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一度だけの人生を賭けるテーマはあるか？
孫　泰蔵（MOVIDA JAPAN株式会社　代表取締役社長兼 CEO）

大学を卒業すれば就職。これまでは、ほとんどの人がそう考えていた。けれども、今は違う。少し視野

を広げれば、まったく新たな選択肢が見えてくるはずだ。そのひとつが、起業である。それも国内を

相手にするのではなく、世界を狙う。2015年 3月 4日（水）一般公開特別講義にて、世界で勝負して

いるおふたりをお招きしてお話を伺いました。

グローバルで勝負するために

世界で活躍する方々へインタビュー

Message 
Top Le aders

from

人生を180度
ひっくり返した出会い

　「泰蔵、お前好きなように生き
てよかぞ」と親父に言われ、「泰
蔵、お前も男に生まれたんやった
ら、志ば持って熱く生きんといか
んばい」と、兄貴に説教されまし
た。今の皆さんと同じ、学生時代
の話です。とはいえ、好きにしてよ
いと言われても何をしたいのか分
からないし、ましてや「志」なんて

あるはずもない。
　ただ、一つだけ考えていたこと
があります。どのように生きたとし
ても、人生は一度限り。せっかく、
この世に生まれてきたのだから、
情熱を注げるテーマに取り組みた
い。けれども、やりたいことが見つ
からない。悶々としていた頃のあ
る出会いが、僕の人生を足元から
覆しました。
　1995年12月、Yahoo!の創業者
ジェリー・ヤン氏と会ったのです。
創業して間もない頃なので年商は

ゼロ、でもジェリーをはじめ15人
ほどの社員がみんな、楽しくて
しょうがないという感じで働いて
いた。その姿を目の当たりにして
感動し、こんな生き方があるんだ
と興奮しました。
　そのジェリーから「Y a h o o ! 
JAPANを作りたいから、手伝って
くれ」と誘われたのです。その夜
は興奮して眠ることができません
でした。この出会いが、まさにター
ニングポイントとなったのです。

1996年東京大学在学中に、Yahoo!Japanのコンテンツ開発のリーダーとしてプロジェクトを総括。その１ヶ月後イン
ディゴを設立。学生起業家、インターネットベンチャーの草分けとして注目される。
2002年、ガンホー・オンライン・エンターテイメントを創業し、デジタルコンテンツの世界へと事業領域を広げる。同社は
2005年に株式上場を果たし、日本最大級のオンラインゲーム会社として展開中。
その後も様々なベンチャーの創業や海外の企業との大型J/Vなど、ある時は創業者、ある時は経営陣の一角として、一貫
してべンチャーの立ち上げに従事。
2011年、「2030年までにアジア版シリコンバレーのベンチャー生態系をつくる」として、スタートアップベンチャー育成
のシードアクセラレーターをMOVIDA JAPAN内に設置。今後は国内外のベンチャー支援・育成に力を注ぎ、ベンチャー
の活躍が、豊かな社会創造につながることを目指している。

孫 泰蔵

一隅を照らせ！
　契約したいとジェリーに言われ、
会社を作る決意をしました。もちろ
ん経験ゼロです。でも、これからの起
業は、その方がいい。これまで世の中
になかったことをやる
なら、そもそも経験な
どないはずです。とに
かく自分で考えて動き
ながら、必死で修正し
ていくしかない。
　無我夢中で人生を
駆け抜けてきたおか
げで、世界でトップレ
ベルの人たちと知り合
う機会を得ました。彼
らから学んだことを 5
つ、お伝えします。
　一 番 大 切 な の が
「Think Big ！デカく考
えろ」です。アイデアレベルで膨ら
んだ妄想をそのまま活かす。できる
限り多くの人を救うこと、世界を大

きく変えることにこだわってほし
い。二つめは「仲間を探せ！」。何で
も共有できる仲間を最低一人、理想
をいえば二人見つければ、半分成功
したも同然です。三つめは「人に習
うな！」です。何かを参考にすれば、

それを超えることはできません。自
分の知恵を絞ることがイノベー
ションを生みます。四つめは「目標

を立てろ！」で、定量化した目標を
立てて、わり算でスケジューリング
する。１年で本を３００冊読むと決
めたら、１ヶ月２５冊、つまり１日１
冊のペースで読むことです。
　最後は僕の座右の銘でもある

「一隅を照らせ！」。み
んなが気付いていな
いけれど誰かが引き
受けなければならな
いこと、気付いていな
がら後回しにしてい
ること、これが一隅で
す。難題にチャレンジ
する起業家が、自分
の「一隅」を照らす。
そんな起業家が増え
れば世界が変わる。
一隅を照らすためが
んばる人を応援す
る。これが僕のこれ

からの役割です。

Taizo Son

Message from Top Leaders

Speaker
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2013年10月20日（日） 開催

2014年11月15日（土） 開催

2015年3月4日（水） 開催

自分たちの考えた

意見に対して

一流の方から意見が頂ける

貴重な機会でした。

近い距離でディスカッション
することにより、

特別講演では聞けなかった
内容についても聞けました。
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発想の転換が必要な時代
　今日の講演タイトルを、もう一
度確認しておきます。グローバル
で「勝つ」ではなく「勝負するため
に」です。世界で競い合って勝つ
となると、才能だけ
でなく、それ相応の
ヒト・モノ・カネが
必要となるでしょ
う。けれども、そん
なものがなくても、
優れたアイデアさえ
あれば勝負の土俵に
上がることは十分可
能だし、簡単に負け
ることも決してな
い。そんな時代に
なってきています。
　2014年6月に株式
会社Cerevoを買収
し、グローバルで勝負中です。当
初、少数精鋭10人だった従業員
を、エンジニアを中心に半年で50
人にまで増やしました。スズキ自
動車、パナソニック、ソニー、タカ
ラトミーをはじめとする日本を代
表するメーカーで働いていた人達
が新しく加わってくれました。私は
彼らを「ジャパニーズ・ハードウェア・
ドリームチーム」と呼んでいます。
　Cerevoが目指すのは、大手メー
カーではまず不可能な超スピード
での開発です。100億円のプロダク
トを作りだすのは大変です。しか
し、私達は1億円のビジネスを100個

作ればいい。ぶっ飛んだアイデア
をカタチにして、次々世に送りだ
す。世界を相手にするなら、面白
いアイデアさえあれば1億円売るこ
とは決して難しくありません。これ
が「グローバル・ニッチ」の考え方

です。「世界でひとつだけの製品
を作って世界中で売ろう！」を合
言葉に頑張っています。

作れない理由など、
既に何もない
　Cerevoは企画開発に特化した会
社で、基本的に1チーム4人で商品
開発に取り組んでいます。設計さ
えきちんとできていれば、必要な
電子基板、電子部品、ソフトウェ
ア、メカなどすべて買ってくれば
良い時代なのです。試作品を3Dプ
リンター等で作って確かめた後、

筐体は中国のA社、基板は中国のB
社、これをアメリカで仕入れた
パーツも含めて全部フィリピンに
送って組み立てる。完成前の段階
でネットを使って売り出し、イノ
ベーターの意見を聞いて改良を加

える。仕入先を選択す
るときには、5社ぐら
いを相手にリアルタイ
ムで同時にチャットで
商談を進める。これ
が、これからのモノづく
りです。大きなメーカで
なくても可能なのです。
　 新 製 品 は 、
FacebookやTwitterで
PRする。展示会があれ
ば、どんどん出展す
る。SNSはニッチなコ
ミュニティーにアクセ
スするのには、最適な

メディアです。世界で1億円だけ売
るつもりなら、これで十分勝負に
なる。我々の売上比率は、海外24
カ国と国内が半々。このサイクル
を4人1組のチームでぶん回してい
けば、結果的に年商が100億に達す
る可能性も否定できません。
　モノづくりは、既にまったく新し
いパラダイムに入っているので
す。製造設備など何一つ不要で、
グローバルニッチで勝負できるア
イデアさえあれば、作れない理由
は何もありません。ぜひ、言い訳
や諦めを自分で作らずグローバル
で勝負してください。

これからの勝負の土俵はグローバル・ニッチ
小笠原　治 （株式会社 ABBALab 代表取締役・株式会社 NOMAD 代表取締役）

一流学の特別講義は一般公開として、
多くの方にご来場いただきました。
開催したワークショップでコース生は、
リーダーとなるためのヒントを頂きました。

F  cus
リーダーシップ能力を養成するために、一流
の方々とディスカッションすることにより感
性を育むことを目的としています。

たくさんの
気付きを得たよ！

“ぶんデバくん”

＊ご所属・役職は開催時のものです。

データセンター及びホスティング事業のさくらインターネット株式会社の共同ファウンダーを経て、モバイルコンテン
ツ及び決済事業を行なう株式会社ネプロアイティにて代表取締役を務め、インターネット・インフラとモバイルサー
ビスにそれぞれ黎明期から取り組む。以降、「Open x Share x Join =∞」をキーワードにスタートアップ向けシード
投資やシェアスペースの運営などスタートアップ支援事業を軸に活動。
2013年より投資プログラムを法人化し株式会社ABBALabとしてIoTプロダクトのプロトタイピングへの投資を開始。
同年、DMM.makeのプロデューサーとしてDMM.make 3D PRINTを立ち上げる。
2014年にはDMM.make AKIBAを立ち上げる。
他、経済産業省 新ものづくり研究会 委員及びフロンティアメーカーズ PM、福岡市スタートアップ・サポーターズ 理事 等。

小笠原 治
Osamu Ogasahara

Speaker
［文：竹林 篤実］
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山元 賢治氏
株式会社コミュニカ　代表取締役

「これからの世界で
　働く君たちへ」

講義テーマ

Speaker

水野 和敏氏
元日産自動車　GT-R プロジェクト総責任者

「リーダーとしての仕事術」
講義テーマ
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「グローバルで勝負するために」
講義テーマ

Voiceコース生の声

失敗を怖れないという
話のくだりから、

活躍している人たちは
成功や失敗についての
捉え方が根本から

違うということを肌で感じ取れました。

将来だけでなく、 これからの

研究生活に役に立つ話が聞けました。
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Speaker
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Speaker
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違うということを肌で感じ取れました。

将来だけでなく、 これからの

研究生活に役に立つ話が聞けました。
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4月に2015年度コース生15名を迎えました。
コース5年、その後の5年を経て、彼らはどんな風に
なっているのだろうか。彼らが描く10年後をご紹介
いたします。

盛満 裕真

工学府 材料物性工学専攻
Yuma Morimitsu

５年間の研究生活と５年
間の社会人生活での経
験を活かし、自分にしか
できないことで、世界と
戦える新事業を起こして
いる最中だと思います！

吉丸 翔太郎

理学府 化学専攻
Shotaro Yoshimaru

周りに強い刺激を与えら
れる人間になりたいで
す。やっぱりアイツは一
味違ったと言ってもらえ
れば嬉しいです。

金　佳怜

工学府 
化学システム工学専攻

Gayoung Kim

全世界に影響を及ぼす
様な、イノベーションを
生み出す大きな起業家
になっていたいです。

鹿毛 悠冬

工学府 
物質創造工学専攻

Yuto Kage

いい年して中二病じみた
熱い夢を語れるオヤジに
なっていたいなぁ…。もちろ
ん、現実味を帯びた夢。

林　強
Qiang Lin

システム情報科学府
電気電子工学専攻

英語力とマネジメント、リ
ーダーシップ能力を備え
た教員として、学生達と一
緒に環境に良い技術を開
発できるようになっていた
いと思います。

佐々木 光一

工学府 材料物性工学専攻
Koichi Sasaki

Muhammad 
Hasnan Sazzad
Graduate School of Engineering
Department of Chemistry and Biochemistry

Of course a successful 
r e s e a r c h e r ,  b u t  a  
successful human being 
at f irst . Changing the 
wor ld with innovat ive 
technology to a better 
place to live in.

孔　慶リョウ

工学府 化学システム工学専攻
Qingliang Kong

専門知識とリーダーシ
ップを身に付け、それを
活かして自分の仲間と
一緒に、グループを引っ
張って行けるような研
究者になっていたいで
す。チャンスがあれば、
ベンチャー企業を作っ
て、自分の研究の成果
を社会に還元したいと
思います。

芳川 拓真

工学府 材料物性工学専攻
Takuma Yoshikawa

自身の研究の拠点を日
本に留めることなく国
際的に活躍し、企業の
中核においてリーディン
グプログラムで学んだこ
とを活かし、自身の能力
を発揮することで、世界
のニーズに応え続けるこ
とができる人物に少し
でも近づいていたいと
考えています。

山本 凌輔

工学府 物質創造工学専攻
Ryosuke Yamamoto

現在我々が抱える環境
やエネルギー関連の問
題解決に向け、画期的
なアプローチのもと先
駆的な研究に携り、そ
の分野の第一人者とし
て認められる研究者に
なることを目標に日々努
力していると思います。

村上 亜紀子

理学府 化学専攻
Akiko Murakami

高校時代から将来の夢
であった化粧品の研究
に携わっていればと思
います。「すべての女性
を綺麗に」を目標とし、
年齢や体質などによっ
て変化する女性のニー
ズに応じた化粧品を作
りたいと思います。

辻 美穂

理学府 化学専攻
Miho Tsuji

10年後にはありそうで
なかったアイディアで、
人々の生活をより便利
に楽しいものにしたい
と思います。そのために
も、自分の専門だけで
なく、様々な分野に興
味をもち、たくさんの人
と出会い、意見交流を
行っていきたいです。

大坪 宥太

理学府 化学専攻
Yuta Ohtsubo

10年後の自分はアカデ
ミックの道に進んでい
ることを期待していま
す。役職は何だとして
も、自分の研究に自信
と意欲をもって取り組
み、学生が研究に情熱
を持てるような環境を
つくることができるよう
な化学者になることが
できたらと思います。

増田 志穂美

理学府 化学専攻
Shihomi Masuda

責任のある立場で大き
な仕事を任せられるよ
うな人材になりたいと
思います。チームをまと
めることのできる強い
リーダーシップと高いコ
ミュニケーション能力
を持って世界で活躍し
たいです。

脇山 史彬

理学府 化学専攻
Fumiaki Wakiyama

多岐にわたる専門知識と
柔軟かつ独創的な着想
力を持つ研究者になって
いることを期待していま
す。また、何らかの形で社
会に貢献できるような研
究を行えていればと思い
ます。

10年後は、真に必要とさ
れている技術・アイデア
等を見抜き、実現すること
で、社会貢献できる人材
になっていたいです。その
ために、多様な経験に基
づく広い視野と共に、一人
の大人としての人間力をこ
のリーディングプログラム
を通して身に付けてゆけ
ればと考えています。
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総合学習プラザ：本コー
スのセミナー室、ブレスト
ルームがある総合学習
プラザの中庭・パティオ。
緑が綺麗な中庭の木の
下で読書が気持ち良い
季節です。

Cover photo随時更新中！

九州大学
「博士課程教育リーディングプログラム」 

最新情報更新しています。
いいね！をクリックしてね！！
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新たにコース生15名を迎え、総勢48名となりました。15名を迎えました
が、D1生、16名が海外武者修行のため、10ヶ月ほど日本を空けます。多く
なったような、少なくなったような、不思議な感覚です。次号から海外武者
修行中のD1生の様子をお伝えします。
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News letter

The 3rd Students Meeting of 
Leading Graduate Schools
（第3回全国博士課程教育リーディングプログラム学生会議）

　2015年6月20日（土）、21日（日）北海道大学で開催されま
した、The 3rd Students Meeting of Leading Graduate 
Schools （第3回全国博士課程教育リーディングプログラム
学生会議）に修士1年より5名、修士2年より2名、計7名が参
加しました。今回の学生会議のテーマは、「Doctors ,  Be 
ambitious! ‒アイデア創出型ワークショップ現代社会が抱
える課題の解決を目指して‒」。英語で作成したプログラム紹
介ポスターの発表や、他大学の学生と課題解決ワーク
ショップを英語で行いました。優秀な他大学の学生との議
論を交わすことで互いに切磋琢磨し、グローバルリーダー
へ向けてさらなる成長を遂げる契機となりました。

　私は九州大学で学位を取
得後、国立研究所、および海
外の大学の博士研究員、私
立大学の教員を経て九州大学に戻ってきまし
た。これまでの経験を活かして、皆さんが国際
的なリーダーとなるために全力でサポートして
いきたいと思います。一緒に頑張りましょう。

小澤 弘宜
Hironobu Ozawa

　2015年4月に着任しまし
た。私のバックグラウンドは
電子物理工学ですので、化
学系の学生に違った視点での議論や指導を行
い、刺激を与えられるよう取り組んでいきます。
また、電気電子の学生もプログラムに参加でき
るので、どんどん参加していって欲しいと思い
ます。

Information
ews &N

新任教員紹介
4月に新たに2名のプログラム専任教員を迎えました。今後はメンターとしてグループでのディスカッ
ションにおいて研究指導を行います。

News!

News!

助教
学位：九州大学　博士(理学)

野村　航
Wataru Nomura

助教
学位：東京大学　博士(工学)


