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今年のサマープログラムが行われる台湾国立大学
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アジアを背負うリーダーを育てる

アジアの学生に180億円を投じる
東大卒の香港人実業家

日中韓台香港、それぞれ政治的に不安定さが増す東アジア情勢だが、

学生の交流を増やすことでアジアの架け橋となるリーダーを育む。

文・磯山友幸 Tomoyuki Isoyama
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ユニクロの柳井氏に相談し
早大の学生寮建設にも貢献

ダーを育てること︒

国︑アジア各国との架け橋になるリー

から情熱を傾けているのが︑日本と中

70

42

ター﹂の設置を提案すると︑最初は難

かけ︑国際学生寮﹁日中青年交流セン

中国大陸の５つの主要大学に話をもち

生寮を建設する構想を抱いていること

氏の母校である早稲田大学が中野に学

井正・会長兼社長に相談すると︑柳井

けていたファーストリテイリングの柳

野国際コミュニティプラザ﹂である︒

したのが︑国際学生寮﹁早稲田大学中

な奨学金を与えることで︑その国の良

ころばかり目に付くことになる︒十分

ンカー大学﹂と﹁パーティシペーティ

い﹂とチャオさんは言う︒

いところをしっかり見て体験して欲し

色を示されたという︒
が判明︒チャオさんが香港の仲間の実

次にチャオさんは奨学金の創設を決

ング大学﹂の２つに分け︑前者には大

ＡＦＬＳＰの対象として大きく﹁ア

というのも２０１０年当時は︑日中
業家グループと共に集めた資金から１

断する︒ 年５月︑チャオさんは１億

１８０億円の私財を投じ
奨学金基金を創設

関係が急速に冷え込み始めていた頃︒
億円︑柳井氏も３億円を寄付する話が

学別に定員を割り当てて大学自身が選

柳井氏は﹁チャオさんから話があっ

前者には京都大学︑一橋大学︑早稲田

５０００万米㌦︵約１８０億円︶とい

ることに︑当局が神経質になったので
た時に︑私も中国と日本が敵対し険悪

︶
﹂を設立︒うち１億米㌦の

大学︑北京大学︑浙江大学︑香港科学

まとまった︒

しょう﹂とチャオさんは振り返る︒そ

さが継続するのは危険だと悶々として

運用益で﹁アジア次世代指導者奨学金

考する一方︑後者は 名までの推薦枠

れでもひとつの大学でうまくいくと︑

いた﹂とメディアに答えている︒こう

技術大学の６校︒後者には東京大学や

上海

-

1

1

清華大学

北京

-

5

1

浙江大学

杭州

15

14

14

香港科技大学

香港

9

11

10

香港中文大学

香港

-

1

1

香港大学

香港

-

2

-

台湾

台湾国立大学

台北

-

1

-

日本

一橋大学

東京

7

10

10

慶應義塾大学

東京

-

-

1

京都大学

京都

15

15

15

九州大学

福岡

-

-

2

東京大学

東京

-

3

1

早稲田大学

東京

9

14

15

ソウル国立大学

ソウル

-

1

1

-

8

97

10 1

奨学生の選考や支給に当た

大学など 校が指定されている︒学業

清華大学︑台湾国立大学︑ソウル国立

を持ち︑
推薦者の中から研究院が選ぶ︒

10
るＡＦＬＳＰの運用機関と

n
o
i
t
a
c
u
d
E
n
a
i
X
i
a
B

上海交通大学

n
o
i
t
a
d
n
u
o
F

20

育 基 金 会︵

次々に完成していった︒何せ︑１大学
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欠だと考えた︒ビジネスで
知り合い 年以上交流を続
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も課題だ︒

という理念に賛同する多くの人たちに

永続させていくことが可能になる︒
百賢亜洲研究院の理事長はチャオさ
んの長女であるロナ・チャオ︵曹恵䆾︶
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百賢亜洲研究院では︑奨学金を給付
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理事長に就いている︒

国立大学で実施する予定だ︒

TOMOYUKI ISOYAMA

っていません︒昨年は２・５％ほどで

ロナルド・チャオさんと夫人（中央）
。百賢亜洲研究院の理事長を務める長女のロナ・チャオさん（左端）
。
百賢教育基金 COO のタミー・ワン（温徳美）さん（右端）
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