頂いています．担当している分野はほぼずっと同じ
なのですが，NHSはスタッフの異動が活発で私も組織
内で 5か所ほど転々とし，2008 年秋からはロンドン
のシティ近くにある世界最大かつ最古の眼科専門病院の
戦略開発部門の情報課長を務めています．
住めば都，とはよく言ったもので，今ではすっかり英

国生活に慣れてしまい，逆にこちらの方が住み心地が良
いくらいですが，実際ロンドンに最初に来た頃は随分と
苦労しました．
小学校の頃に両親の仕事の関係で米国東海岸に 3年

ほど滞在していたので多少英語には自信があったのが幸
いしましたが，それでも想像以上のカルチャーショック
を受けることになりました．それも 10年もいると，こ
の「ショック」が一度や二度ではないのです．今ではそ
ういったショックを受ける度に自分の認識の甘さを再認
識し，それを経験することで世界が広がっていくという
前向きな姿勢で物事を見ることができるようになりまし
たが，当初はそういう余裕がなく，なぜイギリス人はこ
うなのか，日本だったら絶対ないことなのに，と不満を
募らせるばかりでした．今ではすっかりこの国に馴染ん
でしまっていますが，そのように至るまでの葛藤には，
日本人である自分と英国にいる外国人としての自分のア
イデンティティとは何かという漠然とした疑問があった

と思います．

当たり前が当たり前でない2

いまだに冗談半分で日本や米国の友人達と「イギリス
は途上国並み」とあざけることがよくありますが，英国
のインフラストラクチャは他の先進国に比べるとかなり
劣っているように思われます．良く言えば古いものを大
事にしているのでしょうが，悪く言えばいい加減．特に
公共の交通機関の信頼性はひどくて時間どおりに電車が
来る方が珍しく，遅れるのが当たり前のような風潮があ
ります．地下鉄の車内放送で聞く遅延の理由では「車両
が足りないため」や「運転士がいないため」などは日常茶
飯事．一体どういう運行計画を立てているのか，と不思
議に思うばかりです．電車は時間どおりに来るもの，と
思ったら大間違いです．しかも急に予定変更で車庫に入
ることになって乗客が全員降ろされる，ということもし
ばしば．ロンドンで仕事を始めた頃はよく遅刻をするの
ではないかとハラハラしたもので，精神衛生上非常によ
ろしくない状況でした．しかし時間が経ってくると周囲
が遅刻に対して寛容であることが分かってきて，逆にこ
れは便利だということに気付きました．遅刻しても「地
下鉄が遅れたので」の一言で皆が納得してしまうのです．
つまり 15分程度遅れたくらいでは誰も何も言わない，
大幅に遅れる場合は上司や同僚にテキストメッセージを
送っておけば大丈夫．常習犯でもない限り多少のことで
は細かく言わないというこういった姿勢は逆に私の仕事
に対する考え方を柔軟に変えてくれました．
交通機関以外で特に苦労したのが住宅です．ロンドンに

来た当初は同期の学生三人と日米仏伊の計四人（写真1）

国際社会で
自己アイデンティティを保つ

米澤ルミ子
Rumiko Yonezawa

Moorfields Eye Hospital NHS
Foundation Trust

写真1　 MBA 当時のフラットメイト達と．学内で開催した Japan/ 
Korea Club Party のカラオケ大会にて．左からマリー

（Marie Moussavou 仏），ミケーラ（Michela Aimar 伊），
筆者，ヴァレリ（Valerie Nozick 米）（2002 年 6 月）
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でフラットシェア（イギリスではマンション・アパートの
ことをフラットと呼び，複数で借りて共同生活をするのが
一般的に行われている）をしたのですが，入居して間もな
い頃にボイラに問題があるとかでお湯が出ないことがあ
りました．しかも出ないとなると数日間出ないまま．ロン
ドンは特にインフラが弱くて，この手の問題はしょっちゅ
う，何ていい加減な国なんだろうと憤慨することなどは日
常茶飯事でした．こういうときにまず認識するのが日本
の良さで，今まで当たり前のように思っていたことが外国
では結構大変なことなんだな，という驚きです．ただ，時
間が経ってくるとそういった不便さの中で心のゆとりを
培う土壌がある，日本にはないイギリスの良さが見えて
くるものです．そういうときに日本人である自分をイギ
リスにいる外国人である自分という視点から見ることが
何度もあり，何かしら不思議な感覚でした．
様々な不具合にも慣れ，5 年を過ぎる頃にはそういっ

た問題にあっても特に腹も立たなくなり，怒るより先
にどうやったら素早く解決できるか，何かしらの賠償を
してもらえる可能性はあるか，などを真っ先に考えるよ
うになりました．ここまで来るとほとんどゲーム感覚で
す．いやなことが起きてもそれを経験と捉えてそこから
何が学べるか，と考え出すと目の前の問題がささいなこ
とに思えてくるのです．欧州で古い物を大事にしながら
暮らすというのは不便さと共に暮らすということなの
だ，というのは随分後になってから悟ったことです．
ギャップを感じるのはインフラの弱さだけではあり

ません．歴史的に移民を大量に受け入れてきた英国は多
人種の国で日本のような単一民族国家と違い，文化，習
慣，教育レベルが様々に異なる人達が同じ社会の中でご
ちゃまぜに生活している，ある種特殊な場所です．階級
社会もまだ顕著で，同じ白人でも受けた教育や出身家庭
によって雲泥の差です．私の勤務するNHSは国の運営
する組織であることもあって，まさにイギリスの縮図の
ようなところなのですが，おかげさまで無理やりイギリ
スの良いところも悪いところも一度に教わりました．食
堂のおばさんに私の米語訛りの英語をたしなめられたり，
同じ情報系の同僚が簡単な掛け算をするのに電卓をたた
いているのを見たり（英国の高校では数学の試験に電卓
持込み可だとのこと）．渡英してからの最初の数年は大小
のカルチャーショックを連日受けながらイギリスという
国をどんどん好きになっていくと同時に日本の素晴らし

さを痛いほど感じる毎日でした．以前ほど頻繁ではあり
ませんが，その傾向は10年経った今でも変わりません．

コンプレックスが自信に変わったとき3

今まで様々な人から有益な助言や励ましを頂いてきま
したが，その中でもさりげない一言が人生を大きく変え
ることがあります．現在の眼科専門病院は在籍して 3年
になりますが，その前はロンドンのイーストエンドにあ
る総合病院に所属していました．そのときの上司に言わ
れた言葉が今の私の自信につながっていると言っても過
言ではありません．私は日本にいたときからそうだった
のですが，余り人前で発言する方ではなく，どちらかと
いうと受け身で会議などでも自分から進んで発言するこ
となどほとんどありませんでした．今の友人たちは信じ
てくれませんが，子供の頃から引込み思案で「おとなし
い」とよく言われたもので，積極的になれない自分がも
どかしくコンプレックスになっていました．
渡英当初のMBAではそのコンプレックスに拍車をか

けてしまうことになります．ビジネスと言えばもともと
積極的な学生の多い分野である上に，欧米（特にアメリ
カ）及び中国やインドの学生は授業中に発言をするのはご
く自然なこととして捉えています．競争精神が旺盛でサ
バイバルのためには自己主張するのは当たり前というこ
とで，学生は我先にと手を挙げて発言します．しかも「授
業中に発言すること」を採点基準にしている教授もいるた
め学生は内容のないことでも発言しだす始末．素晴らし
い発言をする学生を驚異の思いで，的外れな発言をして
墓穴を掘っている学生を恐怖の思いで見ているうちに身
がすくんで全く発言できず仕舞いで終わる毎日でした．
日本人学生はとかく発言しないことで有名ですが，専

ら語学が障壁になっているのではないかと思います．私
の場合は英語には問題ない（はず）なので，言い訳にも
ならないわけです．この傾向はNHSで働き出してから
も続きます．幸い情報分析に強いことが重宝され，引っ
張りだこだったため，それを武器に徐々にネットワーク
を作り上げ，英国の医療制度について知識を蓄えていっ
たのです．そのうちチームの運営を任せられるように
なり，責任も増えて様々な規模の会議に出席するように
なりましたが，やはり大勢の前に出ると身がすくんで必
要以上のことは言わないというくせは治りませんでし
た．ある日，その当時の上司との定例面談で何気なくこ
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のことについて触れたとき，彼が“You are quiet, but 
influential”と言ってくれたのです．まるで目の前が
パァッと広がったかのようでした．「静かだけど，影響
力がある」．そうか！ いいんだ．別に，おしゃべりじゃ
なくても．必要なときに鍵となることを発言することで
人はちゃんと見て認識してくれているのです．口数が多
かろうが少なかろうが，ちゃんと問題点を理解していて，
解決に向けた前向きな提案ができるかどうか，結局は何
が重要なのかというのを考えると自然なことなのですが，
それが分かるまでに随分長い間コンプレックスに悩んで
いたような気がします．これで吹っ切れたのか，それか
らというもの不思議に会議でも，ものおじせずに発言で
きるようになっていきました．
同じ時期にやはり同僚に言われた言葉で勇気を与

えてくれた言葉がもう一つあります．“You are an 
intellectual snob” 「君は知的スノッブだね」．普通だ
とこれは否定的なコメントととれる言葉ですが，この場
合全く逆の意味だったのです．それを発した同僚はいわ
ゆるマブダチといってよいほどの仲の良い人だったこ
ともありますが，病院内でおとなしいはずの私を怖がる
人が少なからずいるので，何がそうさせているのかとい
う説明を彼がしてくれたのです．何とそれはごく当たり
前のことだと思うのですが，議論をするときにはとにか
く理詰めでいくので，どこかで論理がかみ合っていない
と私に言い負かされてしまう，というのです．理系だか
ら他の人より論理的なんだよと言って下さる方もいます
が，その点は疑問ですね．私自身は相手を言い負かすつ
もりで議論をしているわけではないのですが，どうやら
こちらの人は多少論理がおかしくても感覚的にこうだ，
と思ったことはとりあえず言ってしまうという人が結構
いるようです．生身の人間相手の医療分野では多少の柔
軟性は必要ですが，いい加減な論理では最終的にはボロ
が出てしまう，ということですね．

東洋系でも欧州連合の一員4

ここのところの景気の悪さと2010年の政権交代に伴
い私の勤務するNHSもかなり厳しい状態に置かれてい
ます．幸いにして，財務状態の比較的健全な病院に勤め
ているおかげでリストラで職を失う危険性はあまりない
のですが，一応他の病院や関連組織の手前もあり人事関
係は凍結に等しい状態です．そういった事情もあって，

以前から話の出ていた昇格の話も凍結状態．そんな中で
憐れに思ったのか，部長から「研修」という形で御褒美を
頂きました．その研修とは欧州病院連合HOPE1）が毎年
開催する 4週間の交換プログラムです．英国からは今
年は 13人がそれぞれ違う国に派遣されました．一応研
修希望国を指定することはできますが，やはりスウェー
デンやデンマークなど医療先進国は倍率が高く，私は第
4希望まで出したのにどれも当たりませんでした．しか
しラッキーなことに，指定された派遣先はオーストリア
のウィーン．初夏の一番良い時期に音楽の都ウィーンを
満喫することができたのです．
オーストリアには英国からの私の他に 5名の参加者

が派遣されてきました．ドイツから 2名，他にフラン
ス，オランダ，ハンガリーから．1 週目はオーストリア
保健省での集合プログラムで，初日に全員が顔合わせを
したときには英国からの派遣であるのにどう見ても東洋
人の私を他の人はどう受け入れてくれるだろうか，と随
分緊張しました．ロンドンという人種の坩

る つ ぼ

堝にいるとき
はあまり気にならないのですが，一旦そこを出ると自分
が異邦人であることを急に自覚するものです．
実際に集まってみて分かったのが何とプログラムは主

写真2　 モアフィールズ眼科病院，前メディカルディレク
ターのビル・エイルワード氏（Mr. Bill Aylward）
から Employee of the Month 月間表彰の授与

（2010 年 1 月） 

　　　　　 Copyright: Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust

1） HOPE 欧州病院連合（European Hospital and Healthcare 
     Federation, http://www.hope.be）
　  略称のHOPEは Hospitals for Europe から取っている．

〈HOPE 交換プログラム〉　連合加盟国の医療関係者が他国の医療機
関で4週間にわたって視察を行い，最後にプログラム参加者約200
人が一堂に集まって共通のテーマに基づいて 4週間の間に観察した
結果発表を行う．この際の発表は英語のみという厳しい規定がある
ため英国からの参加者のいない国はここで苦労をする．交換プログ
ラム参加者は課長・部長クラスが主で，年齢層は幅広いが 30代後
半から40代後半が多い．
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の参加者も同様だったようで，グループのうち特に気の
合った四人は今では毎週のようにメールやスカイプで連
絡を取り合い，2 か月に一度の頻度で集まっています．
で，私個人はと言えば，ロンドンに戻ってから早速

ドイツ語のコースに登録したことは言うまでもありま
せん．

あとがき5

結局どのような環境にあっても，個人の自己アイデン
ティティがしっかりしていれば，他者との交流が活発に
行えるということではないでしょうか．そのアイデン
ティティは国籍や話す言葉，あるいは専門分野といった
単純なものではなく，自分が誰であるか，何がしたいの
か，どういった環境で一番実力を発揮できるのか，そし
て何よりもどういった状況が一番幸せなのかを理解して
いる，いや，少なくとも理解していると思っている，と
いうことが大切なのではないかと思います．それは普
遍的なことではなく，自分の年齢や周囲の変化と共に変
わっていっても良いものなのです．

にドイツ語で進められるということ．自己紹介の段とな
り，まさか皆がドイツ語ぺらぺらじゃないだろうと思っ
ていたら大間違い．ドイツからの2名はともかく，何と
フランスから派遣された参加者はトルコ系のドイツ人で，
単にフランスの病院に勤めている医者だったのです．も
ちろんドイツ語は母国語．ハンガリーからの参加者もド
イツ語はOKだけど英語がからきし駄目．唯一の心の支
えとなってくれたのがオランダからの参加者マウドだっ
たのです．大学病院のナース部長であるマウドは，それ
でも一応ドイツ語を理解するので，さすがに私だけ浮い
てしまいそうな気配が．仕方がないので「流暢」な英語で
まくしたてたところ，皆が感心した様子でオーストリア
の受入れ担当者たちに「最終発表はルミ子のリードに決
定ね」と言われてしまいました．その後の研修でもグルー
プで行動しているときも常に「英国」としての立場での発
言を期待され，いかに外見が二次的なものであるかと感
慨深いものがありました．しかも結局プログラム2週目
からは皆が私のために奮起して，マウド以外は普段使い
慣れない英語で残りの3週間を通してくれたのです．も
ちろん議論が白熱した時にはドイツ人三人でドイツ語で
激論する，というシーンもありましたが，後で必ず英語
でのサマリーがあったので大助かりでした．
いかに英語が EUの中では大きな役割を持っている

のか，また，英語だけでは他の EU各国との交流は十分
にできない，ということが感じられましたが，それでも
人間と人間のぶつかり合いになれば，言葉や国境を越え
て交流ができる，ということを痛感しました．これは他

写真3　 交換プログラムの仲間たちとウィーン旧市街のシュ
タッドフェスト（お祭り）でもらった EU のマークが
入った帽子をかぶって．左からメヘメット（Mehmet 
Hamurcu 仏・医者），マウド（Maud Pellen 蘭・ナー
ス部長），イェンツ（Jens Drobek 独・技術部長），筆者，
マーティン（Martin Fuchs独・財務部長）（2011年5月）

写真 4　 私の受入れ先の担当者ガブリエラ（Frau Gabriela Hanzl，
左端：ウィーン病院協会財務部マネージャ）とマウド

（Maud Pellen，右から 2 人目：ユトレヒト大学病院ナー
ス部長）と一緒に週末を利用して訪れたハンガリー国境
にあるノイジードル湖近くのワインセラーのオーナーと
共に（2011 年 6 月）

米澤ルミ子
慶大大学院理工学研究科了．1991三菱電機株式会社電子シス
テム研究所採用．2001渡英．2003ロンドンビジネススクー
ルMBA卒．2004から英国国民保険サービス，プライマリケ
アトラスト企画課に採用．2008-10 モアフィールズ眼科専門病
院コーポレートガバナンス部門情報課長に就任．課は 2009-12
から新しく設置された戦略開発部門に編入される．
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まえがき1

私は，平成８年に来日してから留学生生活を終え，今
は日本で研究者として勤めているモンゴル人の女性です．
日本人とモンゴル人は顔立ちが似ていまして，私は道を
歩いていても外国人にほとんど見られません．日本に住ん
でいるから当たり前ですが，朝はテレビで天気予報と今日
の占いを見て出社し，会社では同僚と日本語で打ち合わせ
をし，お昼は味噌汁付定食を食べ，家に帰ればテレビに映
るお笑い芸人の漫才に大笑いし，たまにはカラオケや居酒
屋へ足を運びと，いわば日本漬けの生活を不自由なく送っ
ています．しかし，日本に来たばかりの頃は，文化や習慣
の違いに戸惑うことがたくさんありました．
日本は島国であり，外国からさほど干渉を受けずに守っ

てきた文化や習慣があります．日本食や着物や漫画など，
日本が世界に誇る文化は数え切れないぐらいです．逆に言
いますと，それだけ独特の習慣を持つ日本人は外国人と接
するときにカルチャーショックといいますか，習慣や考え
方の違いに戸惑うことがあるのではないでしょうか．もち
ろん，相手の外国人も同じです．外国人と言っても，習慣
や宗教が大きく異なる国がたくさんありますので，それら
の国の人々を一くくりにすることはできません．しかし，私
は，この15年の中でアジア，ヨーロッパ，アメリカ，アフ
リカ出身の学生や社会人に会う機会がたくさんありました．
そして，彼ら及び日本人との関わりから，日本人特有の考
え方というものが少し分かるようになりました．それには，
周りへの気配り，時間と約束の厳守，強い責任感などと，
外国人が口をそろえて感心することがたくさんあります．一
方で，詳しくは後述しますが，外国人が共通して戸惑う習
慣や常識もあります．国が異なると考え方や常識が異なる
ことは当然ですし，その違いがあるからこそ，異なる国の
人同士の交流は常に新鮮で楽しいものと私は思います．し
かし，自分の常識により，スムーズな関係が築きにくい場
合は，その常識を一端横に置いてから相手と接すると楽な

場合もあります．
国際化が進む今は，皆さんの周りに外国人が一人や二

人，いるかもしれません．また，将来は，外国人と関わる
機会がもっと増えることと思います．日本の習慣に理解
のある外国人なら，日本人の感覚や常識に合わせて接す
るように心掛けるため，互いがカルチャーショックを受
けることは少ないかもしれません．しかし，日本に来たば
かりの人や，皆さんが外国に行く場合は，状況が異なりま
す．また，日本の習慣に理解のある人でも，より深い関係
を築くためには，自分と相手の習慣や考え方の違いを知る
ことが重要だと私は思います．そこで，本稿では，私個人
が考える日本人と外国人の感覚や常識の違いについて書
いてみました．少しでも参考になると幸いです．

言わぬが花2

日本には「言わぬが花」ということわざがあります．その
意味は「口に出して言わない方が味わいもあり，差し障りも
なくてよい」だそうです．外国ではむしろ「人は言わないと
分からないもの」という考えが主流だといえますので，「言
わぬが花」はまさに日本美学だと私は思います．確かに，
日本人は思ったことを口に出さない場合が多いのではない
でしょうか．その理由を日本人に聞きますと，日本人同士
は口に出さなくても互いが分かると言います．しかし，多く
の外国人は，日本人の「言わぬ」に戸惑うと言います．
日本人の「言わぬ」に「遠慮」が加わりますと，外国人

にとって，日本人はもはや難しいクイズのような存在な
のかもしれません．遠慮は人間社会で生きるには不可欠
ですが，日本人は特に遠慮上手だと思います．幼い頃か
ら他人様に迷惑をかけないようにと教わる日本人は常に
遠慮を念頭に置いた生き方をしているのではないでしょ
うか．一方，例えば，モンゴルでは，町に暮らす人はさ

常識の違い

シャグダル・オユーンチメグ
Oyunchimeg Shagdar

（株）国際電気通信基礎技術研究所

写真1　著者があるイベントの準備中に
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ておき，家族単体で暮らす遊牧民には遠慮はもはや不要
かもしれません．町でも，重い荷物を持つ女性が横を通
る見知らぬ男性に声をかけて荷物を運んでもらうことは
よくあります．もちろん，相手が忙しそうにしている場
合は遠慮します．お願いされる側も，都合が悪いなら断
ります．一方，日本人は，「遠慮」するから赤の他人に
お手伝いを頼むことも少ないが，頼まれる側も「言わぬ」
だから断ることも少ないのかもしれません．両方の国の
人同士では丸く収まる考え方だという気がします．
さて，「言わぬ」の日本人に「遠慮しない」外国人が何

度もお手伝いを求めてきたらどうしますか．実は，私は
日本に来たばかりのときは，分からない，知らない，が
多かったこともあり，ある日本人によく助けを求めてい
ました．相手の日本人はその都度，応じてくれました．
しかし，私がその人に無理をさせていたことを，後に
なって第三者から知りました．私は，相手の口に出せな
い「お断り」を感じ取れなかったと反省しています．ま
た，私から勝手にお手伝いしたこともありましたが，相
手が私に手伝いを求めることはありませんでした．相手
は遠慮していたのでしょうか．モンゴルでは，手伝い合
うことが良い関係を築き，そして良い関係の証とも考え
られています．したがって，あの時は，相手に手伝いを
頼めない，そして，手伝いを頼まれたときに断れないと
いうのは，もはやカルチャーショックでした．
さて，私はここで何が言いたいのかと言いますと，外

国人は，日本人なら口に出さなくても分かることが，分
からない場合が多いと思います．そのため，相手に伝え
たいことなら，「言わぬ」でいるとすれ違いになってし
まうかもしれません．その一方で，日本人なら言わな
い，言っても柔らかい表現で言うことを，外国人にズバ

リとストレートに言われ，傷つくことがあるかもしれま
せん．そんなときは，外国人は物事をストレートにしか
言えないと受け止めると楽かと思います．特に，外国語
では普通の言い方が，日本語に訳すとどうしても強い言
い方になってしまう場合があります．日本語が堪能な人
でも，母国語（外国語）で考えたことを日本語に訳して
話すことが多いので，相手が日本語で話しているならそ
の背景を理解してあげて下さい．また，「この人は遠慮
しない非常識な人だ」と思いたくなる場合があるかもし
れません．しかし，相手にとっては遠慮しないことが常
識である場合がありますので，そのように理解してあげ
ると相手を受け入れやすいかもしれません．
相手が外国人だからこそ，遠慮無用で気楽な人間関係

が築けると私は信じています．

感覚の違い3

国が異なると，笑う感覚，泣く感覚，傷つく感覚と，
何かと感覚が違います．ここで，冗談について書いてみ
たいと思います．冗談が言える男はもてるという研究結
果があるぐらい，冗談は話を盛り上げ，相手との距離を
縮ませることもできます．しかし，冗談の在り方は国に
よって異なります．
私が最初に衝撃を受けたのが，「ボケと突っ込み」です．

片方がボケると，もう片方が「違うやろ！」という感じ
で突っ込みます．突っ込む際に，頭をたたくこともあり
ます．この光景は日本では冗談ですが，外国人には冗談
として受け取られない場合があります．まず，多くの国
では相手の頭を触るだけで相手を見下す失礼な行為にな
ります．冗談で留学生の頭をたたいた日本人の学生に相
手が怒り，胸倉をつかみ合う事態に発展している場を見

写真2　外国人が想像するモンゴルのイメージ 写真3　外国人があまり知らないモンゴルの風景（ウラーンバートル）
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たことがあります．日本人の学生にとっては「冗談なの
に！」ですが，留学生にとっては「失礼な！」だったと思
います．
もう一つ，「突っ込み」の際に，気を付けた方が良いの

が，自分が男性で相手が女性の場合です．外国人の女性
に，冗談のつもりでも「馬鹿」などと言って頭をたたくと，
男女差別と取られてしまう恐れがあるからです．また，
モンゴルなどの国では，「馬鹿」という言葉は，自分のこ
とで使えても，他人に対しては喧嘩のとき以外は使えま
せん．そのため，私も，大学時代に日本人の男子学生に
「お前，馬鹿だなー」と頭をなでられたことがありますが，
「なんであなたに馬鹿呼ばわりされないといけないの！」
と言い返し，気まずい雰囲気になったことがあります．
彼は冗談のつもりだったのですが，そのときの私の感覚
では冗談として受け入れられなかったのです．
ここでは，「ボケと突っ込み」を例にしましたが，その

他にも常識や感覚が異なる場合が多々あります．上記の
例は，相手に失礼になる場合なので，避けた方が無難だ
と思います．しかし，多くの場合は，さほど気にする必
要はありません．ここで，私の思い出話を書いてみます．
学生時代に日本人の家に遊びに行ったときですが，日

本人が「熱いからねー」と言いながらお茶を出してくれま
した．モンゴルは，冬は氷点下30度を下回る寒い国だか
らなのか，「熱い・暑い」という言葉は「危ない」などを
付けない限りプラスの意味を持ちます．そのため，私は，
「熱いからね」と出されたお茶を「熱いうちに飲んで」と解
釈したので勢いよく飲み始め，今度その熱さにびっくり
していると，日本人が「だから，今，熱いと言ったでしょ
う！？」とびっくりしていました．今でも，思い出すと
笑ってしまいます．やはり，異なる国の人同士の交流は，
互いの違いに気付くと楽しいことが多いと私は思います．

最　後　に4

本稿では，日本人の感覚や常識の中で，外国人と異なる
部分に関して書いてみました．皆さんの中に，いやいや，
お互い人間ですから，相手の背景を知らなくても，なんと
かなる，と思う方もいるのではないでしょうか．話を裏返
すようですが，私もそのとおりだと思います．私は，特に
学生の頃は，戸惑いながら，そして失礼を重ねながら，日
本人の背景を少し覚えた気がします．これこそが外国人の
背景を知る最も素直な方法ではないでしょうか．

しかし，外国人との接し方を覚える方法としてこん
な地道な方法しかないのでしょうか．私はそうは思いま
せん．実は，近年，私はモンゴルからも日本からも大き
く異なる国々の方にお会いする機会がありますが，私は
彼らに失礼をしないように，そして楽しい交流ができる
ように私なりの心構えをしています．ここで，参考のた
め，その心構えを紹介したいと思います．
私が外国人とお会いするときの心構えは「自分の常識

を横に置く」と「相手に対して興味を持つ」ことです．「自
分の常識を横に置く」の例ですが，モンゴルでは挨拶の
際は握手や軽いキスをしますし，会話の途中でも相手の
肩や腕に手を掴んだりとスキンシップを大事にしていま
す．しかし，イスラム教の国などでは，家族でなければ，
異性間では特に，スキンシップは許されていないようで
す．イスラム教ではない日本でもスキンシップを余りし
ません．したがって私は，外国人とのスキンシップでは
慎重を期するようにしています．日本人の場合は，本稿
に触れましたが，相手の頭を触るなどの行為と似ている
のかもしれません．「自分の常識を横に置く」の最も重要
なことは，自分の常識や感覚の基で相手の行動などを解
釈したり評価したりしないことです．これは難しいこと
ですが，私は文化や習慣が異なる外国人にお会いすると
きは，相手を未知の世界の人と思うようにしています．
相手が未知の世界の人だと「相手に対して興味を持つ」
ことが自然にできる気もします．言うまでもないことで
すが，相手に対して興味がありますと，相手の文化的な
背景を知りたくなりますし，相手がとても面白い存在に
なります．ほとんどの人は自分の国やその文化に対して
興味を示す人に気持ち良く接してくれますので，お互い
が戸惑うこともなく楽しい交流ができます．
この原稿は，今後皆さんが海外で活躍されるにあたっ

て知っておいた方が役に立つかも，と私個人が思ったこ
とを書いています．日本の習慣などに理解のある外国人
なら別としても，そうではない外国人と接する際に少し
でも参考になると幸いです．

シャグダル・オユーンチメグ（正員）
平 8来日．平 12高松高専卒，平 14長岡技科大・工・電気・
電子システム卒．平 16同大学大学院修士課程了．同年（株）
国際電気通信基礎技術研究所（ATR）適応コミュニケーショ
ン研究所に入所．無線通信の研究・開発に従事．博士（工学）．
IEEE 会員．
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はじめに1

筆者は現在，台湾南部の高雄市にある台湾国立中山大学
工学部光電工学科において，教授を務めている．こちらへ
の転職のきっかけとなったのは，米国で開催された光通信
関連の国際会議（OFC：Optical Fiber Communication 
Conference）における求人であった 1），それに応募して
採用されたことで，台湾での生活が約5年半となった．
この程度の経験期間で偉そうなことを書くのはやや不遜
にも思えるが，台湾の学生気質と台湾から見た日本に関す
る筆者の知見が，読者の参考になれば幸いである．

台湾の学生2

台湾においては，儒教が広く普及している．儒教では，
師は敬うべきものとされている．そのため，学生が筆者
に接する態度は非常に礼儀正しく，遠慮深い．また，師
に対して反抗的な態度をとることもなく，例え筆者が頭
ごなしに叱りつけるようなことがあっても，反省した様
子で叱責を受け，反論することは全くない．このように，
学生が非常に従順であるという意味では，台湾における
教授職は，気楽なものであるように思える．しかし，従
順すぎる学生は，研究活動においては両刃の剣となって
しまう．学生は，筆者の指示した実験，計算等は完璧に
こなし，それに関する考察も加えてくれるので，筆者の
指示が的確であり，正しい方向に研究を進めている場合
には，良い成果が得られる．ところが，一度筆者が指示
を間違え，あらぬ方向に研究を進めてしまうと，学生は
それを修正することが全くできず，研究が停滞してしま
う．それどころか，師の言うことに間違いはないと信じ
きっているため，思わしい実験結果が得られないとそれ
を報告せず，いつまでも同じ実験を繰り返すようなこと

になってしまう．実験結果の解釈についても，学生自身
の意見はしっかり持っているのだが，それを筆者が否定
するとあっさりと自分の意見を引っ込めてしまい，師の
意見を無批判に受け入れてしまう．結果として，十分な
議論を行うことができず，研究方針の修正につながらな
くなってしまう．このような経験をしてきたため，最近
では学生に対して断定的なことを述べるのはできるだけ
避け，学生の意見を引き出しながら議論を行うようにし
ている．このような点が，台湾の学生の美点であるとと
もに弱点であるように感じている．
筆者の研究室には現在，修士課程の学生が 9名在籍し

ている．写真 1は，卒業生と新入生の歓送迎会を，OB
も交えて行ったときのものである．このように，気取ら
ない飲み会では，台湾の学生も日本の学生も，大きく変
わらないのが分かると思う．

台湾に浸透する日本文化3

台湾は親日国家とよくいわれるが，日常生活において
も日本文化の影響が散見される．例えば食べ物では，う
どんが ｢烏龍麺｣ として日常的に食されているし，おでん
が｢関東煮｣としてコンビニエンスストアで売られている．
ケーブルテレビでは，NHKワールドプレミアムの他に，
台湾のテレビ局が日本のテレビ局から番組を購入して日
本語で放送しているチャネルが，幾つかある．街中にお
いても，日本語が通じる場合があり，平仮名の ｢の｣ が，
一般の看板の中に使われていたりもする（写真2）．
学生の日常生活へも日本文化が浸透しており，好きな

音楽を尋ねると，日本のアーティスト名が挙がったり，
暇なときに楽しむことを聞くと，日本の漫画を読んだり

台湾から見た
日本と学生

多賀 秀徳
Hidenori Taga

台湾国立中山大学

写真1　2011年卒業生歓送兼新入生歓迎会においての記念写真

1）　 多賀秀徳，“台湾の大学教授への転身”，信学誌，vol. 92，no. 5，
pp. 343-346，May 2009．
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ゲームで遊んだりすることが挙がったりもする．こうい
う学生の中には，独学で日本語を勉強している学生もい
る．極端な例としては，かつて私の研究室に在籍した学
生の中に，私用のメールアドレスを ｢kimura_takuya｣
としていた学生がいた．ただし，筆者の研究室に志願し
てくる学生は，筆者が日本人であり，筆者が中国語を
しゃべれないことを承知で志願してくるため，元々日
本文化に対して強い興味を持っているという可能性も高
く，筆者の経験がどこまで普遍的なものであるかについ
ては，正直なところよく分からない．少なくとも言える
ことは，若い世代においても，日本文化への強い興味を
持つ層が，ある一定の割合で存在しているということで
あろう．
このように親日的な台湾であるが，近年は中国本土と

の結び付きが急速に強くなっている．これまでは，日本
との間の経済的な関係も強く，海外からの観光客数も日
本人が第 1位を占めていたが，中国本土との関係改善が
進んだ結果，一昨年からは，中国本土からの観光客数が
日本人観光客数をしのぐようになってきている．経済的
な関係もより強まっており，台湾の人々の目が，日本よ
りも中国本土へと向かっている傾向があるようにも思え
る．それでもなお，日本文化に対して興味を感じる層は
存在し続けているので，そういう人々が日本への関心を
失ってしまわないようにする努力が，今後は必要になっ
てくるのではないかと思う．

写真2　レストランの看板（平仮名の『の』を使っている一例）

台湾から眺める日本4

筆者が現在，台湾中山大学の教授であることは本稿の
最初に記したが，中山大学に着任して最初に驚かされた
のは，同僚の先生方の学歴と職歴であった．博士号を米
国の大学で取得し，米国企業に勤務した後帰国して台湾
で教授となった，という先生方がずらっと並んでいたか
らである．これは，中山大学に限ったことではなく，台
湾の主要大学の教授は，その学位を海外の大学において
取得していることが多い．そのような先生に話を伺う
と，大学院で修士課程を卒業後，徴兵で兵役に就き，そ
の後海外に渡って博士課程を学んだというのが，一般的
であった．一つの理由として，その当時の台湾には，現
在のように整備された博士課程がなかった，ということ
も伺った．しかし最近は，台湾の大学の博士課程の水準
が向上しているため，台湾の大学で学位を取得し，その
まま台湾の大学で教授になるという例も，増えてきてい
る．それでもなお，台湾の大学で学位を取得後，海外で
ポスドクとしての経験を積んでから帰国し，教授となる
という先生も多い．台湾ではこのように，海外で経験を
積むということに対しての抵抗感が少なく，海外での経
験が正当に評価されて，国内での就職に結び付くという
傾向があるように思う．
それでは，台湾の学生が皆，海外へ留学する希望を

持っているかというと，そうでもない．現に，筆者の研
究室で修士号を取得して卒業した学生は全員，台湾国内
の企業に就職している．一つの理由として，現在台湾国
内の景気は概ね良好で，良い就職先を見つけるのが比較
的容易である，ということがあると思う．しかし，海外
で学位を取得した先生の意見では，最近の学生は困難に
挑戦する気概がなく，自ら海外に出て行こうとしない，
ということになる．先生方の話から，海外へ出て行くこ
とへの抵抗感が台湾では比較的少ないように感じていた
が，それでもやはり，海外へ出て行くことは一大決心で
あり，大きな挑戦であるのだと思う．
台湾から見る日本は，世界で最も生活水準が高く，教

育水準も高い国の一つである．したがって，台湾から外
国へ出て行こうとする場合には，その対象となる国の一
つである．そういう観点からすると，日本の若者は，日
本からわざわざ無理して海外に出て行く必要などない
と思うかもしれない．確かに，日本で教育を受け，日本
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国内で仕事を持てば，そこそこ恵まれた暮らしがこれま
ではできた．しかし，こういう恵まれた状況が永遠に続
くと思っていたら，間違いだと思う．この十数年間，日
本は｢失われた 20 年｣といわれるような停滞期にある．
このような停滞期にあってもまだ，恵まれた国である
という意味では，過去の日本はすごい国だったという
ことはいえるが，今後もその状態が続くとは思えない．
このままの停滞が続けば，熾烈な国際競争の中で，他の
国々よりも生活水準の低い国へと，いずれ転落してし
まうだろう．そうなる前に日本から外へ出て，自らの能
力を磨き，その成果を手に将来の日本をより良くして行
こうというような意欲が，今の若者には求められてい
るのではないかと思う．｢海外に出て行く｣ というのが，
そう簡単なことではないのは当然だが，そういう困難
なことに挑戦する気力は，若い間の方が充実している．
若者には是非，海外へ挑戦する気概を持ってもらいた
いと思う．

ま　と　め5

台湾の学生，台湾への日本文化の影響，台湾から見た
日本について，筆者の思うところを書き連ねてみた．現
在の日本は，不景気で苦しいとよくいわれるが，それで
も外から見ると，非常に恵まれた国であり，豊かな国で
あると思う．そういう国で育った若者にとっては，海外
に出て行くことは，困難でありながら得るものが少ない
ことと写るのかもしれない．しかし，失われた 20年と
いわれる時間を経て，日本の持つ豊かさにも陰りが出て
きているように思える．停滞期にある日本から海外へと
目を向け，思い切って海外に出て行くことは，個人の持
つ可能性を更に広げることだと思う．このことにより多
くの若者が気付くことになれば，日本の停滞期も終わり
を告げるのではないかと，筆者は期待している．

多賀秀徳（正員）
東京都出身．昭61東大・工・電子卒．国際電信電話株式会社
（現，KDDI）勤務を経て，平 18から台湾国立中山大学勤務．
現在，同大学・工・光電工教授．工博．

中国の変化と日本企業の進出1

この20年間で中国は大きく変わりました．今も速い
スピードで変化し続けています．中国都市部の人口は，
2010年末に中国全人口の47％になりました．2020年
には，全人口の60％に達すると予測されています．毎年
1,200万もの人が農村部から都市部に移ることになり，
東京より大きな都市が毎年できているようなものです．
そのような発展のもと，中国に研究開発部門を設置す

るグローバル企業が増えています．特に 2004年以降，
研究開発組織の設立が加速しました．地域で見ると，北
京が一番多く，続いて上海，広東になります．例えば
上海の場合，2003 年末時点での外資系の研究開発部
門の設置は 107社（北京は 293社）であったものが，
2008 年末には 258社となりました．そして，その大
半は欧米と日本の企業によるものです．
日本の大手企業では，富士通，パナソニック，三菱電

機，NEC，日立製作所などが研究開発部門を中国に設立
しました．これらの中国における研究開発部門の役割を
見てみると，基礎研究よりも，中国市場での販売促進に
直接リンクする応用研究や開発が多いようです．すなわ
ち，市場調査や製品のローカライズなどの現地販売のサ
ポートが主な内容となっています．
現地顧客への販売促進のためには，現地顧客のニーズ

を把握し，そのニーズに合った製品が必要となります．単
純な市場調査だけではニーズへの対応にずれが発生する
ので，顧客と密接に連携する研究開発が必要となります．
中国に研究開発部門を置き，現地で顧客のニーズへの対応
を完結できるようにすることで，レスポンスを加速でき，
現地の雇用創成にも貢献できます．これが多くの日本企業
が中国に研究開発部門を作ってきた最大の理由です．
これまで大半の企業の研究開発部門では，本国で成功

した製品を中国に持ち込んで，ローカライズすることを
主な業務としていました．しかし，最近では少しずつ変

日本企業の中国での
研究開発の新しい展開と
挑戦

陳　永軍
Yongiun Chen

日立（中国）研究開発有限公司
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化が現れています．それは，まず中国のような新興国で
新しい事業を成功させ，それを日本または世界で展開し
ようとする新しいスタイルです．日立などが海外で展開
するスマートシティ事業などは，その代表的な事例です．
これには大きく二つの要因があります．一つ目は日本

や欧米のような先進国でユーザ向けの製品を研究開発す
ると，新興国では不必要な過剰な機能を盛り込んでしま
うこと，二つ目は日本や欧米のような成熟した社会では，
必要なシステムがほとんど出来上がっており，新しいも
のを受け入れ難いことがあります．
中国，インドなどの新興国は，社会が発展中であるこ

ともあり，新しいものを比較的受け入れやすく，適応の
スピードも日本より速いのです．そのため，新しい技術
や製品をまず新興国で試み，成功したら日本や欧米へ事
業を展開していくのです．ただし，それは大きな挑戦で
あり，簡単にできることではありません．
日本企業は技術力で優れていても，事業では負けてし

まうケースが多く見られます．その原因は，現地ニーズ
への対応スピード，過剰な機能や品質によるコスト高な
どにあります．したがって，これまでの常識とは逆の発
想により，中国で研究開発を先行させるやり方に，新し
い可能性を見いだしたのです．

私にとっての日本企業2

上海交通大学に在学中，私が所属していた研究室の
教授は，同時に日本の株式会社電通国際情報サービス
(ISID) と中国企業の合弁会社である上海海華鐘ソフトウ
エア開発有限会社の中国側の責任者も務めていました．
そのため，私は大学院のときから日本の文化，ソフト
ウェア開発に触れていました．大学院修了後は，日本語
や日本企業の仕事の進め方などをより理解したいと思い，
自然と日本に行くことを考えました．最初のうちは2～
3年経ったら中国に帰るつもりでしたが，いろいろな事
情があって，日本に長く滞在することとなりました．
日本では富士通に勤務し，文教向けのパッケージ開発

を長く担当していました．小さな業種向けパッケージでし
たが，そのパッケージの開発には愛着がありました．
中国に帰る際には，ずっと一筋でやってきたSEと，

研究者への転進の選択に悩みました．最終的に日立の研
究所を選択したのは二つの理由があったからです．一つ
目は今後のマーケットの大きさを考えると，中国にいる
日本企業または日本からの開発を請け負うよりも中国の
ローカル顧客向けの研究開発をやりたくなったこと，二
つ目は情報分野の技術は速いスピードで進化しているた
めに純粋な開発よりも，研究の方がよりチャレンジ性が
あると考えたことです．日立は中国での研究をより重視
しており，かつ中国マーケット向けの研究開発に重点を
置いていたことから，日立の研究所である日立（中国）
研究開発有限公司に入社しました．

中国での研究開発3

当然ながら，現地顧客に向けた新しい製品の研究開発
には現地顧客のニーズの把握が最も重要で，顧客との接
し方やニーズ確認のスキルが必要です．これは研究者だ
けでできることではなく，現地事業部の営業との連携が
必要です．そのため，現地研究開発事業の必要性や重要
性の説得が必要となるのですが，事業部のトップ層はほ
とんどが日本人で，多くの場合は中国での事業方針がほ
とんど日本側で決められているため，中国人研究者だけ
では対応が困難であり，日本人と中国人を組み合わせた
研究チームが必要となるのです．
中国で現地採用する研究者の大半は若く，具体的な研

究テーマを与えれば技術の研究は速く行えますが，仕事

　写真1　清華－日立 IT 連合実験室（2001 年成立）
 　　　  　清華－日立グリーン情報技術連合実験室（2010 年改名）

写真2　清華大学と日立の技術検討会
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グローバル化のために必要なこと4

日本では海外事業の進め方などに関する本，雑誌記
事，テレビ番組はいろいろとありますが，それらのほ
とんどは日本人の視点で書かれたものであり，現地の
ローカル社員，現地の人の視点でどう見えるかについて
書かれたものはほとんどありません．実際にその国に
行って，身をもって体験しないと理解できないことは多
いです．若いうちに，海外に行って，海外の考え方を受
け入れ，世界に通用する人材になることが重要だと思い
ます．
日立（中国）研究開発有限公司の場合，日本と中国の

文化を理解し，中国で研究・開発，新事業の開拓をリー
ドでき，高い目標を持つようなグローバル志向の人材を
強く求めています．このような人材がいることが，日立
の中国でのビジネスを発展させる基本となるでしょう．

日立（中国）研究開発有限公司の概要5

日立（中国）有限公司の100％子会社で，北京と上海の
二つの拠点があります．研究分野はエアコン，物聯網（中
国版 Internet of Things)，スマートシティ，医療，材料，
組込みソフトウェア開発，空気調和などがあります．研究
者数は2011年 12月現在で110人，2015年までに
は研究者数を倍増する計画です．清華大学，復旦大学，北
京郵電大学，上海交通大学など中国の多くの名門大学や研
究機関と共同研究開発を行っています．日立グループの会
社と連携し，中国市場向けの研究開発を行い，中国でのビ
ジネス展開の大きな支えとなっています．

の経験が少ないため研究した技術をビジネスに結び付け
るのが苦手な場合がほとんどです．顧客や事業部への対
応の方法で悩んでいる研究者も多く，研究は順調にでき
ても，事業につながらないことがよくあります．そのた
め，ある程度の経験を積んだ日本人研究者を中国現地に
駐在させて研究に参加させたり，中国人研究者を日本に
送って研修させたりするなどの対策により，状況を改善
してきました．
これまで多くの日本企業は，中国やその他の新興国に

進出し，海外事業による売上を伸ばしてきました．ただ
し，その内容はコスト削減のために海外で生産すること
が主な目的で，日本製品を海外で生産，販売しているだ
けであり，真のグローバル企業とはいえませんでした．
そうしているうちに現地の成長，市場変化に追いつけな
くなり，現地企業に負けてしまうのです．グローバル競
合の中，優れた技術力，高いブランド価値を持っていた
多くの日本企業が，国外では海外のグローバル企業に負
けてしまう最大の原因の一つです．
現地に研究拠点を持ち，その国や地域に適した製品，

技術を研究開発し，その地域の発展とともに成長できる
こと，また本国の研究開発部門と連携してグローバルに
研究開発を分担できる組織を構築できる企業こそが真の
グローバル企業です．これができている日本企業はわず
かであり，米国，ヨーロッパの企業より，大きく遅れて
います．日立もまだ発展途中であると思います．
今後，日本の経済発展が滞るようになると，海外での

事業展開とグローバル化は日本企業にとってますます重
要になっていくことでしょう．しかし，これは第二の創
業とも呼べるものであり，決して容易ではありません．
異文化とのぶつかり，日本企業固有の考え方や事業の進
め方の転換，海外での組織構造の作り方，人材育成法な
どへの対応が必要であると思います．

写真3　社内忘年会 写真4　オフィス風景 写真5　社内サッカーチーム

陳　永軍
1996上海交通大大学院了．1997来日．2002富士通株式会
社へ入社．2010中華人民共和国へ帰国．日立（中国）研究開
発有限公司に入社．



小特集：多文化共生時代のサバイバルノート 297

小
特
集
　
　
多
文
化
共
生
時
代
の
サ
バ
イ
バ
ル
ノ
ー
ト

まえがき1

最近，定年退職後に海外に長期滞在するというのが日
本人の間で流行ってきているようです．私はまだ定年前
ですが，カナダでロングステイを始めてしまいました．
実は，こんな私が学生で本会の会員だった頃は海外に住
むなんて考えてもいないどころか，海外に出たこともあ
りませんでした．それがこちらに来て 4年，今ではカナ
ダでホームオーナーです．ここに，簡単ではありますが，
カナダ滞在のお話をさせて頂きたいと思います．

海外滞在までの道2

�海外旅行経験ゼロの学生時代

大学時代，周りの同級生はアルバイトをして海外旅
行をする人が多かったのですが，私はアルバイトと部活
（弓道）と勉強（？！）だけで海外旅行には余り興味がなく，
海外へは日本をある程度見尽くしてから行けばよいと
思っていました．英語に関しても敬遠気味で，学会誌の
概要を英語で書くだけでも大変で，ある日先生から，投
稿した日本語の論文が採録になったので英語でも書いて
みないかとのお言葉に，「ちょっと無理じゃないでしょ
うか…」といった具合でした．
 海外と縁がない生活から海外の玄関へ
以前から運輸一般（鉄道，道路信号システムなど）に

興味があり，交通分野の通信システムに関われればと思
い就職活動をした結果，日本の空の玄関，成田空港で働
くことになりました．第 1級陸上無線技術士の資格を学
生時代に取得していたことから，弱電分野の技術職とし
て採用され，航空無線，通信インフラ，セキュリティシ
ステム（監視カメラ，入退出システム，警報システム），
駐車場システム，火災報知機システムなどの設計，整備，
運用などに携わりました．
�海外デビューから海外ロングステイへ

国際空港で働いていますと，会社の親善旅行で海外に

行くグループもあります．私も初めての海外は課内旅行
で 2泊 3日で韓国に行きました．これで海外旅行に勢
いが付いたのか，同じ年には海外在住の大学時代の友人
を訪ねて一人でイギリスまで行き，その後会社を退職す
るまでに出張を含めて 20か国以上も行きました．海外
旅行から海外に住もうという発想に変わったのは，大学
時代の仲の良い友人たちがイギリスとオーストラリアに
在住していた影響があったからでしょうか，その頃まで
には海外があまり遠く感じられなくなっていました．長
い人生の中で数年くらい海外で暮らすのもいいのではな
いかと思い始めて，思い切って 8年勤めた会社を辞め語
学留学することにしました．
�カナダ・トロントを選んだ理由

まず英語圏が必須でした．英語というくらいなので
英国で英語を勉強し，週末や連休にヨーロッパの国々を
旅行できたらと思っていました．しかし，それまでに 3
回訪英し，周辺の７か国にも既に行ったことがあったこ
と，更に当時イギリス通貨が非常に強かったため，費用
を抑えるために他の国にしようと考えました．そしてア
メリカ，カナダ，オーストラリア，ニュージーランドの
中で，割と訛りの少ないきれいな英語を話すといわれて
いるカナダを選びました．また，語学学校のコースでビ
ジネス英語とインターンシップをする予定でしたので，
仕事の選択肢が比較的多そうな，カナダ最大都市のト
ロントに行くことにしました．

カナダ・トロント基本情報3

�カナダ

実はカナダは世界で 2番目に大きい面積の国土をも
つ国です．首都はオンタリオ州のオタワ．しかし，オン
タリオ州の州都はなぜかトロント（オタワではありま
せん！）．カナダに住む人の 80%はアメリカとの国境
から 200 km以内に住んでおり，人口の約 40%がオン
タリオ州に集中しています．国の歴史は短く，移民から
成り立っている国で現在も移民を数多く受け入れていま
す．人種差別禁止については厳しいため，自分がアジア
人であることが気にならず，どの人種の人も堂々として
いられる平等な国だと思います．
�多国籍多文化都市トロント

トロントはカナダ最大の都市であることもあり，多く
の移民が住んでいます．白人比率はたったの 56％で，

定年退職“前”の
海外ロングステイ

高橋 美枝
Mie Takahashi

MMM Group Limited
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職場でも英語以外の言語を話す人がたくさんいます．例
えば私の所属するグループでは，10 人中 7人が英語以
外の言葉も話し，イタリア語，ポーランド語，ロシア語，
北京語，広東語，日本語といった具合にばらばらです．
そして一般的にも 3か国語以上を操る人もそう珍しく
ありません．街中でも多国籍なところを見つけることが
できます．例えば，サッカーの 2010年ワールドカップ
のときのこと，Torontonian の多くが自国の国旗を車
に掲げて走っていました．ごく少数でしたが日本の旗を
つけている車もあって，それを白人の人が運転している
のを見たときはちょっとビックリしました．
�カナダ料理？！

カナダ料理って何か？ と聞かれたらカナダ人も困ま
ります．メイプルシロップ，アイスワインは有名ですが，
料理ではありません．唯一思いつく調理されたものは
プーティンと呼ばれるフライドポテトにグレービーソー
スととろけるチーズをかけたものです．カナダ料理をあ
まり見かけない代わりに，多国籍のトロントでは世界各
国の料理を食べることができます．チャイナタウンを始
め，グリークタウン，コリアンタウン，ブラジル人街，
リトルイタリー，などなどです．最近，日本の居酒屋が
出てきてこちらでも人気があります．
�スポーツと文化

トロントはサッカー，野球，ホッケー，ラクロス，バ
スケット，フットボールのプロチームがあります．特に
大リーグ野球ではカナダで唯一のチームがある都市で
Rogers Centre（写真 1）を本拠地にしており，何度
か試合を見に行きました．対戦相手チームに日本人選手
がいることがありますが，こんなに離れたところで日本
人が頑張っているのを見ると感慨深いものがあります．

文化面では，Toronto International Film Festival 
（TIFF）が有名です．日本ではベルリン，カンヌ映画祭
が知られていますが，実は世界第 3の映画祭はトロン
トの TIFF なのです．毎年 9月に行われ，たくさんのハ
リウッドスターや日本の俳優さんも来ます．2003 年
には北野武監督の「座頭市」がピープルズ・チョイス・
アウォードを受賞しました．また，トロントはパレード
が多い都市です．北米最大のカリバナパレード，セント
パトリックパレード，サンタクロースパレードなどのほ
かに，ゲイ（同性愛者）パレードまであります．ちなみ
に，カナダでは同性結婚が認められていて結婚するため
に海外から来るゲイカップルもいます．その他，トロン
ト近郊にはナイアガラの滝があり，こちらではプロポー
ズの名所だそうです．ナイアガラまでは車で 1時間程度
の距離で，カジノもあるため観光者以外にもカナダ人の
ちょっとしたリゾートでもあります．
�気　候

冬の寒さは北海道の旭川くらいだそうです．寒い時期
はその日の最高気温も氷点下が普通で，最低気温が氷点
下 30度に到達するときもあります．ある寒い日にコン
ビニで飲み物を買おうと冷蔵庫のドアを開けたとき，冷
蔵庫の中が暖かいと感じてびっくりしたことを覚えてい
ます．家庭の暖房はセントラルヒーティングシステムを
使って，基本的に常に家全体を暖かく保ちますので家に
帰るとホッとした暖かさに迎えられます．アパートなど
では大家は最低 18度を保たなければならないという規
則もあり，部屋の中は快適です．夏はあまり長くないの
ですが，日本のように暑い日もあります．2011 年は新
記録で 38度の日がありました．日本に比べて湿度が低
いため，私にとってはとてもサッパリした感じがします
が，それでもこちらの人にとっては蒸し暑いようです．
�カナダの医療

プロビンス（州）によって多少違うかもしれませんが，
私の住んでいるオンタリオ州では，市民，永住者，労働
ビザの人は基本的な医療費は無料です．もちろん自分で
払った税金でまかなわれているのですが，日本のときに
払っていた一部の負担も病院では払いません．歯科など
は対象外のため普通は全額払わなければなりませんが，
勤務する会社の保険がカバーすることもあります．医療
費が無料であるのが良いのか悪いのか分かりませんが，
病院に行くと余計な検査も勝手にされることがあります．

写真1　 CN タワーと Rogers Centre
  トロントのシンボルである CN タワー（553.33m）

は開業してから 2007 年までの 32 年間，自立式の
構造物としては世界で最も高い塔でした．
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診断料も無料で，新たに病気が見つかる可能性もあるこ
とから患者は文句を言わないため，この過剰検診もうま
くつり合いが取れているのかもしれません．

語学留学編4

�ESL（English as a Second Language） 

語学学校（ESL）では，初日はクラス分けテストが
あります．筆記試験は苦手の長文がなく，得意の文法
中心の問題でした．私は理系だからか，文法は決まり
のある方程式を解くような感じで割とできました．た
だ，Listening と Speaking がそのレベルに達してい
なかったため，中級クラスに配属されました．クラスが
始まってからも Listening と Speaking が苦手でした．
新しい語学は作り話でもよいので話し始めないと身につ
きません．クリエイティブな人は話を作って話し出しま
す．私はそういうタイプではないので，何か例え話を作
るところ（英語でない部分）から悩み始めてしまったり，
また得意な文法が災いして，文法に気を取られすぎて話
せず仕舞いになりがちでした．
�ホームステイとシェアハウス

カナダ到着後の 3か月間はホームステイをしました．
ステイ先は要望（禁煙，ペットの有無，小さな子供がい
て良いかなど）を伝えると語学学校側で決めてくれます．
多国籍の街トロントで私はナイジェリア人の家庭にお世
話になりました（写真 2）．御夫婦と三人の小さな娘さん
の家族と他にスペイン人のルームメイトがいて，滞在中
は子供たちと遊んだり，御夫婦が英語の勉強を手伝って
くれたりして有意義な時間を過ごすことができました．
ホームステイの後はシェアハウスと呼ばれるバス・

キッチンを共有する家に移りました．こちらでは家賃を
抑えるために家族以外の人で共同生活することも珍しく

ありません．私はカナダ人，ロシア人，もう一人の日本
人の四人の家に 1年半ほど住みました．日本人がいまし
たが，家の中では英語ONLYのルールがあり，また全
員の仲が良かったので英語の良い練習ができました．
�放課後のアクティビティ

語学学校は大抵クラスが終わった後に任意で参加で
きるアクティビティを設けているところが多いです．市
内の観光スポットを訪れたり，スポーツ観戦，ビリヤー
ド大会，各国の料理を作ってみるなど，日替わりでいろ
いろなアクティビティが予定されていました．こういう
アクティビティに参加することによって自分のクラス以
外の友達ができ輪が広がっていきます．月末のテストの
後にはナイトクラブを学校で貸し切って打ち上げをしま
す．カナダは19歳から飲酒が可能なため日本人でもカ
ナダにいる間は19歳でお酒が飲めます．逆にドイツで
はビールなどの軽いお酒は16歳から飲めるそうですが，
カナダに滞在中は19歳未満だと普段飲んでいるビール
が飲めないと17歳のクラスメイトが嘆いていました．
�ボランティア

こちらでは高校などで最低何時間かのボランティアが
必須になっていることが多く，一般社会人の方も何かし
らのボランティアをしている人がたくさんいます．私の
場合はあまりに Listening と Speaking が苦手で自分
の文法レベルと合わないため，それを伸ばすために学校
を 3か月休み，現地人の中に入ってボランティアをす
ることにしました．そこで考え付いたのは，シニアの方
のお世話です．大きな声ではっきりと話さなければなら
ないためSpeaking の良い練習になると思い，シニア
センターを訪ねました．本当はデイケアでシニアの人と
会話ができる仕事に興味があったのですが，そこに日本
人ボランティアが既にいたため，その代わりにMeals 
on Wheels の Runner に携わらせてもらいました．こ
の仕事はセンターからシニアの方に昼食を配達するもの
で，運転手と二人組でいつも行動していたため 1対 1
で会話の練習ができました．
�ビジネスコースとインターンシップ

ビジネスコースは中上級以上の生徒が参加できるコー
スで，私がいたときは，母国語でない英語を普通に操る
ヨーロッパ人や長く滞在して英語を身につけてきたアジ
ア人・南米人からなる総勢 11人のクラスでした．一般
コースと違い授業中にたくさんの意見を求められます．写真2　ホームステイ（到着 2 週間後にあった私の誕生日）
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欧米人は小さい頃から自分の意見をしっかり伝えるよう
に育ってきていますが，受身的な教育方法の日本人は意
見を述べるどころか，意見を持っていない（私だけかも
しれませんが，あまり聞かれないから考えていないこと
が多い）ため，なかなかとっさに発言できません．また
日本人はあまり知らないことは知ったように話しません
が，欧米人は低い可能性でも自分の信じる案を答えてし
まうことも多いです．つまり彼らは何かしらそのトピッ
クについて話すことができます．外国慣れした日本人の
子は，それ本当かな？ と思うこともそれらしく話してい
ました．英会話の練習だからよいのかもしれません．逆
に私ともう一人の大学生はクラスメートから，なぜ自分
の意見が言えないのかと思われていたと思います．
インターンシップコースはビジネスコースの後に取る

ことができます．語学学校からのインターンシップは英
語を実際の職場で応用することが目的で，英語が母国語
でない人たち向けのため，無給のことが多いです．面接
試験の後，私は自動車の部品を作る会社にお世話になる
ことになりました．上司は会社所属の弁護士で，各種契
約書類や訴訟や盗難案件の書類を読んだり裏付け資料の
作成をさせてもらいました．ここで，北米の会社の様子
や基本的なビジネス用語を学ぶことができました．

現地の教育事情5

�大学・カレッジと生涯学習

カナダでは大学入試がなく出願すると大学側で高校
での成績をもとに入学許可を出すかの判断をするよう
です．日本では希望する大学に入るのが大変で，大学に
入ってしまえばホッとしてしまい，普通に講義に出席し
ていれば大体卒業できますが，こちらでは卒業するのが

大変なためみんな必死になって勉強します．これは大学
だけでなくカレッジと呼ばれる専修学校も同じです．日
本人でカレッジに行っている人に話を聞いたところ，睡
眠時間が毎日 3 ～ 4時間だそうです．そして日本では
大学を卒業して働き出すとなかなか学校に戻って勉強す
ることはできませんが（もちろん研究職の人が大学に戻
ることはありますが），こちらはどんな人でも仕事を辞
めたり中断して学校に行ったり，夜間コースやパートタ
イムのコースに通ったりして，新たな学位や資格を取る
自己啓発に努めたりして本当に勉強熱心です．そうして
得た新たな学位や資格をきっかけにして，より待遇の良
い会社に転職する人もたくさんいます．
�子供の学校のために引越し？！

カナダでは公立の学校は高校までの学費は無料です．
トロントの公立小・中・高校に通う場合は基本的に住ん
でいるエリアにある学校に行くことになります．先生は
学校単位で採用されることが多いようで異動がほとんど
ないため，長い年月を経て学校によるレベルの差ができ
てしまっています．学区の中には基本的に一つの学校し
かないため，子供を通わせたい学校のある学区に引っ越
す家族もいます．良い学校のエリアは家の価値が上がり，
その値段の家を買えるようなクラスの家族が住むためそ
のエリアのコミュニティのレベルも上がっていきます．
堂々巡りになってしまいますが，これが実際起こってい
ることのようです．もちろん私立学校に行く場合はこの
限りではありません．

カナダ人と○○○6

�カナダ人と友達になるために　

語学学校の友達は当然みんな英語がネイティブではな
いので，たまに間違っている英語のほうが通じてしまうこ
とがありました．英語ができる人と話さなければ意味がな
いと思い，どうしたらネイティブの中に入っていける機会
ができるか考えました．当然ネイティブの人たちは英語は
勉強しないので，ネイティブの人が興味がある何かをする
必要があります．弓道は友達作りのきっかけでもありま
したが，自分自身が稽古を続けていきたいと思っていたも
のでした．日本を出発する前にカナダで弓道ができないか
と調べたのですが，そのときには見つけることができず，
どうせ1年半で帰国すると思って，カナダで弓道をする
ことを諦め渡加しました．1か月もしないうちにやはり

写真3　語学学校
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続けたいという思いでもう一度調べ始めたところ，バン
クーバにグループがあるのを見つけて連絡をとってみま
した．するとトロントには弓道をしている人はいないが，
始めたい人はいるということでその人の連絡先を教えて
くれました．その方は日本人でしたが，旦那様がカナダ人
で私がカナダに来た目的をよく理解してくれて，いろいろ
な人に会わせてくれたり，英語の勉強もみてくれました．
当人の奥様とはトロントで弓道を始められないかと試行
錯誤し，何とか弓道を始めることができました．メンバー
はこちらに永住の日本人の他，カナダ人も含め，現在30
名以上の人と一緒に弓道を稽古しています．
�カナダ人とアメリカ

カナダはいつもアメリカと一緒にされてしまうことが
大変多いです．国際電話の国番号も同じ「1」ですし，ま
た位置的問題もあるのでしょう．カナダ人は半分諦めつ
つ認める人もいれば，「いつかアメリカを超えてやる！」
くらいの勢いの人もいます．残念ながらアメリカ嫌いの人
も少なくありません．例えば航空券を買う場合，アメリカ
経由のほうが安いがアメリカを経由するくらいなら，多
少高くても違うルートを選ぶという人も多いです．別の言
い方をすれば，みんなカナダが好きで，買い物にしてもカ
ナダ資本のお店でなるべく買い物をして，なければアメ
リカ資本のお店に行くという考え方の人が多くいます．
�カナダ人とTim�Horton’s

カナダ人はコーヒー屋さんに行くのが大好きです．カ
ナダで有名なコーヒーショップは，Tim Horton’s で，
私が生まれた年に 44歳現役で自動車事故で亡くなっ
た有名なアイスホッケー選手が始めたお店です．ここ
のコーヒー・ドーナッツ・サンドイッチは手頃な値
段で多くの人から愛されており，カナダ国内では Tim 
Horton’s の売上げはマクドナルドの売上げを上回るほ
どです．人気のある注文は「ダブルダブル」といって砂
糖 2，クリーム 2です．面白いと思ったのは，「レギュ
ラー」と頼むと砂糖 1，クリーム 1が出てくるのと，ド
ライブスルーのみの店舗があったりすることです（余談
ですが，銀行ATMのドライブスルーもあります）．
�カナダ人と時間・お金

カナダは日本の古き良き時代を感じます．物を大切に
ボロボロになるまで使い，余った物を無駄にしません．
言い方を換えれば，「けち」になってしまいそうな気が
しますが，そういうわけでもないみたいです．どちらか

というと時間をお金で買うというよりは，お金をかけず
に自分たちで何でもして，そうすることによって自分た
ちも楽しめるといった感覚なのだと思います．例えば家
のリノベーションも家族や友人の手を借りてできる限り
のことをします．リノベーションのテレビ番組や日曜大
工のコースも人気です．隣の家の人は会社の会議中で退
屈なときに自分の家の裏庭をどう改装するかデザインし
ていたそうです．

仕　事　編7

�若さよりも経験重視

日本の会社は可能性のある新卒を採用し，社員をその
会社に必要な人材に教育しますが，カナダ（だけではな
いと思いますが，海外）の会社は経験がある人（即戦力）
を採用します．そのためこちらの新卒は学生の間に幾つ
かのインターンとして仕事の経験を積んでおくのが普通
です．正社員になっても数年経験を積んだ後，その経験
をもとに条件の良い会社に移る人もたくさんいます．カ
ナダでは就職活動の時点では年齢・性別・家族構成（既
婚・未婚，子供の有無）を聞くのは違法で，履歴書には
写真も添付しません．そのためその人の持つ知識や経験
が重視されます．私のカナダでの就職活動は，この経験
主義が良い方向に働きました．日本では再就職を探しに
くい年齢になっていましたが，こちらでは経験があるこ
とが英語力のマイナスをカバーしてくれて，技術コンサ
ルタントの会社に採用されました．国際空港での設計，
施工，運用の知識を持った人はそれほどいないし，国際
空港の知識は全世界共通だからだったのでしょう．
�何をしていますか？

日本で何の仕事をしているかと聞かれると，大抵会社
名かどんな業種の会社に勤めているかを答えますが，こ
ちらでその答えをすると変な顔をされ「それで何をして
いるの？」と再度聞かれてしまいます．こちらではどん
な会社に勤めているかよりも，ジョブタイトルと何を実
際しているのかを具体的に答えるのが普通のようです．
さて私が何をしているかと聞かれたら今は何と答えるで
しょうか？ 私は，セキュリティシステム，通信インフ
ラのデザイナーで主に空港，病院，裁判所，ホテル，学
校などのシステムを設計しています．日本にいたときか
ら説明に困るのですが，設計といってもプログラムを書
いたり，電気電子回路を組んだりしているのではなく，
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システム機器の配置や機能仕様について，新しい技術や
信頼度の高い技術を取り入れて，仕様書（図面を含む）
を作成するのが仕事です．クライアントがその設計資料
（発注仕様書）をもとに発注するといった流れです．施工
業者が決まった後は，施工管理の仕事を行い，完成まで
見届けることもします．
�アルバータでの会議

現在，エドモントン空港（アルバータ州）の拡張工事
の設計・施工管理を担当しており，月に 1～ 2回飛行
機で 4時間・時差 2時間の現地に出張しています．あ
る日，工事現場に入るために必要なオリエンテーション
に参加しましたが，そこにいた約 50人のうち東洋人が
自分しかいませんでした．きっと周りの方々は何とも
思っていなかったのでしょうが，みんなにじろじろ見ら
れている気がしました．トロントではいつもいろいろな
人種の人に囲まれているのでそんなことを感じたことは
ありませんでした．同じカナダでも都市によって人種の
割合に違いはあるようです．
�カナダのエンジニア

カナダでプロフェッショナルエンジニアであると名乗
るにはライセンスが必要です．オンタリオ州の場合は，
技術系大学を卒業後，法律・倫理の筆記試験と 4年以
上（少なくとも 1年はカナダで）同じ資格を持った技術
者の下で働いた経験が必要となります．つまり，筆記試
験だけのペーパー技術者というわけにはいきません．そ
の資格があると図面に自分の名前のエンジニアのスタン
プを押すことができますが，もちろんそれに伴う責任は
重大です．現在ライセンス取得の手続き中で，日本での
学歴（修士）がカナダでも同等と評価を頂きましたので，
今は筆記試験へ向けて勉強中です．
�休　暇

日本では祝日は年間 15 日もある上，有給休暇のほ
かにも夏休みや年末年始休暇が別にありました．カナ
ダでは必ず 3連休になるように月曜日か金曜日が祝日
となりますが，年間 10 日しかなく夏休みやクリスマ
ス休暇は有給休暇を使わなければなりません．そのた
めか，有給休暇を日本のように捨てる人はいませんし，
もし余ってもその分をキャッシュアウトすることがで
きます．良いのは有給病欠があり，具合が悪くても有
給休暇を消化しなくて済むことです．残業をした場合
は，その時間を休暇に振り替えることができるので，

もし有給休暇が足りないときは必要な時間を残業する
という方法もあります．
�会社の飲み会なし！

休日や退社後の過ごし方も日本とは違います．基本的
に家族で過ごす人が多いです．会社の同僚の歓迎会，送
別会（写真 4），お誕生会，懇親会は昼食の時間に行う
ため，勤務後にみんなで出掛けることはありません．唯
一夕方の時間にあるのが年末にあるクリスマスパーティ
で，会社の負担で盛大に行われます．パーティは配偶者
や恋人を連れて行くことができるため本社のあるトロン
ト地区のパーティでは 1,000 人以上収容可能のパー
ティホールで開催され，最初にサーカスのショーみたい
なものが始まったときにはその規模の大きさにびっくり
しました．
通常の休みのときは，BBQやホームパーティ，キャン

プなど大自然に関わるアクティビティをする人も多いよ
うです．

ロングステイに必要なビザ8

�学生ビザ

カナダの場合，６か月以上の滞在にはビザが必要と
なります．学生ビザは，フルタイムの学校に申し込んだ
という学校側の証明書をもとに申請しなければなりま
せん．自分でビザを手続きをすることもできましたが，
当時働いていてかなり忙しかったこと，これから英語を
勉強しようという人がこれではいけないのですが，ビザ
手続きのための英語の書類を読むのが面倒で語学留学を
申し込んだ留学センターに無料手続きサービスがあった
ので，それを利用しました．
�労働ビザ

労働ビザを取得するには会社からの採用が決まってい
ること，その会社はカナダ人か永住者を採用しようとし

写真4　送別ランチ



小特集：多文化共生時代のサバイバルノート 303

小
特
集
　
　
多
文
化
共
生
時
代
の
サ
バ
イ
バ
ル
ノ
ー
ト

たが募集内容に合った人材が見つからなかった場合のみ
申請できます．手続きは，まず会社側からカナダの労働
基準局（hrsdc.gc.ca）に外国人を雇いたい旨を申請し
ます．基準局はカナダ人，永住者の労働の機会を妨げな
いものか，また外国人労働者の人権を守るために雇用条
件などを審査し報告書（Labour Market Opinion）を
作成します．報告書の内容が Positive であれば，この
書類を基に移民局（cic.gc.ca）に労働ビザの申請ができ
ます．労働ビザが発行されると同一の雇用主の下でしか
働くことができません．もしビザの期間内に退職すれば
ビザは無効になりますし，転職する場合は一連の手続き
をやり直さなければなりません．私のときは仕事の内定
を 2009年 2月下旬に頂いたのですが，この手続きに
時間がかかり，結局働き始めたのは 7月の下旬でした．
�永住権

働き始めたらすぐに今度は永住権取得の準備に取りか
かりました．永住するかどうかはいまだに決めていない
のですが，カナダはビザ延長の審査が厳しいため永住権
を持っていると，転職したり学校に通うこともでき自由が
利くようになります．永住権といっても市民権とは違う
のでカナダに帰化するわけでなく，日本人のままでカナ
ダに永住する権利があるということです．市民権との大
きな違いは選挙権があるかどうかですが，カナダには移
民（永住者）が多いため移民にも選挙権を与えようという
議論もあります．しかしカナダの永住権は条件があって，
5年のうち2年以上はカナダで生活しないと永住権が取
り消されてしまいますので注意が必要です．永住権の取得
にはいろいろなカテゴリーがあり，そのどれかの要件を
満たす必要がありますが，私はスキルドワーカーという
カテゴリーで応募しました．このカテゴリーはカナダの
労働市場に必要な知識，技術，経験を有している人が対象
となります．審査はポイント制で，学歴，職業経験，年齢，
語学力などで評価されます．人によって差がありますが，
私の場合は手続きに13か月ほどかかりました．
�その他の方法

ここまで書いたものは私が実際行ったビザの手続きで
すが，これ以外にもいろいろな方法があります（詳しく
は cic.gc.ca）．ちなみにカナダに一度も来たことがなく
ても永住権の申請はできます．永住権で面白いと思った
のは，投資移民と呼ばれるカテゴリーで，カナダ政府指
定のファンドを 80万カナダドル購入するもので，5 年

2か月後には無利子ですが全額戻ってきます．円高の今
ならお得かもしれません．

不 動 産 編9

�不動産とホームオーナー

日本では独身女性がマンションを買うだけでも結婚を
諦めたかといわれることがありますが，こちらは投資のた
めに不動産を購入する人が多いです．自分で住まなくても
貸し出すことが可能で，特に都心部では借りてくれる人は
余るほどいます．中には一人で2件以上所有してそれを貸
し出し，家賃収入を得ている人もいます．そして物件が交
通面やエリアの良い場所にあったり，家を素敵にリノベー
ションしたりするとその価値が上がります．コンドミニアム
（コンド）と呼ばれる分譲マンションでも家でも，中古で
も新築でも関係ありません．日本にいるとこういう感覚は
あまりないのですが，例えば，大学へ通うためにトロント
に来た韓国人の親が賃貸マンションの代わりに分譲マン
ションを買い，4 年後に買値より高く売れたそうです．つ
まり家賃を払って4 年住むのは損ということになります．
�不動産購入

会社の同僚から月 1,100 ドルの家賃を払い続けるの
はお金の無駄使いで，大家さんのローンを払っているよ
うなものだと言われ続けました．先に述べたように不動
産の価値が上がる傾向で，永住権が取れたこともあり不
動産の購入も悪くないかもしれないと思い始めました．
初めは女性の一人暮らしということでコンドを考えまし
たが，メンテナンスフィー（共益費）が割と高くて（安
くて月 300ドル程度から，高いと水道電気代込みで月
700ドル以上も），更に管理会社からの言い値で年々値
上がりするので，メンテナンス費を自分で調節ができる

写真5　マイホーム
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バンガロー（平屋）を購入しました．間取りは日本流に
言うと 1階が 2LDKで，日の入る半地下にも部屋が三
つあります．また勝手口からベースメントにアクセスで
きるので，こういうタイプの家では，ベースメントを他
人に間貸ししている人もいます．小さめの物件にしたの
で，当初のコンドを買う予算から大幅に変わることなく
家を購入することができ大満足です（写真 5）．
�観光ビザでもカナダに家を

知り合いの人で日本の会社を定年退職後，観光ビザ
の滞在でカナダに家を購入し，日本とカナダに半々で住
まれている方がいらっしゃいます．もちろんカナダに
不動産があるのでカナダの固定資産税も払っておられ
ます．以前はカナダに来ないときに空いている部屋を
賃貸に出していたそうですが，最近その家を売り払いダ
ウンタウンにコンドを購入したそうです．ちょっと高
級なコンドでは警備を兼ねたフロント業務をする人がい
て，ちょっとしたホテルのような感じです．中古物件は
MLS（mls.ca）という不動産検索サイトがあり，プライ
ベート販売以外のほとんどの物件をインターネットでも
見ることができます．皆さんもMLSでお気に入りの家
があったら円高のうちにカナダに家を購入してみてはい
かがでしょうか？

最　後　に10

先に述べたエンジニアライセンスの手続きを進める上
で学生時代の論文を提出する必要がありました．原稿は
持っていましたが，論文誌のフッターが付いたコピーの
ほうが信憑度があると考え，大学時代の恩師の高橋応明
先生（現，千葉大准教授）に久し振りに連絡を取ったと
ころ，この記事のお話を頂きました．日本を離れ，研究
を離れてしまった私にこのような機会を与えて頂いて光
栄に思います．
ここに述べたものは，私のカナダ滞在4年からの個人

的な経験と感想によるもので，前述させて頂いたことが
いつも当てはまるわけではないことを御理解頂いた上で，
この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです．

高橋美枝
平９武蔵工大卒，平11同大学大学院修士課程了（現，東京都
市大）．新東京国際空港公団（現，成田国際空港株式会社）を経て，
カナダに語学留学後，MMM Group Limitedに勤務．家という
巨大なおもちゃを手に入れてどのように改造しようかと考え中．

日本留学への道のり1

1980年代に，インドネシアの飛行機産業に偉大な功
績を果たしたハビビ研究・技術大臣（1998 ～ 99年に
インドネシア大統領）の影響で，インドネシアの子供た
ちが誰でも航空機産業と関連する仕事に憧れた．筆者も
例外ではなく，航空機のデザイナーになりたいという夢
を持ちながら，1989年 7月にインドネシア中部ジャ
ワ県のスラカルタ市（ソロ市）第1高等学校を卒業して，
インドネシア・ガジャマダ大学工学部機械工学科に進学
した．そして，インドネシアの子供たちのもう一つの憧
れは，インドネシア政府派遣留学生として，ドイツと米
国に留学して，ハビビ研究・技術大臣の研究機関に就職
することである．当時，インドネシアの社会でもハビビ
研究・技術大臣の研究機関に入れば，エリートの中のエ
リート研究者になれたので，ほとんど皆が同じ夢をもっ
ていた．筆者は，小学校から高校まで，飛行機が学校の
上を飛んでいるときに，必ずグランドに出るか，または
窓から飛行機が見えなくなるまで見送った．筆者の父
は，インドネシア国軍空軍の特殊部隊学校の教官で，家
族と一緒にインドネシア最大教育訓練用空軍基地ソロ駐
屯地内の団地に住んでいた．学校が休みのときには，よく
父に連れられて空軍基地内の飛行場に行き，旅客機から
戦闘機まで見せてもらい，たまに戦闘ヘリにも乗せても
らったものだ．空軍基地内にはインドネシア空軍のレー
ダ研究所があり，空軍の若手スタッフによくRaytheon，
Thompson，Plesseyなど様々な種類の軍用レーダを
見せてもらい，筆者は飛行機の他に，レーダにも興味
を持つようになった．まさか，この二つのキーワード
である飛行機とレーダが自分の将来に大きく関わるとは
予想もしなかった．
高等学校生だった頃，インドネシア政府が全国の高等

学校生を対象にして，毎年約25名の優秀生を選び，欧州
と米国の大学に派遣して，最先端技術を勉強させ，将来

合成開口レーダ搭載
地球診断用小形衛星の
実現への道のり

ヨサファット・テトォコ・スリ・スマンティヨ
Josaphat Tetuko Sri Sumantyo

千葉大学環境リモートセンシング研究センター
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インドネシアの科学技術の発展に貢献できる人材の育成
を行っていた．高校3年生から大学1年生の間に，ジャ
カルタとスラバヤ市で12回もの選抜試験が開催され，全
国から約５万人の優秀な候補者が参加した．筆者がジャ
カルタ・セナヤンスタジアム（東京ドームの約1.5倍）
で開催された第2回目の学力試験を受けた際には，西部
ジャワ島試験域でも約15,000人の参加者があった．試
験中に，スタジアム内の参加者数を見て一時自信を失い
かけた．しかし，そのとき，小学生から高校まで自分がい
つも上位の成績の持ち主であったことを思い出し，この
試験を通り抜け，絶対奨学金を取得し海外で勉強しようと
決心した．試験の結果は予想どおり合格で，その後次々と
試験を受け，最終的に合格者の中に入ることができた．合
格発表のときには，合格者はすぐにインドネシア政府技
術応用評価庁（BPPT），インドネシア科学院（LIPI），イン
ドネシア航空宇宙局（LAPAN），インドネシア原子力局
（BATAN）など，インドネシアのエリート研究機関に配属
になって，留学先も決まった．筆者はずっと航空機デザ
イナーになりたいという夢を持っていたので，留学先は，
第1希望をハビビ研究・技術大臣の若い頃の留学先であ
るドイツに，第2希望と第3希望を米国と日本の航空工
学科にし，また，配属先は，BPPT，LAPAN，LIPI の順
に志望した．ジャカルタ市内にあるBPPT本部で最終合
格者の発表をした際，掲示板に筆者の名前，BPPT，日
本，電気工学が書かれていた．この発表内容を何回も確認
して，「電気工学」が自分の専門にしたい夢と余りにも離
れてしまったので，正直がっかりし，納得できなかった．
この発表内容を持って，すぐに両親と相談したが，「自分
の夢をずっと大事にすれば，違う道（専門分野）を通って
も必ず同じ目的地（夢）に着く」と母親から言われた．筆
者はこの言葉に半信半疑であったが，この結果を受け入
れた．翌日からジャカルタ市内の日本語学校に入学し，早
速今まで夢にも見たことのない平仮名，片仮名，漢字，日
本事情などを6か月間で特訓された．
1990年 3月末にいよいよ留学のため，日本に出発し

た．日本に行く前に，多くのニュースと映画を見すぎた
せいか，日本が最先端の科学と技術を持つ国であり，日本
は「ターミネーター」という1980年代の映画に出た都市
と似ているといつも想像していた．そのため，飛行機の中
では，成田国際空港に到着する前から，どきどきしながら
早くこの国を見たいという強い気持ちで一杯だった．し

かし，自分が飛行機の左側の席に座ったので，飛行機が南
房総半島上空に左旋回したときに，一番初めに目にした
ものは田んぼだった．余りに自分の想像と現実がかけ離
れていたので，「なんで，日本に田んぼがあるの！」と心
の中で叫んだ．成田国際空港から調布市柴崎町のアパー
トに向かう途中でも田んぼをたくさん見て，「やっぱり日
本の環境はインドネシアと余り変わらないんだ！きっと，
自分もこの国の生活にすぐに慣れて，インドネシアと日本
のために，いろいろ貢献しよう」と決心した．

日本留学から就職へ2

1990 年 4月から新宿区にある国際学友会日本語学校
で更に日本語を1年間勉強して，大学レベルの講義が受
けられるように特訓した．東京では，インドネシア政府奨
学金で比較的充実した生活をし，インドネシアの高等学校
で勉強中の二人の兄弟のために毎月仕送りもでき，二人共
大学院を修了するまで筆者が支援した．しかし，自分は言
語があまり得意ではないせいか，なかなか日本語の勉強
が進んでいかなかった．周りの友達が皆順調に日本語を話
せる様子を見て，「なぜ自分はうまく日本語を身に付けられ
ないのか」と思った．夏休みの頃焦りが出はじめ，日本で
の勉強が順調に進められるかどうか心の中は不安な気持ち
で一杯となり，日本での勉強を断念しようと思うことが何
回もあった．都内での生活の中でも，よく会話の中で勘違
いが起きて，何度も人に怒られたことがあり，これから日
本での生活になじめるかどうか更に不安になった．
1991年 3月に様々な試験を受けて，金沢大学工学部

電気・情報工学科に進学することになったとインドネシ
ア政府から報告を受けた．「金沢」と聞いたとき，すぐに
神奈川県の金沢だと思い，都内と近いので安心していた
が，翌週に石川県の金沢市行きの電車の切符をもらった
ときに，やっと石川県にある金沢大学だと気付いた．金
沢に向かう途中，日本海に沿って走る電車から雪を初めて
見たので，とても感動した．今までインドネシアで雪を直
接見たことがないので，金沢市内に足を踏み入れたとき
に，すぐに雪を握りしめて，「これは本物の雪だ！」とつ
ぶやいた．1991年 4月1日，金沢大学の入学式に出席
し，学長との面談のため，学長室にも招かれた．金沢城内
キャンパスで教養部の講義を受けたときに，先生方の話を
うまく聞き取れないことがしばしばあった．特に，歴史
の講義では先生が6枚の黒板にたくさん文字を書いたが，
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1～ 2個の文字しか読めなかった．このような日々を過
ごしながら，他学生の学習のスピードにどんどん追いつけ
なくなり，不安な日々を過ごした．また，インドネシア政
府派遣留学生の数名が精神的に落ち込み，留学を断念して
帰国したと聞いたときには，ますます不安になった．そん
なときの，一番の楽しみはお母さんと家族との毎月の国際
電話での会話だった．当時，小立野キャンパス近くに住ん
でいたが，兼六園の近くの石川県厚生年金会館前にあっ
た電話が，唯一の国際電話ボックスだった．ちょうど割
引通話になる夜11頃以降に，実家に毎月1回決まった
時間に電話をかけたが，冬の時期の夜間電話が一番辛かっ
た．毎回お母さんに勉強の進捗状況，生活の苦労話などを
語り，いつも慰めてもらった．教養部の生活では，石川県
と富山県出身の三人の日本人学生（渡辺君，安田君，八木
君）と仲良くなり，入学2年目にして，やっと日本語や
生活情報が多く身に付けることができたので，多少日本
での生活に慣れた気がした．当時，留学生をはじめ，専門
に上がれないで留年した学生が，新聞記事になるぐらい
多く，自分が小立野キャンパス内にある工学部に上がれ
ることができたときには安心した．その後，教養部が角間
キャンパスに移転したので，自分たちが金沢城内キャン
パスでの最後の学生となった．教養部のとき，ほぼ1年
半の間兼六園に毎日通い，1～ 2分の観光気分を味わっ
た．当時，学業と日常生活が大変だったが，良い思い出を
たくさん作ることができた．
金沢に着いたとき，自分は必ず2年間で日本語をマス

ターして，皆と同じレベルの理解度になろうと決心してい
た．おかげで，電気・情報工学科または専門に上がり，4
年生のときに長野・八木谷研究室に配属になり，地下探
査レーダの研究と出会った．学部を卒業する際には，成
績が学科で10 位以内に入っており，修士課程に進学し
た．修士課程でも，同研究室にて，地下探査レーダにお
けるハードウェアの開発と時間領域差分（FDTD：Finite 
Difference Time Domain）法による地中における電波
伝搬のシミュレーションを行った．当時，レーダに様々な
疑問を持ったまま，1997年に修士課程を修了した．同大
学の博士課程の入学試験に合格したが，奨学金がなかった
ので，残念ながらインドネシアに帰国せざるを得なかった．
1997 年 4月に，ハビビ研究・技術大臣が長官だっ

たBPPTに配属になった．レーダ開発部門がなかった
ので，学部と修士課程で研究した地下探査レーダの開発

をこの機関で継続しようと科学技術庁に申請して，研究
費を取得した．その頃，インドネシアの最初の地下探査
レーダを実現し，様々な新聞にも取り上げられた．しか
し，1997 ～ 98年に，韓国に起こった通貨危機後，イン
ドネシアも例外なく通貨危機に陥り，研究費が 6割も
カットされた．当時，遣り繰りしながら地下探査レーダ
の実現に向けて，バンドン工科大学とインドネシア科学
院の研究員と共同研究を行った．ハビビ研究・技術大臣
が 1998年にインドネシアの大統領になった際，イン
ドネシアの政治と経済状況が更に深刻化し，研究環境も
更に悪化していった．インドネシアの政治経済の状況が良
くなるまで，時間がかかり，自分の年齢を考えて研究生命
を無駄にしたくないので，1998年12月に妻が留学した
千葉大学に進学しようと決心した．
1999年 4月に，日本語，レーダ，電波伝搬解析の知

識を持ち，千葉大学大学院自然科学研究科・環境リモー
トセンシング研究センターの建石・竹内研究室の博士後
期課程に進学した．当センターではレーダを専門とした教
員がいなかったので，リモートセンシング分野と一番近い
合成開口レーダ（SAR：Synthetic Aperture Radar）の
研究を始めた．SARに関する知識は多少あったが，もっ
といろいろ研究に展開させたいと思った．博士号を取得す
るために，2編の原著論文が条件であったが，自分自身が
インドネシアで研究できなかった分を千葉大学でより多
く研究したいと決心した．博士課程期間中に，SARにお
ける様々な電磁波散乱解析手法を提案し，熱帯森林のバイ
オマスと泥炭地の厚みの推定などを行い，International 
Journal of Remote Sensingはじめ，日本写真測量学
会誌などに10編以上の原著論文を書いた．博士課程は
2002年に無事に修了して，英国・レスター大学，イス
ラエル・ヘブライ大学，米国・マサチューセッツ大学な
どから，講師になるオファーを受けた．自分が既に日本の
環境に慣れて，友人もたくさんおり，研究におけるヒュー
マンネットワークもできたので，この多数のオファーに
対して，なかなか日本から離れられないと複雑な気持ちで
一杯だった．特に，修士課程と博士課程では，ロータリー
国際奨学財団，岡本奨学財団，サトー国際奨学財団（現在，
佐藤陽国際奨学財団），渥美国際奨学財団の奨学金で支援
を受けていた．来日した際の，「何か将来この国に貢献し
たい」という気持ちを思い出した．また，SARシステム
に関して，日本でもっと様々なものを研究したいという



小特集：多文化共生時代のサバイバルノート 307

小
特
集
　
　
多
文
化
共
生
時
代
の
サ
バ
イ
バ
ル
ノ
ー
ト

気持ちもあり，特にアンテナ部分の開発分野で自分をもっ
と磨きたいと思ったので，千葉大学電子光情報基盤技術
研究センターと工学部伊藤公一教授の研究室に講師（中核
的研究機関研究員）として在籍し，透明アンテナ，パッチ
アレーアンテナなどに関する研究を開始した．2002 ～
05年の間に，技術試験衛星Ⅷ形（ETS-Ⅷ）用の地上移
動体衛星通信用の様々な円編波パッチアレーアンテナを
開発し，IEEE TAP，IEE MAP（現在 IET MAP），IJNM
などに原著論文が掲載された．この3年間の研究成果を
踏まえて，2005年 4月より千葉大学環境リモートセン
シング研究センター（CEReS）の助教授（専任教員）にな
り，合成開口レーダ（SAR）の研究に戻った．

研究環境と生活3

現在，筆者は当センターのある一つのプロジェクト研
究リーダとして，マイクロ波でのリモートセンシング情報
の統合と活用，次世代小形衛星センサによる大気情報と植
生情報を含むグローバルな環境情報の取得など，先端的リ
モートセンシングの創生と新たな環境情報の創出を目指
している．具体的には，日本をはじめ，中国，マレーシア，
インドネシア，ネパール，モンゴル，エジプトなど，様々
な国からの留学生と一緒に独自にLバンドSARセンサ
搭載の大形無人航空機（写真1）と小形衛星（写真2）を
開発し，実証実験も行っている（写真3）．まさに，子供
の頃，夢に見たものが千葉大学で全てそろえられている．
この研究環境は千葉大学をはじめ， 文部科学省，

JAXA，ESA，情報通信研究機構，インドネシア政府，
マレーシア政府，国内の各関連会社（Weathernews な
ど）などより支援を頂いた結果であり，マイクロ波リ
モートセンシング分野における様々な研究と教育を推進
することができた．当研究室の多くの大学院生も母国に
帰国し，リモートセンシング研究室または研究センター
を開所し，当研究室と当センターのリモートセンシング
観測ネットワークを拡大した．将来，当研究室の小形衛

星が打ち上げられれば，これらの海外研究センターに
データの受信と解析を協力してもらい，グローバル地球
診断ネットワークをより強化できると期待する．更に，
国内外の学会（IEEE，IEICE など），財団などの仲間の
おかげで，当研究室の活動が様々な場面で支援を頂い
たので，当研究室の活動をより前進でき，マイクロ波リ
モートセンシングにおける教育研究活動ができた．
生活面に関して，日本に留学すると決まったときに，

父が日本の「郷に入れば郷に従え」と同様の意味のインド
ネシアの言葉を言ってくれたので，日本に来てからいつ
もこの言葉を思い出しながら努力して従っている．そのた
め，現在に至るまで日本をはじめ，世界の様々な文化を身
に付けて生活してきた．特に，子供の頃，日本の京都と同
じ，インドネシアの古都である中部ジャワ県ソロ市内で
育てられて，日本の文化と似ている習慣が多かったので，
日本に留学し始めたときに，日本語以外，日本の習慣にあ
まり抵抗を感じなかった．中部ジャワの風習と習慣が日
本よりもっと複雑で，何か表現するときに通り回ること
が更に多いので，日本の習慣にすぐになじんだ．もっと深
く研究しかつ現地の社会に貢献できるために，やっぱり
現地の習慣や風習などを理解すべきであると実感した．こ
れによって，国内の研究，教育，会社などから一般の方々
まで幅広い方々と交流ができ，自分の研究に応援を頂き，
日本で有意義な研究環境が実現できた．
日本に来て金沢大学で勉学した際，富山大学に留学し

ていた同国出身の家内と知り合って，1997年にインド
ネシア・バンドン市内で結婚した．家内はバンドン工科
大学の准教授で，パブリックアートを専門とした，彫刻研
究室を経営している．その作品は，既に日本，中国，韓国，
インドネシア，オランダなどの博物館，公園，銀行，公共
機関など，様々なところで永久設置されている．家内が海
外で活躍している際，筆者が千葉市内の中学校に通ってい
る息子と一緒に暮らし，仕事と家事を両立しながら生活し
てきた．日本の社会では，仕事と家事を両立してバランス

写真3　�北海道サロマ湖に学生と一緒に
雪氷によるマイクロ波散乱実験

写真1　学生と一緒に開発した無人航空機 写真2　円偏波合成開口レーダ搭載小形衛星
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を維持するために，とても大変であるが，息子とたくさん
の会話ができたので，大変貴重な時間を得たと実感してい
る．この会話の中の，子供の発想はアンテナから小形衛星
の研究まで大変役に立ち，特許まで取得した．また，国内
外の学会，講習会，講演，講義などのために，いつも息子
を連れて行っている．息子にもたくさんの経験をして，将
来本人の役に立ち，世界により貢献してほしいと期待して
いる．いつか息子と離れるとき後悔したくないので，現在
子供との時間を大切にしている．
日本での経験，知識，構築したネットワークなどを世界

にもっと貢献するために，2001年に筆者がまだ千葉大
学大学院の博士課程に在籍したときに，家族と一緒にイン
ドネシア・バンドン市内でパンディトパンジ財団（http://
www.pandhitopanji-f.org）を構築した．パンディトパン
ジという名前は息子の名前に由来し，今まで日本で家族と
一緒に生活した意味を表現したものである．この財団はリ
モートセンシング研究センター（RSRC），美術研究セン
ター（ARC），教育研究センター（ERC）より構成されてい
る．RSRCでは国内外の研究機関と一緒にインドネシアの
環境モニタリングに関する研究をしている．ARCに関して，
世界の美術家と一緒に様々な美術活動を行っている．最後
のERCがインドネシアの子供たちに，小学生から大学院
修士課程までの奨学金を与えている．また，リモートセン
シングと美術関連の書籍を出版し，この両分野の発展と推
進に貢献したいと思う．2011年にバンドン市内に新築の
研究センターとゲストハウスができ，より財団の活動を世界
に拡大できると期待する．また，この財団が現在に至るま
でインドネシア政府をはじめ，インドネシア国内の研究機
関，教育機関，会社などに様々な貢献ができた．これから
も若手研究者の人材育成を通して，日本とインドネシアの
科学技術の架け橋になると期待している．

はじめに1

筆者は，2009年 9月から2011年 9月の2年間，
JICA（Japan International Cooperation Agency）専
門家として，タイの ICT省に ICT政策に関するアドバイ
ザーとして勤務することとなった．ここでは，タイにおけ
る ICT事情について簡単に触れるとともに，地域・地方
でのインターネット等ブロードバンドの利活用促進を図
るために，ICT省が管理・運用している ICTコミュニティ
テレセンターの活動について，述べることとしたい．

タイにおける ICT事情（図 1）2

情報通信インフラストラクチャに関して，タイは他の発
展途上国同様，固定電話インフラが整備される前に，携
帯電話インフラが急速に整備されている．また，タイは日
本以上に地域格差，特に首都バンコクとそれ以外の地方
部の格差が激しく，例えば，情報通信分野での一例とし
て，固定電話の普及率を比べると，首都圏は 37％なの
に対し，それ以外の地方部では6％に留まっている．こう
いったこともあり，タイでは，いわゆる地域におけるディジ
タルデバイドの解消が大きな政策課題の一つとなっている．
タイ政府では，2010 年末から様々な ICTビジョンが策
定されているが，その中でもブロードバンドの整備目標は，
大きな柱の一つとなっている．すなわち，2015 年までに
少なくとも人口の80％が，また2020 年までに少なくと

タイにおける地域・地方での
ICT 利活用促進の取組み

河野 隆宏
Takahiro Kono

総務省

Thailand Japan Note
Fixed Telephone Subscribers 7,024,000 51,232,000

As of end of 2007Penetration 11% 40%
MobileTelephone Subscribers 79,066,000 107,339,000

As of June 2007Penetration 124% 84%
Internet Subscribers 13,416,000 88,110,000

As of end of 2007Penetration 21% 69%

（参考）人　口
タイ ： 約   6,540 万（2010 年 9 月）
日本 ： 約 12,708 万（2009 年 3月）

（参考）世帯数
タイ ： 2,030 万（2010 年 9 月）
日本 ： 5,288 万（2009 年 3月） 

首都圏 地方部 全体

37.08 6.09 10.47

（参考）固定電話の普及率

図1　日本・タイの電気通信比較

ヨサファット・テトォコ・スリ・スマンティヨ（正員）
1970 インドネシア・西部ジャワ生まれ．1997金沢大大学院工
学研究科電気・情報工学専攻修士了．2002 千葉大大学院自然
科学研究科人工システム工学専攻博士了．博士（工学）．1990
～ 99 インドネシア政府技術応用評価庁（研究員），2002～
05 千葉大電子光情報基盤技術研究センター（講師・中核的研
究機関研究員），2005～千葉大環境リモートセンシング研究
センター（准教授・専任教員）．合成開口レーダ，小形衛星，無
人航空機などを開発．国内外の大学と研究機関の評議員，客員
教授，Adjunct Professor などを兼務し，IEICE SANE 研専
門委員，IEEE，日本写真測量学会（JSPRS），日本リモートセ
ンシング学会（RSSJ）各会員．
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も人口の95％がブロードバンドネットワークにアクセスで
きる環境を作るという目標を設定している．

ICT テレセンターの活動3

地域でのインターネットやブロードバンドといった ICTの
利用を促進するためには，インフラの整備はもちろん，そ
の利活用を促進していく必要があることは言うまでもない．
すなわち，今まで ICTを使ったことのない人たちに，実際
に ICTを使ってもらうことで，その魅力を実感してもらうと
いったことは，非常に重要なことであると思われる．そう
いった観点から，ICT省では，ICTコミュニティテレセンター
プロジェクト（ICT Community Telecentre Project．
以下，“ICTテレセンター”）を管理・運用している．

ICT テレセンターは，タイの地域・地方におけるブ
ロードバンドやインターネットの利用促進を図るため
に，拠点となるセンターを設置するというものである．
2010 年末で約 1,000 か所の ICT テレセンターが設
置されており，2011 年には，その倍の約 2,000 か所
に拡大させる計画である．ICT 省は，パソコン （10 ～
20台） ・プリンタ等の機材と 1年間分のブロードバン
ドの回線費を負担するが，それ以外のランニングコスト
等は，コミュニティで賄う，いわゆる独立運営が基本と
なっている．設置に当たっては，地域からの申請に基づ
き，ICT 省での審査を得た上で設置が決定される．また，
運営形態等の自由度がかなり高いことも大きな特徴であ
り，詳細は，後ほど述べることとする．

ICT テレセンターの活動の印象4

残念ながら，日本ではあまり普及していないが，実は，
ディジタルデバイド解消といった観点から，タイにおけ

1000 1 2011 2000

Web Design
OTOP

ICT
10 20

1 ADSL ADSL

ICT

h�p://www.thaitelecentre.org/en/

ICT

図2　ICT Community Telecentre Project の概要

る ICTテレセンターと類似の活動は，世界各地，特に，
発展途上国で，結構活発に行われているようである．例
として，よくインドの名前を聞く．
他国の例は分からないが，タイの ICTテレセンターは，

比較的よく運営されている，というのが私の印象である．
以下，私見を述べてみたい．幾つかの点は，日本の地方で
の各種 ICT活動にも，参考になるものと思われる．
既に述べたが，ICT テレセンターの運営形態は，それ

ぞれの地域やコミュニティの特性に応じて，かなり自由
度が高い．まとめると下記のとおりである．

① 　設置場所の制約がない（学校，公民館，寺，等々）
② 　運営形態・ランニングコストの負担方法につい
て制約がない（コミュニティの共益費から負担，利
用料を徴収，等々）

③ 　利用形態の制約がない（一般のインターネット
利用，講習会，OTOP（タイにおける一村一品運動）
と連動した活動，等々）

また，その他の特徴として，以下のような点が挙げら
れる．

① 　 ICTテレセンターの管理者・ 活動家のための
HRD（研修等）に力を入れている

② 　 ICTテレセンター間の横の連絡を重視（運営に当
たっての問題を，地域内の ICTテレセンター間で解決）

③　外部機関・人材との連携（大学との連携）
④ 　 ICTテレセンターの管理者・活動家へのインセンティ
ブの付与（海外での研修参加，国際会議への出席等）

私見になるが，1,000 も ICT テレセンターがあると，
正直，アクティブに活動しているところも，そうでない
ところもある．最終的には，この違いは，ICT テレセン
ターごとに積極的な活動家がいるかどうかといった点に
なると思われる．実際，ICT テレセンターの管理者・活
動家の経歴・バックグランド等は，実に様々である．例
えば，学校内に設置されている ICTテレセンターでは，
学校の先生がサポートしているところもあれば，地域で
ICTテレセンターの運営経費を負担して，その一部を管
理者の給与（額は不明だが，十分な額を受け取っている
とは考えづらい）に割いているところもある．いずれに
しても，基本的にはボランティアベースで管理・運営が
なされており，必ずしも十分とはいえない環境・待遇
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の下で，ICT をうまく活用して，地域を活性化しようと
いった気概を持った人々（そういう気概を持っている人
は，20 ～ 30歳代の若手世代が多いように見える）に
よって，ICT テレセンターの活動が支えられているとい
う側面が，大変重要な点である．
管理する側から見ると成功事例を幾つ作り出すかとい

う点が重要になってくる．そして成功事例を，どのよう
に他の ICTテレセンターに広げていくかといったこと
が重要であろう．

テレセンターへの支援活動5

2011 年 5月，長岡技術科学大学の山崎克之教授が，
訪タイされた機会を捉えて，山崎教授に，バンコク近郊
（サムットプラカーン県）にある ICTテレセンターの一
つを訪問してもらった．そして，成功事例の創出といっ
た点を意識しながら，日本での ICT利活用に関するプ
レゼンを行ってもらうとともに，センター関係者と意見
交換を行った．この ICTテレセンターは，学校の中に
設置されており，バンコク近郊にもかかわらず，つい最
近までADSLが通じておらず，衛星を使ってインター

ネットを利用していた．ただ，熱心な活動家がおり，そ
のため，教育での利用に加え，e-business などでも積
極的にセンターを活用していた．2 時間以上滞在してい
たが，空調のない日中の ICTテレセンター内は，実は相
当暑かった（！）が，皆，熱心に，山崎教授のプレゼン
を聞いていたのが印象的であった．実は，山崎教授のプ
レゼンの中で紹介頂いた，新潟県のある中小企業による
インターネットを利用した“ハラマキ”販売は，日本に
おける e-business の成功事例として，タイの一部の関
係者の間で有名になっている．

最　後　に6

タイには，日本の企業が7,000社も進出しているなど，
日タイ関係は大変深いとともに，経済的な発展も著しい．
バンコクだけ見ると，先進国と同様と言えなくもないほ
どの発展ぶりである．実際，バンコクでは，若い人を中心
にたくさんの人がスマートフォンを使っているのを見か
ける．日本よりずっと先行して普及しているように思わ
れる．一方，急激に発展した分，発展から取り残された地
域との格差は，日本以上に激しいように感じる．そういっ
た状況で，ICTを使ってどのように，この格差を是正し
ていくかといったことは，日本もタイも同様の悩みを抱
えているのでないかと思われる．そういう意味で，片方向
的な技術協力といった関係でなく，より対等な立場で，日
タイの交流を深めていくことは，今後，両国にとって，ま
すます重要になってくるのでないかと思われる．

カレン族の子供
たちが施設を
利用
（ランプーン県）

ツーリスト
センター内に
施設を設置
（ランプーン県
  リー郡）

学校内に施設を
設置
（アーントーン県）

開所式の一風景
（ノンカイ県）

図3　ICT テレセンターの例（その１） 

52011年5月4日訪問

サムットプラカーン県（バンコク近郊）山崎教授（長岡
技術科学大学）
のプレゼン（日
本での ICT 利活
用について）

テレセンター側
からのプレゼン

図4　ICT テレセンターの例（その 2） 

6

*USO : Universal 
Service Obligation

村には，電気は
ないが，太陽電
池が設置

カレン族の村を
歩いていると，
突然，公衆電話
が出現

USOで設置された
公衆電話

図5　タイの北部（メーホンソン県）の農村
（筆者がトレッキング時に撮影） 

河野隆宏
1991郵政省（現，総務省）入省．情報通信行政に従事．2009
～ 11 JICA専門家として，タイ国 ICT省に政策アドバイザー
として勤務．現在，交流派遣で大阪にある（株）ケイ・オプティ
コムに勤務し，新たなモバイルビジネス について検討中．
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