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⑦
葉 維英
（平 6 工・修経工）

留学中、日本の温かい方々に心から感謝
1988 年 10 月に来日し、最初に JET 日本語学校

舞台を提供していただき、取引先との交渉などを

で日本語を学び、一年後に日本語能力試験１級に

通して業務の迅速化、正確性の大事さを身をもっ

合格しました。日本語学校を卒業後、学習院大学

て痛感させられ、鍛えさせられもしました。さら

の数学研究科に入りましたが、私の保証人として

にファンケルの子会社であるアテニアの中国進

お世話いただき、また理科大の先輩でもあり、私

出プロジェクトでは、準備段階から関わり、現地

にとっては父親のような存在でもある関さんか

法人の董事総経理として、現地法人設立、マーケ

ら「将来中国に帰って役に立つことを勉強しなさ

ティング戦略立案から開設まで手掛けました。現

い」とアドバイスを受け、理科大経営工学科に進

在は上海 JK グローバルビジネスサービスという

学することにしました。大学院では、昨年他界さ

コンサルティング会社を経営し、100 年の歴史を

れた片岡洋一先生の熱心なご指導および研究室の

持つ日東電工の中国子会社、日東（中国）新材料有

方々の温かいサポートにより、経営工学専攻で留

限公司の顧問として、また 360 年の歴史がある大

学生初の修士号をいただくことができました。

木の中国子会社、大木美健貿易有限公司の顧問な

その後、筑波大学大学院博士課程に進みまし

ど大手企業へのコンサル事業をさせていただいて

た。私の指導教官である小倉昇教授は休みの日も

おります。今まで理科大で学んだ知識や日中に関

夜中まで、それこそ寝食を忘れるかのごとく、細

わるビジネス経験を活かし、日本企業の中国進出

かく親切にご指導をしてくださいました。先生へ

支援ならびに進出後のビジネス拡大の支援に力を

の感謝の気持ちは言葉では言い尽くせません。

注いでおります。

経験は財産なり

これまでの様々なチャレンジの中で、数多くの

大学院修了後、ビジネス環境が未整備であった

困難もありましたが、貴重な経験を得ることがで

1994 年に上海で起業し、日本の大手文具メーカー

きました。若き日の経験は、それが成功であれ失

の代理店として、中国全土に販売を展開しまし

敗であれ、無駄なことは何一つとしてありませ

た。そこでは、大学院での理論だけでなく、実社

ん。すべてが後の人生の糧になります。

会における実務的知識の習得が必要と実感したも

同窓の輪・同窓の力がより大きなものに

のです。次に取り組んだのが、日本語と人材育成

2012 年 3 月に大学のご支援および同窓会の皆様

です。日本で学んだことを中国の学生や若い人た

のご協力をいただき、中国で初めての同窓会とし

ちにも学ばせたいという夢をもって、上海平成ビ

て上海理窓会を発足させ、現在副会長として務め

ジネススクールと東京アジア学友会を設立し、語

させていただいております。上海では、定期的に

学教育や留学および就職支援を行うとともに、大

懇親会を行い、久しぶりに見る懐かしい面々に，

手企業における中国人の人材育成・採用業務の実

気持ちもあの若き青春の日々に戻り，大変賑やか

施・支援を行いました。それらを通して、毎年数

な同窓会となっております。これからも皆様のお

多くの教え子たちを母校に進学させることができ

力をお借りして、上海理窓会を拡大させていただ

ました。また、日本では上場通信会社の執行役員・

きたいと考えております。僭越ではございますが、

営業部長として務めさせていただきました。社内

この場をお借りして、皆様に更なるご支援をお願

では唯一の外国人である営業の最高責任者として

いいたしまして、筆を擱かせていただきます。
（上海 JK グローバルビジネスサービス）

大手取引先との商談交渉に当たりました。ICT が
日進月歩で進化している時代にこのような大きな
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池田 昌弘

積極的に海外へ

（55 工・化）

大学を卒業後、現在の会社に就職し、早 36 年が
経ちました。今にして思うと、当時の志望動機は

日本、中国、マレーシアと多拠点で生産をしてお

今の学生さん達のようにしっかりとしたものはあ

り、その効率的な生産体制の構築を策定する部門

りませんでした。工業化学科であったため、化学

でした。多くの日系企業が海外の生産へシフトす

系の名前に惹かれて入社したような気もします。

る中で、同様に生産拠点の海外展開が大きなポイ

入社すると商品開発部へ配属。親会社の材料を

ントとなっていきました。

加工し、具体的な製品の形にする部署でした。そ

そのような仕事を経て、現在はマレーシア社の

の加工方法も当然今までに経験のないような大き

責任者として 2011 年東日本大震災の年の暮れに赴

な設備、装置を使用して作ったり、その反面、手

任し、4 年半が経とうとしています。55 歳で初め

作業で試作品を作り上げ、お客様のところへ持っ

ての単身海外赴任です。来客が多く、夕食はほと

ていき、評価を頂き、その評価をもとに改良しま

んどが外食です。マレーシアは食事がうまい。海

す。その作業の繰り返しです。当時のお客様は名

外生活で一番大事なものは食事であると感じてい

だたる電気、電子機器のメーカーでしたので、評

る私には文句の言いようがありません。

価も非常に厳しいものでした。しかし一から製品

また、海外生活での良い点は仕事を超えて色々

を作り上げていく楽しさを感じ、その後の様々な

な企業の方々と知り合える機会が非常に多いこと

試練を乗り越える源となったようです。

です。これは、これからの私にとって大きな財産

その後、扱う製品は色々と変わりましたが製品

になると思っています。

開発部門で仕事をし、そのうち、いかにその製品

昨年 10 月、多くの方々にご苦労を賜り、マレー

を多く安定してつくりだすか、いわゆる生産技術

シア理窓会が発足しました。僭越ながら初代の会

的な面への興味が次第に湧いてきました。新しい

長をさせて頂いております。その際に、私同様に

製品も安定して同じものを作り出すことができな

日本から赴任されている方、こちらで起業されて

ければそれは商品にはならないのです。しかも製

いる方、それに理科大に留学されて戻られている

品に要求される特性仕様は非常に難しいもので

マレーシアの方など総勢 50 名ほどの同窓生がい

す。そのような物作りの基本である生産技術的な

らっしゃることがわかりました。これを機に幅広

面へと仕事のウェイトが自然とシフトしていきま

い年齢層のつながりを持たせていただいておりま

した。とは言え、自身は機械、設備はあまり詳し

す。これも大きな財産です。

いわけではないので、会社の中でその道のプロと

55 歳での初めての海外赴任であり、特に言葉に

色々と相談しながら、共同して生産ラインを作り

ついては、年齢を重ねてからの再チャレンジはむ

上げていく仕事が主体となっていきました。既存、

ずかしい。マレーシアは多民族国家であり、様々な

市販の技術などどこにもない新しい加工技術を自

言語があるのですが、英語が通常語です。しかし、

ら作り上げていく、また、得意でないところは他

こちらの独特な発音もあり、わかりづらいです。

人にそれを補ってもらうことで仕事を進めてい

これからは私のような製造業だけでなくすべ

くという共同作業がとても重要であることを身を

ての分野で、ますます企業の海外進出は不可欠に

もって感じた時でもありました。

なってきています。皆さんにはこれから大きな

入社後 26 年間、商品開発、生産技術での仕事を

チャンスがあります。是非、機会があれば積極的

してきたのですが、その後、生産統括部門へ身を

に海外を体験していただきたいと思っています。

置くことになりました。当時担当していた製品は

（信越ポリマー株式会社）
31

がんばる同窓

がんばる同窓

松野 由紀夫
（50 工・建）

学生時代
東京都出身の松野由紀夫です。

たのはクアラルンプール近郊の職業訓練学校の

一浪後入学しましたが、神楽坂という恵まれた

プロジェクトでしたが、完成後、横滑りでシンガ

場所柄、色々な社会勉強も学び楽しい学生時代を

ポール勤務となりました。8 か月の突貫現場担当

過ごしました。建築学科には、卒業論文と卒業設

として赴任しましたが、結局 16 年間シンガポール

計があり、締切ギリギリにやっと間に合ったこと

に駐在しました。12 年間は家族帯同していまし

も今となっては学生時代の良い思い出です。

たので、家庭崩壊せずに今に至っています。また

卒業・入社

子供たちも小学校から高校までの多感な時期をシ

当時は第 1 次石油ショックの後で、戦後初のマイ

ングリッシュ（シンガポール発音の英語）環境で

ナス成長となり高度成長時代の終焉を迎え、就職

育ったので、多民族社会の経験もでき、いっぱし

状況も非常に厳しい時期でしたが、大成建設株式

のグローカルになりました。

会社に入社出来ました。入社時の面接で海外希望

1997 年のアジア通貨危機の影響でシンガポール

であると表明したら、
「変わってるねぇ」と言われ

も新規プロジェクトが激減した為、フィリピンに

ましたが、福岡支店に配属になりました。石油の値

異動となりました。約 3 年間滞在して市場の様子

上げで潤った中東地域で建設ブームが起こり、大

が分った頃、ベトナムに横異動となりました。ホー

成建設も海外プロジェクトが急激に増えました。

チミンとハノイを兼務しながら 5 年間駐在しまし

福岡支店から、結局海外希望をしている私が選ば

た。その後、2004 年に大型発電所プロジェクト担

れました。これが私の海外生活の出発でした。

当でマレーシアに約 20 年ぶりに再赴任となりま

海外赴任

した。クアラルンプールも見違えるような大都市

入社 3 年次の 1977 年にアフリカのナイジェリア

となっており、生活し易い環境になっていました。

での石油精製所建設プロジェクトへの赴任が決ま

2 回目の海外赴任はマレーシアに始まり、25 年

りました。当時のナイジェリア入国には予防接種

間継続して海外駐在でした。
ナイジェリアに始まっ

を受けた証明書（イエローカード）が、法的に 3 種

た海外勤務ですが、それぞれの国で「地図に残る仕

類必要でした。これ以外にも推薦された 2 種類の

事」をしてきました。それが何よりの喜びです。

予防接種を受けました。接種を受ける順番があり、

そして、2015 年 4 月からは大成建設の現地法人

普通に受けると 6 週間掛かるところ、建設会社得

であるＰＰ大成インドネシア建設の社長として、3

意のクリティカル工程によりパスポート取得も合

度目の海外赴任でインドネシアに駐在しています。

わせ最短 3 週間で出国できるように考えられてい

理窓会

ました。当時は羽田空港から出発で、アンカレッ

ジャカルタに赴任後、現地の日本語新聞でジャ

ジ、アムステルダム経由で 2 日半掛りでナイジェ

カルタ理窓会があるのを知り早速参加しました。

リア中部のカノ空港へ到着しました。私にとって

現在、会員数は 45 人ですが、毎月の懇親会、時々

初めての海外旅行であり、全てが初めての体験

ゴルフなどで親睦を深めています。
今後海外で活躍する機会は間違いなく増えると

で、2 年半の駐在期間の経験はその後の長い海外

思います。そんな時の為に、理窓会があるという

生活でも味わえない貴重なものとなりました。

ことは何と心強いことでしょうか！

その後、約 3 年の国内勤務の間に結婚し、子供

ジャカルタ

も儲けたところで、1983 年に 2 度目の海外勤務と

にお越しの節は是非ご連絡を下さい。温かくお迎

して、マレーシアに赴任しました。私が配属され

えします。（PP 大成インドネシア建設（株）社長）
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藤森 美紀
（平 24 理・応物）
卒業後
幼稚園生から中学一年生までシンガポールで暮

作り上げていきます。そのため、社内でできるだ

らし、エネルギー問題に直面したことが東京理科

け丁寧な資料を作り、納期の確保をする必要があ

大学への入学、そして、現在のアズビル株式会社

ります。時にはお客様にも納期のご相談が必要に

へ入社した動機になりました。

なります。

今では想像がつかないかもしれませんが、当時

学生時代は、自分独りで完結していました。し

のシンガポールは、停電が日常茶飯事。夜の明か

かし、会社では、沢山の方々で一つの仕事が成り

りは、ロウソクで暮らしたこともありました。信

立っています。円滑なコミュニケーションが必要

号機が止まっていることもありました。幼い頃よ

不可欠であることに最初は戸惑いました。

りエネルギーの大切さを感じておりました。

最近は、仕事全体の流れが分かったことで、関

帰国後は、エネルギー問題を科学技術の進歩に

係各所にタイムリーに声掛けを行うことで、仕事

よって解決したいと思い、東京理科大学の理学部

をスムーズに行うことが出来るようになりまし

応用物理学科に入学しました。卒業研究では、室

た。お客様との信頼関係が深まり、お客様からの

温超伝導体の研究をしました。その後、快適さを

お問い合わせも増えました。

保ちながら、最適な制御により省エネルギーを実

活躍したこと

現するアズビル会社に入社しました。弊社の私が

現在、2020 年の東京オリンピック関連で、大き

所属するビルシステムカンパニーは、本分野で、

なジョブが数多く発生してきています。幸運にも、

国内シェアが一番高いこと、また、建物や工場、プ

私もそのうちのひとつに携わらせて頂きました。

ラント、ライフライン、家庭など幅広い分野に市場

件量が多く、寝る暇も惜しんで働いておりまし

を持っております。そのため、仕事を通じて、社会

た。今振り返れば、寝ることと食べること以外は、

の役に立っていることを実感することができます。

本案件に時間を費やしていたと思います。

苦労したこと

私は結婚しているのですが、仕事のピーク時

初めは、女性に対する周囲の目が気になりまし

は、主人が夕食を作ってくれたり、送迎をしてく

た。私が配属された部署には、女性が私しかおら

れたり、全面的に助けてくれました。本件は、主

ず、上司も困惑していたと思います。上司は、
「こ

人を含め、周囲の方々の協力があってこそのこと

れ、できるか」と最初は様子をみて下さいました。

だと、今でも感謝しております。

私はその度に「できます」という返事をすること

この案件に携わったことで、達成感と、一回り

にしていました。幼い頃から男の子と外で遊ぶこ

成長できたことを自分でも実感しております。

とが多く、大学時代も女性は少なかったですが、

メッセージ

問題なくやってきたので、逆に意識してしまうこ

なんでも良いので、自分で没頭できることを見

とがありました。

つけて、全力を尽くしてみることが大切だと思い

今では、その壁を感じることもなくなりました。

ます。大事なことはそのプロセスではないでしょ

お陰様で、同じ部署に女性の後輩も二人でき、社会

うか。それを成し遂げる過程で、知らずと多くの

の流れも変わってきたことを肌で感じております。

ことを学び、気づけば道が開けていると思います。

他にも、社内外の人とのコミュニケーションに

（アズビル株式会社）

苦労しました。お客様の求めるシステムをヒアリ
ングし、それを実現する資料をつくり、お客様と
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