今、
活躍中の同窓生
タイ国石油公社（PTT）社長兼 CEO

Dr. Pailin Chuchottaworn

氏

（S57 修化 60 博）

「強いリーダーになるために重
高い志と献身の覚悟です」
年間売上 900 億ドル以上，利益 30 億ドルでタイ国最大の
企業 PTT を率いる Dr. Pailin 氏に登場願った。PTT は世界
20 か国に事業を展開し，タイのエネルギーセキュリティを
一手に担って今日も成長を続けている。その激務の中で Dr.
Pailin 氏はまた氏のキャリアの集大成として大学設立に情熱
を燃やしてきた。氏の産業国家論，大学論，リーダー論を熱っ
ぽく語って頂いた。
インタビュー，写真撮影 2015.3.12 東工大蔵前会館にて

たですよ。チュラロンコン大学は首席で卒業しました。

――― チュラロンコン大学時代（もしくはそれ以前）

なことをしましたが，面白かったです。勉強だけでなく

に大きく影響を受けた経験や出来事があったらお聞か

学生運動に参加したこともありました。本当にいろん

いろんなことをやってみるべきです。そこから学ぶこ

せください。

とがたくさんありますから。

です。7 人兄弟の 5 番目でした。父は商人で決して

いろんな奨学金に応募し，最初に決まったのが文部

教育を受けさせてくれると 7 人の子供達全員に約束

ちょうど桜が満開の時期でした。日本に来たのは，日

パイリン 私の家族は中国系移民で，私自身は三世

裕福ではありませんでしたが，タイ国内であれば高等

してくれました。しかし，タイから出るなら，自分でそ

の道を見つけなさいとも。 私は最初から自分の力で

チュラロンコン大学 4 年の時だったと思いますが，

省奨学金でした。1979 年 4月に留学で来日した時は，
本に何かしら親近感を持っていたためだと思います。
高校の時を含めると二度目のチャンスをもらったわけ

外国に行って勉強しようと考えていて，実は今から約

ですから。

けて日本で勉強するチャンスがありました。しかし，い

パイリン

35 年前の高校生の時にタイ政府からの奨学金を受

くつかの事情から奨学金をあきらめて，チュラロンコ
ン大学工学部にすすむことにしました。

チュラロンコン大学では私はどちらかというと，活動

2

家でした。いろんな活動に参加しましたが成績はよかっ

日本への留学は親近感から
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―――

東工大に来るまでの経緯を教えて下さい。

来日後，半年間は当時まだ天王寺にあっ

た大阪外大に籍をおいて日本語を勉強しました。中

国語の知識がある程度あったので，漢字を学ぶ際に
有利でしたね。やはり文部省の奨学金で東工大に来

要なことは
●プロフィール

Dr Pailin Chuchottaworn：1956年タイ国生まれ。
1979年，チュラロンコン大学化学工学科卒業（首席卒
業），1982年東工大化学工学修士号取得，1985年同大
化学工学博士号取得，2006年PTT石油化学＆精製事
業ユニット取締役副社長兼PTT旭ケミカル（株）社長，
2008年PTT石油化学＆精製事業ユニット上級取締役副
社長兼PTTポリマーマーケティング社社長兼PTT旭ケミ
カル（社）社長，2009年PTT上級取締役副社長兼IRPC
社長，2011年PTT社長兼CEO。

て化学工学を専攻していた先輩から手紙をもらい，ま

学生に囲まれていては自分の日本語は上達しないと

たのです。私は全く何もわからなかったので，「じゃあ

ても寒く，隙間風を防ごうと隙間に新聞を詰めていた

だ行きたい大学が決まっていないなら東工大に来るよ
うに勧められました。そして浅野先生 *1 を紹介され

思い，久が原に六畳一間の小さい下宿先を見つけ，

そこに 5 年間住みました。古い木造の建物で冬はと

行きます」と返事をして，東工大に来たのです。

くらいです。もちろんシャワーもなかったので，銭湯に

訪ねました。浅野先生は，私が日本語を勉強している

本語で書けるようになりました。

まだ大阪外大にいた時に東工大に来て浅野先生を

というと，朝日新聞のコラム「天声人語」を毎日原

通いました。三年目が終わる頃には，修士論文を日
留学生の下宿での一人暮らしは大変なこともありま

稿用紙に書き写すように言われました。内容がわから

した。三年目か四年目のことだったと思いますが，我

た。今でも紀伊国屋で天声人語の本を買ったりします。

れはもうだめだと思い，隣の部屋まで這っていき救急

日本でうまくやるための 3 つのコツ

時には既に意識がなく患部を探しあてるのが大変だっ

なくても毎日続けるようにと。とてもいいアドバイスでし

―――

下さい。

東工大での学生生活のエピソードをご紹介

パイリン 当時，留学生用の寮は青葉台に近い藤が
丘にありました。私はそこに半年間住みましたが，留

慢していた盲腸がとうとう破裂してしまったのです。こ
車を呼んでくれるように頼みました。病院に運ばれた

たようです。大きな手術となり，術後もその救急病院

に一カ月入院していました。若い時だったので，何が
何だかわかりませんでしたね。
―――

ますか。

海外から来ている留学生に何か助言はあり
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活躍中の同窓生
今、
パイリン タイから日本に来る学生に話したことです

なることから学位取得に変わりました。また，その頃

こと。私にとって刺身を食べるのは勇気がいりました

心に決めていました。実際，帰国後チュラロンコン大

が，まず夜ちゃんと寝ること，二つ目は日本食を楽しむ

が，おいしいと思えるまで何度も試しました。三つ目

は日本に行ったらテレビを見ること。日本社会に馴染

は卒業したらチュラロンコン大学に戻って教員になると
学の工学部の講師職に応募しました。しかし，当時

は経済的に難しい時代で，タイバーツの価値が下が

んでコミュニケーションを取るにはこれしかありません。

り，タイ政府は一切の新規採用を中止したので，まる

はなく，日本で十分上手くやれると私は思っています。

経済的に困窮してしまい，結局チュラロンコン大学を

この三つのことができれば，他に心配するようなこと

留学生の里親制度はとても良い仕組み
―――

何か他に東工大時代の研究生活やプライ

ベートのエピソードはありますか。

でアルバイトでした。一年間講師として働きましたが，
辞めて PTT に入社し，現在に至ります。

キャリアの集大成は大学設立
――― そしてトップまで登りつめたわけですね。

パイリン 旅行によく行きましたね。先生がとても親

パイリン そうですね。しかし，一度教員になったら，

年に二，
三回くらい行って，たくさん発表しました。い

成としてやったことは大学を作ることでした。

切で，私を学会や口頭発表に行かせてくれました。

ろんな場所を訪れることができて楽しかったです。口

一生教員だとよく言いますよね。私のキャリアの集大
―――

そうですか。なぜ大学を作るに至ったかに

頭発表は特に学生にやって欲しいことのひとつです。

ついてお話しいただけますか。

日その里親の父が 80 歳位で亡くなりました。 今で

共通点が多いと聞き，いつもそのことがひっかかって

日本に住んでいたとき，神戸に里親がいました。先

も連絡をとっていて，お互いを訪ねたりしていますが，
里親のおかげで私の日本生活がとても充実したものに

なったのは間違いありません。里親には私より若い娘

さんが二人いるので，私には日本にも妹がいることに

パイリン 私が大学にいた頃，
日本とタイは似ている，

いました。確かにアジアで植民地とならなかったのは

日本とタイだけですし，開国したのも同じ時期でした。
両国とも電気，水道，教育，近代の医学や病院といっ

た西洋の技術を取り入れるために開国した経緯があ

なります。妹たちはまだ神戸で元気です。里親はとて

り，非常によく似ています。日本の最初の西洋スタイ

―――

洋スタイルの病院ができました。しかし，100 年後の

もいいシステムですね。

東工大で修士・博士課程を終え，博士号

を取って帰国されました。タイでのキャリア形成につ
いてお話下さい。

パイリン 大学院に入って，人生の目標が活動家に

ルの病院は長崎でしたが，その頃タイにも最初の西
両国の違いがこれほど大きいのはどうしてなのか。
――― どうしてなのでしょうか。

パイリン

両国の違いは明治時代に始まりました。

明治天皇が教育改革を宣言し，東京大学を創設しま

した。一方，タイで最初の大学が設置されたのはそ

の 40 年後のラーマ 6 世の時代でした。日本では，

その後合計７校の帝国大学が設置されましたが，タイ

にはそういうシステムはありませんでした。ということ

は，タイは開国して西洋の技術を取り入れましたが，
それを適応させるための教育システムがなかった。日

本に追いつくには研究主導の大学が必要だと感じまし

た。同時期に開国したのに，100 年も別の道を歩ん
でしまったわけですから。

二つ目の例は韓国です。私は大学を作ろうと思っ

て，川崎先生 *2 に相談しました。川崎先生も東工大

の化学工学の教授ですが，私にとって浅野先生と同
様の存在の方です。
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川崎先生に私が大学を作りたいと相談すると，「そ

れはいいね。でも日本の大学は 100 年以上経ってい

る。その真似はしないように。」とおっしゃった。また，
韓国やサウジアラビアに行って新しい大学を見てくる

ようにと言われました。私は川崎先生のアドバイスを

心に留め，韓国に行きました。 川崎先生は正しかっ

た。ソウル大学以外の大学，KAIST，POSTECH，
UNIST も創立から 30 年程度しか経っていません。

民間企業も大学を強力に支えた。サムスンは自前の
大学も持った。その結果，短期間に競争力のある大

学を作り上げた。それをタイで PTT もやろうとしてい

るのです。タイの最大企業である PTT が韓国で見

たような大学をタイに作ろうと力を注いでいます。こ

の大学の建設工事は既に終了し，
8 月から開校します。
少数精鋭で，機敏な動きに対応できる小規模の大学

を目指すことにしています。

日本の大学は英語教育の改善を
――― 日本の大学をどのように見ておられますか。

パイリン

―――

最近のマクロ経済報告に，日本は ICT の

習得が遅れたために経済発展が 20 年遅れたとありま

今年 1 月にスイスのダボスに行き，世界

した。また，
将来的な見地に立った投資をしてこなかっ

科学大臣に招かれ，ある会議に出席しました。そこ

パイリン 私の意見はちょっと違います。何人もの日

経済フォーラムに参加しました。そこで，日本の文部

で大臣は，たくさんの有名大学の教授たちを会議に

たとも言われていますが。

本の研究者がタイに来て，日本経済について聞かれ

呼び，なぜか私もそこに呼ばれたわけです。会議で

ました。どうして力強さがなくなってしまったのかと。

我々に質問しました。その答えには驚かれるかもしれ

しい計算機を次から次へと作り，それがコンピューター

指摘があったのは英語教育の改善でした。あるアメ

たが，その精神はどこに行ってしまったのでしょうか？

授業はすべて英語で，そこの学生は日本の学生より

なくなった。大学をもっとオープンにして，新しいアイ

大臣は，日本の大学をどうやって良くしたらいいかと
ませんね。いろんな大学の教授がいましたが，まず

リカの大学の先生は，北朝鮮の平壌工業大学ですら
ずっと英語を上手に話すと指摘しました。

次に指摘があったのは，教員の終身雇用です。現

在終身雇用制をとっている大学はあまりないというこ

私が東工大の学生だった頃は，カシオという会社は新

や時計になったり，他のビジネスになったりしていまし

自ら立ち上がって大きなうねりを作る若い起業家がい

デアを持った，起業できる優秀な学生を受け入れる
べきだと思います。

東工大の学生は 9 割方日本人でしょう。でも，MIT

とです。 私の隣は POSTECH の学長でしたが，彼

に行くと半分以上はアジアの学生，特に中国人の学

任期を終えたら，アメリカに戻るつもりだと言っていま

かく優秀な学生が欲しい。米国社会も日本と同じよう

はアメリカの大学を出ていました。 彼は 4 年の学長

生です。でも，MIT はそんなことは気にしない。とに

した。また，教員・学生間の評価は双方向で対話的

に高齢化していますが，アメリカはオープンな社会を

員は尊敬されるべき立場の人で高いところにいるが，

います。

立場であって，動的で固定していないという意味だと

や Caltech と競合するのかを聞いてみました。する

であるべきだという意見もありました。日本の大学教

欧米では教員と学生はお互いに評価し，評価される
思います。

以上が主な会議の内容でした。

維持することで経済的な強さと機敏さを維持し続けて
POSTECH を訪れた時，学生にどのように MIT

と彼らは卒業後に起業家になった人数を比べるという
答えが返ってきました。今は「スターター」という言
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葉を使うのでしょうか？このスターターを一番多く生み

株価は下落している。今の状況の中で PTT は健闘

出したところが勝ちというわけです。論文の数じゃな

していると言えるでしょう。

か，その数を競うわけです。

今は 50ドルにまで下がりました。すごいスピードでし

い，卒業や学位がゴールじゃない，起業できるかどう

原油価格急落で消費国は恩恵を受ける
―――

若い人の革新する力と挑戦を支援しなけれ

ばということですね。ありがとうございました。 次に
原油価格暴落の PTT のビジネスとタイ経済への影
響についておきかせください。

パイリン

原油価格急落。 何が起きたかというと，

明らかに供給が需要を上回ってしまいました。過去に

OPEC が価格をコントロールしようとしましたが，そう

すると市場でシェアを失うことがわかりました。 価格

が安い石油があったからです。シェールオイルです。
OPEC は従来方針を転換し市場価格に任せることに

し，それが原油価格の下げにつながりました。 原油
価格が下がるということは，富が石油生産者から石

油消費者に移るということです。日本と同様，タイは
消費国ですから，その恩恵にあずかる方です。

PTT は国営企業ですから，上流から下流まです

べてやっています。いいものもあれば悪いものもある，

―――

昨年の 8 月，
1 バーレル 100ドルだったのが，

たね。

パイリン 我々はそれを「フリーフォール」と呼んで

います。変化はいつもある。しかし，そのサイクルが
短くなってきています。ということは，スピード経済の
時代ということでしょう。企業が生き残るにはその変
化にいかに早く適応できるかにかかっています。

――― まさにそのとおりです。そのために何か特
別な施策はありますか？

パイリン PTT ではすべての子会社で SAP と呼ば

れる新しい ERP ソフトを使っています。最新の SAP

はウェブベースの ECC

6.0 です。ERP はメインコ

ンピューターでないといけないわけではありません。
スマートフォンでも大丈夫です。今は PTT の方針と

して，
IT インフラを週 7 日，
24 時間リアルタイムのネッ

トワークベースにしようとしています。

昨年の今頃，タイの政治的な対立の影響により

PTT の社屋から立ち退きを余儀なくされ，1 月から 5

月にクーデターが起きるまでの約 4 カ月間，子会社と

もども社屋に戻ることはできませんでした。

けれどそれで逆にバランスが取れている。 株価を見

しかし，ウェブベースに移行していたおかげで，建物

300 バーツくらいでしたが，今でも 300 バーツぐらい

た。ウェブベース中心の体制にしていて本当に幸運

てみると，石油価格が下がった昨年の 7 月までは
です。でも他の Shell，Caltex，BP といった大手の

を離れても通常通りにビジネスを行うことができまし
でした。

企業の社会的責任は
地域社会からもらう許可の一つ
―――

PTT はタイの巨大企業です。 多くの従業

員や株主，関係者がいるわけですが，
どうリーダーシッ

プをとっているのですか。

パ イリン GE から学 んだことが 二 つ あります。
Jack Welch という人が作ったニューヨーク北部の

Crotonville にリーダーシップの学校があり，私は

そこに行きました。GE では多くのことを学びました。
PTT には「Operating Systems」という小冊子が

ありますが，これは Welch 氏のアドバイスを受けて

のものです。何かが起きてもこの OS の本を開けば，
何をどこで誰が対応するべきかがすべてわかります。

まずこの OS がひとつですね。

二つ目は，企業は地域社会と取引しているという

ことです。我々がビジネスをするためには，地域社会

6
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からの許可が必要です。 大事なのは，どうやって地

作られるお酒がありますね。泡盛です。他にも，アジ

域社会からビジネス許可を得るかということです。そ

アで植民地にならなかった国という意味でも共通点が

ています。それが企業の社会的責任（CSR）です。

加えて，タイには世界で二番目に大きい日本人街があ

れは信頼です。どうやって信頼関係を築くかにかかっ

あります。タイと日本はとても近い存在だと思います。

それが発展し，現在は共有価値の創造（CSV）と

りますね。文科省も日本人学校を置いていますが，そ

PTT がミャンマーで大規模なビジネスを始める

長い間，日本はタイや周辺地域で非常に強い影響

呼ばれています。

際，ミャンマーの大統領から受けた最初の質問は，

「PTT にも PETRONAS のように自分の大学があ

れも世界で二番目の規模です。とても大きいですよ。

力を持っていましたが，最近は中国が台頭してきまし

た。中国はその地域全体を奪い取ろうとしています。

るのか？」 でした。PETRONAS は，10 年位前に

日本がタイとの友好関係を維持するためには，日本

投資やビジネスを行っている国々から UTP に研修生

強まっていますから。

PETRONAS 科学技術大学（UTP）を立ち上げ，

や学生を受け入れています。私は大統領からその質

問を受け，咄嗟に「これから作る予定だ」と答えまし

た。もちろんそんな計画があったわけではありません。

しかし，ビジネス相手は何かを求めてきます。私はこ

政府が努力する必要があるでしょう。中国の影響が

強いリーダーになるためには
―――

最後に世界の舞台で活躍するために学生に

れを我々がビジネスを継続するために地域社会からも

アドバイスしていただけますか？

東工大は起業できる人材の輩出を

ことですが，その他にもうひとつ強化したい点がありま

らう許可のひとつだと考えています。

――― では，ぜひ東工大にもアドバイスをいただけ

パイリン PTT が設置する大学について話をしまし

た。この大学の目的は理工系に強い学生を輩出する

す。それはリーダーシップです。理工系科目とは別に，
科目としてリーダーシップを扱って，
学生のうちからリー

ませんか？特に世界を変える観点でお話しをお聞かせ

ダーシップを教えます。

パイリン 蔵前ジャーナルをお送りいただきましたね。

けですね。それでは，強いリーダーになるために重要

願えるとありがたいです。

―――

最終的に必要なのはリーダーシップというわ

開いた時，東工大基金がすぐに目に入ってきました。

なこととは？

はあまりいないので，三島学長にタイで宣伝していい

ベルの自己規律が必要です。私は毎日 7 時〜 7 時半

これはいいと思いました。基金について知っている人

パイリン

高い志と献身の覚悟です。非常に高いレ

かお尋ねしました。また，寄附を集めてお送りします。

に PTT に到着して仕事を始めます。アポなしで私と

史と伝統もある。その伝統は守るべきだと思います。

下に伝えています。9 時からは会議等の予定が入りま

東工大はとてもいい大学だと思っています。長い歴

我々の仕事は東工大を尊敬すべき大学でいられるよ

話したい場合は，7 時半〜 9 時の間に来るようにと部

す。ほんの数時間しか睡眠時間はとれませんが，リー

うに努力することだと思います。遺産で生き延びるこ

ダーには献身と自己規律とひらめき（inspiration）

ですから学生たち自身も東工大に対する義務がありま

―――

とはできません。将来を見据えなければなりません。
す。東工大に来て，勉学に勤しみ，学生生活を楽し

が必要です。

今日は貴重なお話をありがとうございました。

む権利があると同様に，東工大を前に進める義務が

（＊ 1） 浅野 康一
東京工業大学名誉教授（S35 化工 1 37 修化工 40 博）

を守りつつ，起業できる人材を輩出すべきです。

（＊ 2） 川崎 順二郎
東京工業大学名誉教授（S40 化工 48 博）

あります。東工大は歴史的に受け継がれてきた精神

――― タイと日本の関係についてお聞かせください。

パイリン

両国の関係は 400 年にも遡り，これは例

外的に長い歴史と言えます。徳川時代に大将のひと

りがタイに逃げ，タイで大将として仕えた。山田長政

のことです。沖縄にもタイから伝わった特別な米から

イ ン タ ビ ュア ー ： 関
文
： 大野
写 真 撮 影 ： 魚住

誠夫（S43 生機 45 修）
博（S44 応化）
貴弘
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