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平成 21 年度学位記授与式同窓会連合会会長祝辞  

 
祝辞  
 
 本日，学位記授与式において学部を卒業された皆さん，そして大学院

を修了された皆さん！この間，幾多の困難を乗り越えて，晴れて本日の

卒業および修了の学位記を獲得されたことを，皆さんの同級生諸君と同

僚，諸先生方，そしてご両親をはじめ，ご家族の皆さんと，共に喜び，

ここに祝福したいと思います．本日は皆さん，誠におめでとうございま

す。  
 
０．北野芳則の自己紹介＝私は誰か  
 
 さて，本日は私が誰であるかという話から始めたいと思います．私は，

昭和 35 年＝ 1960 年に，当時まだ蓮町にあった文理学部理学科化学専攻

で，竹内豊三郎先生の研究室を卒業し，YKK へ入社しました。  
 大学時代の思い出では，運動部のバスケットボール部に所属し，朝の

5 時から練習をし，へとへとになりながら大学へ通ったこと。  
 富山中部高校での教育実習で，授業中に眠っている学生に，液体酸素

を使って金魚を冷凍し，その学生の前へ投げて，金魚を生き返らせ，無

関心な学生の興味を引き出したこと。  
 キャンパスで時々聞こえてくる，ベートーベンなどの音楽に出会い，

先生方からの貴重な歴史の秘話を聴くことができたこと，などが，一番

の印象に残っております。  
 YKK に入って，私は 33 歳から 52 歳まで， 19 年間，YKK USA を起

ち上げるため， 25 歳前後の 40 人の若者達とアメリカで暮らしました。  
 一番の思い出は金がなかったことです．当時は $500 までしか外貨を持

ち出せなかったので，缶コーラを飲んで，窮乏生活に耐えたことを忘れ

ることはできません。  
 仕事は，１００％任され，全米を走り回りました。  
 そして，YKK のファスナーのシェアが 50%を越えた頃です。いろいろ

なバッシングを受けました。しかし，現地人の社員を大切にし，人のた

めに会社を動かすという信念で，あらゆる訴訟を勝ち抜き，後輩達が頑

張ってくれたので今日の YKK USA があります。常に，コストダウンを



2 
 

し，新商品を品揃えして，これまでの苦難を乗り越えてきたのです。こ

れは YKK グループの海外戦略の基本になりました。この経験が私自身の

自信につながりました。  
 
１．この混乱を乗り越えていくために必要なのは「攻めの論理」  
 
 私は，この学位記授与式に当たり，富山大学同窓会連合会会長として

3 つのことを申し上げて，皆さんの前途を励ましたいと思っております。 
 
 その第一は，この混乱を乗り越えていくために必要なのは「攻めの論

理」であるということです。  
 
 一昨年，アメリカのリーマン・ブラザーズのサブ・プライム・ローン

の破綻から始まった，世界的混乱の嵐は，未だその出口が見えておりま

せん。日米とも政権が交代しましたが，景気は一向に改善していません。  
 
 今年に入って，我が国では日本航空＝ JAL の経営破綻に始まり，我が

国の国債残高が 1,000 兆円近くまで膨れあがり，世界最大の自動車メー

カー・トヨタのリコール問題による信用失墜と，この 3 つが追い打ちを

かけて，我が国はインド，中国などいわゆる BRICs などの新興国の追い

上げに，手をこまねいています。この原因は何処にあるのでしょうか。  
  
 我が国は， 1960 年代後半から 80 年代前半まで，政府も大学も，会社

のトップ達も，一緒になって，大いなる技術革新を遂げ，欧米諸国に追

いつき，製造業や工業製品分野では世界のトップに躍り出ました。  
 
 ソニーやパナソニックが GE や Phillips を越え，トヨタやホンダが GM
や Ford に追いついたのです．そして，その成功した「おごり」が，いつ

の間にか研究開発や技術革新の努力を怠り，経営者が後継者育成を見過

ごしてきたのです。  
 
 誇りうる”Made in Japan”はどうなったのか，共に認識し合いたい

と思います。  
 
 １９８５年９月，Ｇ５（先進五カ国蔵相，中央銀行総裁会議）により



3 
 

発表されたプラザ合意の時期から，アメリカ，日本，ヨーロッパのバブ

ルを経て東南アジア金融危機が世界に透明性を作り上げました。  
例えば，モノ造りの看板方式と改善が日本の成功例として，経営と技

術革新を徹底的に他の国が研究しました。それぞれの国又は企業が最適

の機能を認め合い，生産・販売・物流の業務の流れを１つのチェーンと

捉えてＳＣＭ理論として採用した。そして 24 時間運用を実現したのです。

また，消費者の要望する性能を生活の安全・安心として取り入れ，その

上で，コストダウンを徹底した。それが，韓国であり，台湾であり，中

国，インドです。  
 それらの政府，大学，経営者，技術者らは知恵を出し，世界へ打ち出

す強力な組織を作り上げ，先進国はそれを認知した。  
 
 日本は，競争心を失い，ずっと利益を出さずに， 550 兆円の国債を追

加発行しただけなのです．そして，借金だけが残ったことに気付いたの

です。  
 
 皆さん！もうお解りでしょう。  
 国際経済の中で，守りに入ったら終わりなのです。常に技術革新とア

イデアを出し合い，マンネリを打破して，「攻めの論理」で，前進してい

かなければなりません。  
 今回の世界的な混乱の中で，新興国はそれほど影響を受けませんでし

た．劇的な V 字回復をみせた新興国に，経済的パワーが移りつつありま

す．この混乱で経済の地殻変動が加速されてきているのです。  
 
 すべての始まりは「成功のおごりと，努力の怠り」から来ています。  
 
 我が国のような天然資源の乏しい国こそ，「これでもか，これでもか」

というくらいの「技術革新」と，売って儲かる商品を創り出し，コスト

ダウンを継続する生産技術，そして，品質を保証し続けなければなりま

せん。  
 国を挙げて販売のチャンネルを作り，そして儲けなければなりません。 
 
 いま諸君は，その行動を担っていく勇気を発揮する先駆者なのです。  
 
 ユニクロを成功させた，ファースト・リティリングの柳井正会長も「成
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功だと思うこと，それが即ち，マンネリ化と保守化，形式化，慢心を生

む源だ．」と言っています。  
 あのソニーを，世界の SONY にした盛田昭夫は「アイデアのいい人は

世の中に沢山いるが，いいと思ったアイデアを実行する勇気のある人は

少ない．」と言っています。  
 
 さて皆さんはどうされますか．躊躇せず前へ進みましょう !!  
 
 
２．グローバル化の中でのルールを踏襲せよ．  
 
 第二に申し上げたいことは，グローバル化の中でのルールを踏襲して

欲しいということです。  
 
 これから皆さんが社会に出ていかれますが，国際社会の一員となって

活躍することを期待されております。その時に，これから言うことを思

い出して欲しいと思っています。  
 
 私の恩師であるＹＫＫの創設者＝吉田忠雄は「善の巡環」と言うこと

を言い続けました．「他人の利益を図らずして自分の利益はない」という

言葉です。始めに言いましたように，YKK のシェアは 50%を越えた頃で

す．アメリカでいろいろなバッシング，訴訟を，競争者から受けました。  
 しかし，「現地人の社員を大切にし，人のために会社を動かすという信

念」で，あらゆる訴訟を勝ち抜くことができました．即ち，「善の巡環」

という精神を，アメリカ人が理解できるコンセプトに変えたのです。  
 
 グローバル化とは，その国のルールに従って，その土地っ子になって，

働いてもらいたい。ということです。日本の文化を他国に押しつけては

駄目なのです。  

 2 月 25 日 (木 )，アメリカ合衆国下院の公聴会に出席した，豊田
と よ だ

章男，

トヨタ自動車の社長は，これまでは海外市場でのリコールも，日本の本

社できめていたが，地域ごとに独自に判断する仕組みを整え，不具合や

故障に素早く対処することを目指すとして，現地の消費者や運転技術，

交通ルールや制度に合わせて，顧客重視の対応を示しました。  
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 また，日米欧・中国など，主要市場毎に Chief Quality Officer をおき，

品質への責任体制を明確にし，外部有識者も交えた Global 品質特別委員

会を 3 月から開催すると明言しました。  
 これが，トヨタのグローバル化への取り組みであり，信頼回復への足

がかりになると，私は確信しています。  
 
 私の経験から提案します．国際社会の中で生きていくためには，グロ

ーバル化のルールを守らなければなりません。日本の常識が世界の非常

識とならないためにも，皆さんは既に「世界の常識」を理解しておられ

ると思いますが，  
すべての人は，もともと心がやさしいのです。  

 
 一つ．フェアであること．特に，嘘をつかないことです。  
 二つ．差別をしないことです。  
 三つ．約束を守ることです。  
この３つの基本ルール＝原則を必ず守ってください。  
 
３．時代の変化に，脱皮し進化しよう  
 
 第三に申し上げたいことは，時代の変化に，脱皮し進化する対応能力

を付けて欲しいということです。  
 
 時代の変化を象徴するのは，アナログからデジタルへの変遷です．産

業機械も精度とスピードがあがりました。  
 身近に，かつての若者は Sony の Walkman をベルトにつけて，音楽を

楽しんでいましたが，それが MD，そして iPod（アイポッド）に代わり，

さらに，ケータイ電話とデジタル・カメラが加わって， iPhone（アイフ

ォン）が，今の若者のステータスとなってきました。  
 一方，医療の分野では，新型万能細胞（ iPS 細胞）による医療技術の

進 化 や 遺 伝 子 の 解 析 に よ る 治 療 が 進 み ， バ イ オ ・ テ ク ノ ロ ジ ー

（Bio-Technology）とライフ・サイエンス（Life Science）が，新しい生

命の時代＝ 21 世紀を切り開いてきております。  
 また，温暖化が焦点になってきております。  
 
 このような，変化の激しい時代に，皆さんには，先ず，社会人として
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「専門」の道を伸ばしていき，10 年後には，世界の中の日本のチャンピ

オンになって，進むべき課題に対応して欲しいと思っております。  
 

 今日
こんにち

まで，学部や大学院で学び，培った貴重な経験は，今は見えませ

ん．しかし， 20 年後 30 年後に見えてきます．ある仕事を成し遂げたと

きに，何故自分がこんなことができたのかを，ふと振り返って見たとき

に，あの時の先生と，友達と，ある研究に没頭し，あるいは議論したこ

とが，あなたの人生の素晴らしさを作り上げてくれたのだと，思う時が

必ず来ます．今去っていく友達と，そして別れていく先生方を，しっか

り覚えておいてください。  
 大学ではそれぞれの分野で基本を学び，社会の原理・原則，更には人

生観や世界観を身に付けて来たのですから，時代の変化に，充分適応で

きます。  
 
 私たちは，母校＝富山大学に誇りを持ちましょう。  
 美しい北アルプス立山連峰の大自然，清らかな水と肥沃な平野，豊か

で美味しい海の幸，先進性を磨く県民に囲まれて，皆さんは，この富山

大学での生活を送られました。  
 そして，「情熱と努力と勇気」を身に付けられたと信じています。  
 
 今日（こんにち），この混乱社会から脱出し，日本を活性化するには，

あの戦国の混乱の時代に，「天下布武」の目標を掲げて戦陣を駆けぬけた

織田信長のように，卓越した構想力，果断なる行動，あざやかな発想の

転換，が必要です。  
 皆さんには，自分たちの構想をもとに，諸外国から学び，部下をやる

気にさせ，混迷する暗闇に明かりを灯す，リーダーになって頂きたいの

です。  
 
 そのプロセスは，ひとつ一つの研究や実験から構想＝Master Plan が

生まれ，目標=Target を定め，そして挑戦＝Challenge することです。  
 
 途中，Never Give Up です．相互にコミュニケーションをとり，結果

としてスピードを上げて，自ら解決（＝Solution 出す）することです。  
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 県民のため，国民のため，国際社会のために，利益，すなわち，幸せ

を作り出していくことです。  
 
 日本は必ず復活すると信じています．この危機をチャンスとして，活

かしていくのは，皆さん，あなた方です。  
 
 諸君！  
 
 同窓会は何時でもあなた方を応援していることを，ここにお伝えした

いと思います．どうか，同窓会へ，飛び込んできてください。  
 「一緒に参加し，協力し合って素晴らしい人生を送りましょう！！  
 Welcome you！」  
 
 最後に，皆さん，体を丈夫にして，今日から厳しいけれども，楽しい

社会人生活を全うされますよう，お祈りして，私の祝辞とします。  
 
 
                      平成 22 年 3 月 24 日  
富山大学同窓会連合会会長 北野芳則  


