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参加大学の声
P1. シンポジウムのご案内

  アゴラとは……
古代ギリシアの都市国家で、市民たちのコミュニケーションや会議の場として使われた広場です。

スーパー連携大学院
第1回シンポジウム

P4. ⑥電気通信大学

参加大学の声
①北見工業大学
P2. ②弘前大学
③秋田県立大学
P3. ④長岡技術科学大学
⑤中央大学

⑦大分大学

P5. ⑧熊本大学
⑨崇城大学長

P6. 提携大学紹介
産学連携コーディネーター紹介
報告事項

イノベーション博士育成の課題とスーパー連携大学院への期待
日時

3月26日
（木） 13:30〜～17:00

場所

コラボ産学官プラザ in TOKYO 2F 大ホール
敬称略

１．主催者挨拶

13:30〜～13:40

5．パネルディスカッション

協議会委員長

２．来賓挨拶

梶谷 誠

モデレーター
パネリスト

13:40〜～14:00
内閣府 総合科学技術会議 議員
文部科学省 高等教育担当審議官

3．特別講演

相澤益男
久保公人

東京工業大学

14:00～〜14:30

「グローバリゼーション」
日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役

4．検討状況報告

椎名武雄

14:30〜～15:15

山本佳世子
今泉 柔剛
関東経済産業局 地域経済部長 吉澤 雅隆
プロダクティブリーダー養成機構 教授 三島 良直
特任教授 古田 健二
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 岩野 和生
他 WG1,2 委員長
文部科学省 大学改革推進室長

6．閉会挨拶
終了後 情報交換会

各 WG 委員長など

15:30〜～17:00

日刊工業新聞社 編集委員

17:00
17:30～〜19:00

スーパー連携大学院への期待
北見工業大学

産学官の英知の結集を

学長

企業の後継者となる人材を

鮎田耕一氏

副学長／WG2委員

田牧純一氏

北見工業大学に大学院博士後期課程を設置してから

教育担当副学長という立場でスーパー連携大学院教育

10 余年経ちましたが、その主として目指すところは高

課程開発委員会に参画しております。本学の学部学生の

度専門技術者の育成にあります。複眼的で柔軟な発想の

出身地は道内と道外でほぼ同率（50%）ですが、就職先

できる人材を世に送り出してきたと自負しておりますが、

を地域で分類すると道内がほぼ 25% という値にとどま

地方に位置する工学系の単科大学としては、限界も感じ

っています。これは、工業が比較的少ないという北海道

ています。

の産業構造に起因していますが、北海道に限らず、地方

そのようななかで、大学と産業界と行政が連携し英知

大学で高等教育を受けた学生が地方に就職し彼らが学ん

を結集し、全体として広い分野で活躍できる即戦力の博

だ専門的知識と能力を地方に還元できる社会を実現す

士を育成し、社会に貢献するというコラボ産学官の当時

るためには、地元産業を支えている中小企業の将来の後

の理事長であり現電気通信大学学長の梶谷誠先生のスー

継者となり得る人材、マネージメント能力を有する人材、

パー連携大学院の構想に参加できることをうれしく思っ

起業精神に溢れた人材を輩出できるような教育機能を地

ております。

方大学が有していなければなりません。また、地方から

この構想と文部科学省の戦略的大学連携支援事業の合

生まれたニーズやシーズを製品や産業として開花させる

致点は少なくなく、梶谷先生の先見性に改めて感服した

ためには、産官学が連携し全国的な共同研究プロジェク

次第です。理想の実現には越えなければならないハード

トとして醸成することが必要です。この使命は地方大学

ルがいくつかありましょうが、関係各位のご努力に期待

単独で達成することはできません。スーパー連携大学院

しております。

に期待しております。
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●弘前大学

地域性を基礎とした
産学官連携を

学長

大学院は誰のもの？

遠藤正彦氏

大学院地域社会研究科 教授／WG2委員

檜槇貢氏

南北海道及び北東北地方の人材育成のシステムとして、

大学院での研究教育は誰のものでしょうか。院生本人

スーパー連携大学院構想には大きな期待をもっています。

のものであることは疑う余地はありません。能力を高め

弘前大学には、北東北地方にある国立大学法人として、

て、自分の向上心を満足させたい。でも、それだけでし

高度な職業人及び地域社会の発展を支える人材を育成す

ょうか。特に、地域の産業や文化等を高める研究教育を

る責任があります。また、大学院の実質化も進めなけれ

行うことは、大学院生本人のためだけのものでしょうか。

ばなりません。そのためには、大学における教育研究の

受益者は他にもいるのです。その地域の産業界や社会こ

構造改革が必要です。これまでのように教育、研究及び

そが受益者なのです。この認識が乏しいために、大学院

社会貢献をそれぞれ別ものとして行うのではなく、一体

を院生と指導教授のものに押し込めてしまっています。

として実施すべきです。しかし、このような改革は学内

大学院教育の中に、社会的な受益者を発見し、研究者

だけでは困難であり、大学は地域社会との協働により取

をその世界の人材として生かす仕組みが必要です。私は

り組み、地域性を基礎とした産学官連携を進めることが

その仕組みとしての可能性をスーパー連携大学院構想に

必要です。

見ています。この連携大学院構想の入口は連携等の大学

スーパー連携大学院構想はそのよいきっかけになると

院ですが、推進において産学官のネットワーク化を進め

思っています。また、その推進上のバネとしても活用で

るなかで、産業界や地域社会に人材を還元させていきま

きると思います。これから 2 年余りでのスーパー連携

す。構成大学院の連携とともに、その成果を最大化する

大学院構想の充実に期待しております。

個々の大学院と地域との連携が形成されるでしょう。

●秋田県立大学

人と人との接触こそが基礎

学長

辺境の創造性を活かして

小林俊一氏

システム科学技術学部 教授／WG2委員

秋田県立大学は開学 10 周年を迎える。人材育成に加
えて、地域の特質を生かした産官学連携に力点をおいて
きたが、培ったものはグローバル化の要求にも応えなけ
ればならない。しかし、小さな規模の大学が各分野を網
羅して幅広い視点で諸課題に取り組むには難しい面が多
い。産官学の広域連携を通したイノベーション人材の育
成を行い、アカデミア以外の広い分野で活躍する博士の
養成を行うためには、スーパー連携大学院に期待すると
ころが大きい。各大学が有する得意分野を補填しながら
より高度のものを創成することは教員にとっても有意義
であるが、遠隔教育や通信のみで実現することには限界
がある。従って、スーパー連携大学院が推進する教員や
学生が自由闊達に動ける
制度に大いに期待したい。
人と人との接触こそが人
材育成と産官学連携の基
礎であることに疑問の余
地はない。

谷内宏行氏

秋田と言えば「なまはげ」と「きりたんぽ」ぐらいし
か知らなかった私がどういうご縁か秋田県立大学の教員
となり一年が経過しました。昨年の９月から「スーパー
連携大学院」のＷＧの委員となり、構想検討に参加して
います。私が期待するところは、イノベーション博士に
ふさわしい新しい称号をつけた博士が多く輩出すること
です。
秋田は老年人口割合全国２位、出生率全国４７位、死
亡率全国１位、まさに日本の１０年先を地で行っている
ところであります。しかし、昨年の小学校・中学校の学
力テストは全国１位、持ち家比率全国２位と豊かで教育
熱心なところでもあります。この秋田からスーパー連携
大学院を活用し地元に貢献することは「辺境の創造性」
を活かした発想の転換と、粘り強い県民性を生かした中
小企業支援が可能になると言えます。特に本学キャンパ
ス周辺に多数事業展開しているＴＤＫ㈱をはじめとする
電子産業での新技術の開発、後継者教育に力を発揮でき
るのではと考えています。

平成２０年度の新入生歓迎会
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●長岡技術科学大学

産業界との積極的な連携を
学長

具体的な博士像と方策を

小島陽氏

文部科学省の近年の大学院重点化政
策により、博士後期課程の定員が大幅に
拡大し、アカデミアにしか興味を持た
ないポスドク人材が大量に国内外に溢れている反面、視
野や価値観が狭く柔軟性に欠け、専門知識や経験も偏っ
ているとの批判的見方を持つ産業界からは敬遠されてき
た。そこで、この矛盾を解決し、博士人材がイノーベイ
ションを担う有用な人材として広く産業界に受け入れら
れ、経歴に値する重要な活躍をするためには、アカデミ
ア以外の分野で即戦力になれる優れた人材の育成が、大
学等の教育研究機関の重要な急務になっている。そのた
めには、産業界からの実質的で積極的な連携と相互協力
が必須であると共に、育成する人材像を明確にし、複眼
的で実践的なカリキュラム開発や長期インターンシップ
の実施などにより、専門領域での十分なトレーニングと
共に、広い学術技術分野での豊富な知識を体得させる事
が不可欠である。今回、スーパー連携大学院プログラム
が文部科学省に採択された事は、これらの博士人材の現
状の深刻な問題点の解決に役立つ事と大いに期待してい
る。幸い、弊学は創立以来３０余年の間、
「創造的で実
践的な指導的研究者・技術者の養成」を基本理念として、
多くのイノーベイション人材を世に送り出して来た実績
から、本プログラムの遂行に十分に実質的な貢献を出来
るものと考えている。

理事・副学長／協議会・WG1委員

西口郁三氏

此度文部科学省の「戦略的大学連携プログラム」に
採択された「スーパー連携大学院構想」が真に実り多く、
かつ価値高い成果を得るためには、先ず関係者の間で、
具体的な目標とする博士人材像について明確にし、その
上でその養成の具体的な方策について共通認識を深める
ことが重要であると思われます。特に、その目的の達成
には、大学だけの努力では最早限界があることが明白で
あり、産業界からの積極的で、実質的な協力が必要不可
欠であります。具体的には、従来の大学での専門分野で
の深い知識や研究実績の他に、企業からの講師による産
業技術、技術者倫理、技術開発の成功例や失敗例などに
関する講義や実習、企業でのインターンシップなど、将
来企業での指導的技術者として十分な活躍や貢献ができ
るための実践的実力、幅広
く柔軟な発想や考え方を身
につけさせる必要があると
思われます。本学も今回の
プログラムの遂行メンバー
の一員として最大限の努力
を尽くす所存です。
キャンパス航空写真

●中央大学

幅広い知識の提供を

総長・学長

集中型か？ 分散型か？

大学院理工学研究科委員長
理工学研究科 教授／WG1委員

永井和之氏

鎌倉稔成氏

中央大学では、大学院博士前期・後期課程の志願者を

システムを集中型にするか分散型にするか、これはい

増加させるため、例えば専攻を超えた共通科目履修など

つも問われるシステム設計の問題である。連携大学院は

を検討しております。このたび、スーパー連携大学院が

建物本体の建築を構想している取り組みであるので、集

構想され、大学教員の後継者養成のみではなく、様々な

中型とも見える。しかしながら、これが本当に連携大学

分野で活躍できる新しいタイプの研究者養成を目指すと

院を充実化させられるのか。連携に期待すべきは、個々

伺い、大いに期待すると共に、本学もできるだけ支援を

の大学院の持つ優れた点を伸ばしながら、新たな知の創

して参りたいと存じます。

出を図るべく、有機的結合し、それぞれの地域で拠点を

本学は、現在の連携校の中では唯一の都内にある大規

形成しつつもさらに一段と上のレイヤーでの統合を図る

模私立大学ですので、その特徴を活かし、技術分野だけ

ことが重要である。博士学位の問題点はすでに明らかに

でなく、法律・経営・会計など幅広い知識を提供するこ

なりつつあるが、イノベーション博士学位の行き着く先

とが可能と考えております。また首都圏に設立される連

について十分な議論が必要である。産業界は即戦力が欲

携拠点にも地理的に近いため、産業界と大学院生との間

しいだろうし、学界は就職活動を気にかけないで研究に

のコミュニケーションにも参画が可能と考えております。

専念できる学生の確保が目標の一つと考えられる。これ

このスーパー連携大学院構想により世界で活躍できる

に学生の思惑が入るのであるから、学生へのサービスが

新しい博士が誕生し、産業界もここで養成された優秀な

肝要である。異分野の融合、新たな知の創出、全人教育

研究者を、積極的に採用できる時代が迎えられることを

をキーワードとして取り組みに参加していきたい。

期待しております。
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●電気通信大学

それぞれの参加機関の
価値を高める試み

学長

オープンな教育環境が
効果的

梶谷誠氏

理事／WG1委員

スーパー連携大学院は本学の可能性を広げ高めると期

三木哲也氏

大方の企業のドクター学生採用の基準は①企業が必要

待しています。たとえば、

とする分野の研究者として来て欲しいか、②分野はさて

1. 博士課程への入学者が増え、大学院を活性化し、大学を活性

おき研究開発のリーダシップやマネジメント能力が期待

化する。
2. イノベーション博士人材の輩出と活躍が大学の社会的評価を
高める。
3. 産学官連携による博士人材育成が大学全体の産学官連携教育
を促進する。
4. 他大学との連携、協力関係が他の教育研究における他大学と
の連携を促進する。
5. 本学だけでは不可能な教育カリキュラムを利用できる。
6. 本学だけでは不可能な研究プロジェクトを構築できる。
7. 本学だけでは不可能な産業界等の支援を受けることができる。
8. 本学だけでは不可能な施設、設備、サービスを利用できる。
9. 本学の強みを活かした教育研究活動の新たな展開の可能性が
生まれる。
10. 他大学や産業界等における本学の存在価値が高まる

できそうか、であろう。スーパー連携大学院での人材育
成は後者を目指す。では企業が求めるこのような能力を、
修士もしくは学士で入社し 3 年ないし 5 年間仕込まれ
た同年齢の者よりもずっと高める教育の仕組みは何か。
日本の大学院に非常に欠けていた面である。スーパー連
携大学院での仕組みは、共同研究を活用することが特徴
であるが、一方多くの大学と企業関係者が密接に連携し
て作るオープンな教育環境自体が、最も効果的な仕組み
ではないだろうか。若者が人のふるまいに刺激されて育
つのは、今も昔も変わらないと思うからである。一大学
の狭い環境では、モデルにしたくなる様なこれぞという
人物を身近に得ることはなかなか難しいが、秀でた教員、

参加する全ての機関がそれぞれの特色を十分に発揮し

技術者、研究者、さらに志の高い学生が集うスーパー連

て、それぞれの価値を高め得ると確信しています。

携大学院においてこそ実現される教育環境と信じる。

●大分大学

イノベーション志向型
人材育成

学長

地域の特性に合った
仕組みの構築を

羽野忠氏

工学研究科 教授／WG1委員

「産学官連携によるベンチャー精神旺盛な博士の養

氏家誠司氏

スーパー連携大学院では、大学が連携することでそれ

成」を掲げたスーパー連携大学院構想が、実現に向けて、

ぞれがお互いに機能を強化し、発展しあうことが一つの

力強く進んでいる。昨年秋には戦略的大学連携支援事業

理想である。また、各大学の優れた点を連携できるよう

にも採択され、電気通信大学を代表校とした８つの大学

に改変しながら取り入れ、高度でかつ多様化した教育研

が連携し数年後の設立を目指しているのは、ご同慶の至

究のシステムを作ることで、さらに優れた展開が図られ

りである。従来から「使える博士」の養成が理工系大学

なければならない。スーパー連携大学院の成果の一つと

院に強く求められ、改革が取り組まれてきたものの、産

して、地方大学が活性化することによって、地域も同時

業界からは相変わらず厳しい評価が続いている。これは、

に活性化するということが期待されているが、大学がど

博士課程における教育方法もさることながら、指導する

のように活性化に影響を与えられるのか、また、新しい

教員における生産現場での体験不足や、現実から乖離し

大学院プログラムで育成したイノベーション博士人材を

た課題設定等に問題があったからではないだろうか。こ

地域へ定着していけるのかが、難しい重要な課題である。

れらに対してスーパー連携大学院では、多様な大学が連

これについては、今後の取り組

携を保ちつつ産学官連携を基本とする博士教育を実施し、

みを通じて実現に向けて活動
しなければならないが、それぞ

地域および首都圏の先進的かつ意欲的な企業からの協力

れの地域の特性にあった仕組

が得られることで、必ずや社会の要望に沿ったイノベー

みの構築が必要であり、地域

ション志向型人材育成が可能になることと期待している。

での連携を強化していきたい。

4

●熊本大学

「技術立国日本」
を支える
ために

学長

若者が進化を遂げるために

﨑元達郎氏

自然科学研究科 副研究科長／WG1委員

吉朝朗氏

平成２０年度の文部科学省・戦略的大学連携支援事業

2030 年問題、人口増加とエネルギー使用量増加によ

として、本学もその一員として参加している「スーパー

る地球環境の劣悪化・不安定化を乗り越え「持続可能な

連携大学院」が採択されたことは誠に喜ばしい限りです。

文明」を創造できるか否かは、次世代を担う人材の育成

本構想のもと、産学官すなわち大学、産業界、地方自治

に懸かっています。すなわち、未知の問題を科学的に分

体が連携し、企業の多様な分野で即戦力として活躍可能

析でき、ブレークスルーに繫繋がる高いレベルの専門能力

な博士人材を育成するための広域ネットワークを構築

をもつ個性豊かな人材輩出が必要不可欠と考えます。イ

し、産学官の人材育成面での連携を一段と加速すること

ノベーション、創造は異質なものとの出会いから起こる

は「技術立国日本」を支えるうえでも極めて重要である

といえます。バックグランドとしての識見の広さと真価

といえます。本学においても、これまでに教育・研究両

を見抜く力が必要です。PC のような製品の発明により、

面における産業界や地方自治体との連携を深めてまいり

新しいスタイルが生み出され、古い機能のシステムや商

ました。この「スーパー連携大学院」構想のもと、これ

品は世間から見放される時世です。激流から澱みまで伴

まで個々の大学がそれぞれ進めていた産学官の連携の輪

う劇的な変化に対応するための企画力と瞬発力、リーダ

を大きく開き、次世代を担う国際的に活躍可能な研究人

ーシップ等を発揮できない企業は倒産する。日本各地に

材を輩出できるように参加大学の一員として、可能な限

は、人材を含めた宝が沢山隠れています。若者が進化を

りの努力を惜しまないつもりです。

遂げうるような、新しい博士人材育成と、適材を適所へ
と出会いの機会を広めるようなシステム創りに期待しま
す。

●崇城大学

国公私の枠を超えた
新しい博士養成を

学長

理系大学院生育成の
充実に期待

中山峰男氏

大学院工学研究科長／WG2委員

現在、進められているスーパー連携大学院設置計画が、

水田義明氏

5 学部から成る本学の大学院には、工学部、情報学部、
生物生命学部の上に工学研究科（10 専攻）があり、芸
術学部の上に芸術研究科（3 専攻）があります。6 年制
の薬学部学生が卒業する 2 年後には薬学研究科が設置
される予定です。工学研究科では応用生命科学専攻の学
生が比較的多く（修士 36 名、博士 14 名）
、国際的視野
から地域に貢献できる生命科学の実学的リーダー育成の
ためのライフサイエンス研究所設置の準備（写真）を進
めています。また、応用化学
専攻では、先端ナノサイエン
スの推進に向けた高機能装置
を集結させた施設設置を準備
しています。
「スーパー連携大学院」は、
理系大学院生育成のさらなる
充実に拍車をかけるものと期
待しています。

文部科学省の戦略的大学連携支援事業に採択されたこ
とは、本学も検討に参加していることもあり、大変うれ
しく思っています。この支援事業への指定が大学院の具
体的設置へ向けて加速することを期待しています。私ど
も崇城大学におきましても、大学の社会的貢献、即ち大
学が地域経済社会の発展に寄与することを大きな目標の
1 つに掲げています。その具体的な動きとして、本学と
10 余の自治体等と友好協力協定を結び、地域発展のた
めの動きを始めています。計画されています「スーパー
連携大学院」は、地域社会、産業社会との連携によるカ
リキュラム作成、博士論文のテーマアップを図ることを
内容としています。私は、このように、国公私の枠を超
え、産業界、行政の協力の下に新しい博士養成に向けた
「スーパー連携大学院」に心から期待しています。

ライフサイエンス研究所



●活動報告

報告事項

提携大学紹介
■ 富山大学

大学院理工学研究部 副学長･教授

池野 進 氏

大学院理工学研究部 教授		

寺山清志氏

2009年
2/16

第6回WG1・第6回WG2

2/19

第5回WG3

2/20

第3回連絡会

3/9

第7回WG1・第7回WG2

大学院総合工学系研究科長 繊維学部長 平井利博氏

3/12

第4回連絡会

繊維学部 学部長補佐		

3/13

第6回WG3

3/18～21

中国深セン視察研修会

■ 福井大学

大学院 工学研究科 教授		

野村康則氏

■ 信州大学

平林公男氏

■ 三重大学

理事 副学長			

奥村克純氏

創造開発研究センター 教授

西村訓弘氏

3/26

学術情報部 社会連携チームリーダー 橋本城次氏

スーパー連携大学院への期待」

■ 福岡工業大学

東京事務所 理事			

スーパー連携大学院第1回シンポジウム
「イノベーション博士の課題と

森 敏氏
■ シンポジウムご案内リーフレット

上記の方々に委員としてご参加頂いています。コメ
ントを頂いて次号以降で掲載する予定です。

産学連携コーディネーター紹介
創造的な産学連携システムの構築を目指して
小川俊也氏
profile
事務機関連企業で情報処理システム、デジタ
ル画像処理技術等の研究開発及び品質マネジ
メント業務に従事。退職後、文科省産学官連
携コーディネーター、現在電気通信大学で情
報通信研究機構の民間基盤技術研究促進制度
に関する連携事業を推進中

大学教育、特に大学院における学生の充足率、ミ
スマッチ、質の問題などが顕在化しつつあり、先行
き不透明な激動の時代にタイムリーな「スーパー連
携大学院構想」にコーディネーターとして携わること
になりました。我々の役割は、スーパー連携大学院
と連携大学及び提携大学とが、EVEN で WIN-WIN の
関係で創造的な産学連携システムを構築することで
あると考えます。その狙いとしては、何よりも第一

※ホームページからダウンロードしてご覧頂けます

の受益者である学生の満足度を最大限にし、社会で
活躍できる人材を輩出して、産業界の信頼を獲得し
なければなりません。産学官連携コーディネーター
の経験と人的ネットワークを生かして、学生の実践
的プロジェクト研究が可能となるような研究テーマ
を発掘・融合し、産業界と連携したプロジェクトの
運営などにお役立ちしたいと思います。どうか関係
各位の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

スーパー連携大学院
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TEL 03-5667-3031 FAX 03-5667-3032 e-mail jimu@super-daigakuin.jp URL http://www.super-daigakuin.jp

6

第2号

