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●スーパー連携大学院プログラム 
 スーパー連携大学院コンソーシアムは、“多様な社会ニーズを踏まえて実社会で活躍するイノベーション博

士人材の育成”のため、産学官により運営しています。本プログラムでは、「志」、「基礎・専門知識」、「実践

力・マネジメント力」、「創造性」、「先見性・革新性」、「コミュニケーション力」、「倫理・教養」等の涵養の

ため、“志”教育科目、教養基礎・応用科目を設置しています。また、専門科目の中に地域学を設け地域の特

色を生かした授業を行っています。 

 受講生は所属大学の所要単位とは別に、博士前期課程 30単位以上、博士後期課程 20単位以上の取得とそ

の総合成績 GPA 3.2/4.0以上の成績が求められ、さらにインターンシップ（短期・長期）の実施や英語の数

値目標もあり、厳しい履修条件で学修しています。授業は基本的には e-ラーニングで実施し、討議や課題発

表も e-ラーニングで実施しています。“志”教育科目の「社長の講話」などは集合教育で開講し、連携大学

の各地域を知ることや、他大学の受講生と交流を深めることにもつながっています。 

 今回はこのスーパー連携大学院プログラムから、授業の一部をご紹介させていただきます。 

 

2013年度スーパー連携大学院カリキュラム表（抜粋） 
http://www.super-daigakuin.jp/pdf/2013curriculum.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年度スーパー連携大学院 
プログラム・受講生研究の紹介 

 
 スーパー連携大学院コンソーシアム web ニュース 

2013 年 11 月６日 

区分 No 必修 受講対象 授業科目名 講義種別 開講機関 

志
教
育
科
目 

1 
 

M/D 情報システム学基礎１ e-ラーニング 電気通信大学 

2 
 

M/（D） ベンチャービジネス論 集合教育 大分大学 

3 ○ M/D 現役社長の講話Ⅰ 集合教育 秋田県立大学 

4 ○ M/D 現役社長の講話Ⅱ 集合教育 富山大学 

5 ○ M/D 現役社長の講話Ⅲ 集合教育 大分大学 

6 ○ M/D 現役社長の講話Ⅳ 集合教育 北見工業大学 

教
養
基
礎
・応
用
科
目 

7 
 

M/D 数理科学特論 e-ラーニング 北見工業大学 

8 
 

M 国際科学技術コミュニケーション論 e-ラーニング＋集合教育 電気通信大学 

9 
 

M/D 知的財産権特論 e-ラーニング 電気通信大学 

10 
 

M/D MOT 基礎論 e-ラーニング 室蘭工業大学 

11 
 

M/D ロジカルシンキング入門・実践講座 集合教育 富山大学 

専
門
科
目 

12 
 

M/D 計算材料科学 e-ラーニング 室蘭工業大学 

13 
 

M/D 精密加工学特論 e-ラーニング 北見工業大学 

： 
  

     ： 
  

： 
  

     ： 
  

 
地
域
学 

48 
 

M/D 雪氷学特論 e-ラーニング 北見工業大学 

 
49 

 
M/D 大分地域における生物系資源の利用技術 集合教育+e-ラーニング 大分大学 

プロジェ

クト実践 

50 ○ M 短期インターンシップ 
  

51 ○ D 長期インターンシップ 
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「現役社長の講話Ⅲ」受講生 

 志教育科目  “志”教育科目は、時代の最先端を進んでいる起

業家・企業家から直接話を聞き、ディスカッションを通じてイノベー

ションマインドを育成することを目的として実施している授業です。

連携大学の各地域で開講し、これまで秋田県立大学で「現役社長の講

話Ⅰ」、富山大学で「現役社長の講話Ⅱ」が開講され、今年度大分大学

で「現役社長の講話Ⅲ」がスタートしました。7月 26日（金）～28

日（日）に実施され、プログラム受講生は大分大学 2名、秋田県立大

学 1 名、電気通信大学 7名、大分大学の学生 3名の計 13名が受講しま

した。 

 第 1日目は大分県宇佐市にある安心院葡萄酒工房と三和酒類（株）、

大分市にある池見林産工業（株）の 3か所を見学しました。 

 安心院葡萄酒工房ではワイン製造工程を、「いいちこ」で有名な三和

酒類では焼酎の製造工程や酒造りに使う湧水の源泉を見学しました。 

 フローリング材日本シェアトップの池見林産工業（株）では、フロ

ーリング材の加工現場を見学しました。 

 第 2日目は、モバイルクリエイト（株）代表取締役社長 村井雄司氏、

三和酒類（株）代表取締役社長 和田久継氏、池見林産工業（株）取締

役社長 久津輪光一氏の講話を聞き、活発な質疑・討論が行われました。 

 また、終了後講話いただいた 3人の社長を囲み情報交換会が行われ、

各社長さんのお話を伺いながらの楽しい歓談の場となりました。 

 受講生からは、「これまでの学生生活の中では会社の経営者やトップ

の話を聞く機会はなかったので、とても有意義な時間でした」との感

想も聞かれました。 

 

 地域学科目  地域学科目は、連携する各大学における地域の特性や特徴的な内容を授業科目としてい

ます。現在は北見工業大学と大分大学で 2科目が開講されています。今後も各大学で地域性を活かした科目

を開講していきます。「雪氷学特論」と「大分地域における生物系資源の利用技術」をご紹介します。 

「雪氷学特論」担当教員 高橋 修平 北見工業大学 
 「雪氷学特論」は、寒冷地域や極域で特

有の自然現象について学び、氷床・氷河、

海水、オーロラ、オゾンホール、永久凍土、

極域大気汚染、氷惑星など、極地の現象を

自然科学的に考えるとともに環境を地球的

規模から見る目を養うことを目的としてい

ます。北海道ならではの寒冷地工学や、極

地の自然を知ることができる授業です。 

 

 

「大分地域における生物系資源の利用技術」担当教員 井上 正文 大分大学 
 「大分地域における生物系資源の利用技

術」は、地域資源の利活用技術の理解を通

じて、日本固有の資源活用に関心を持つこ

とを目的とする授業です。 

 大分地域の環境・文化、木質材料の特性

や建築物、大分大学で行った技術開発事例、 

国際的研究活動事例等の紹介を行っていき

ます。 

 

 

3 人の社長との質疑・討論（左から村井

雄司氏、和田久継氏、久津輪光一氏） 

海岸に押し寄せた流氷（紋別） アラスカ、マッコール氷河 

大分大学で開発された竹製コネクターが使用された 

＜長久手日本政府館＞２００５年開催の愛・地球博 
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●受講生の研究 

 スーパー連携大学院プログラムの博士後期課程では、企業等との共同研究に参画して学位研究を行い、共

同研究型サーティフィケート研究の成果をまとめた論文を提出することになります。博士後期課程には現在 

木山正啓さんと栗橋翠さんの 2名が在籍しています。それぞれの研究内容をご紹介します。 

 
【医療分野を革新する生物発光標識材料と機器システムの創製】 

木山正啓さん（電気通信大学大学院情報理工学研究科 牧研究室） 
 

 がんの克服や、再生医療の実用化をするには、がん

細胞や薬剤等が体の中のどの位置にあるのかを特定す

る技術が必要不可欠です。そのための技術が、ターゲ

ットとなる物質を発光させ、体の外部からその光を検

出する「インビボイメージング」ですが、現在の技術

では脳や肝臓、すい臓などの血流の多い場所や体の奥

深くの物質の検出は困難です。 
 電気通信大学の牧研究室で開発した発光物質「アカ

ルミネ®」（黒金化成株式会社の技術力により，和光純

薬工業株式会社から販売中）は、生体内を透過しやす

い近赤外線領域の発光をすることで、脳や体の奥の器

官にある物質も検出することができます。本研究では、

このアカルミネをより実用的に改良するとともに、機

器や酵素といった使用ツール・機器システムを充実さ

せ、30,50 年後の医療技術の開発加速を目指します。 
 

 
【交通事故のリスク軽減システムにおける共助の導入と有効性の検証】 

栗橋翠さん（電気通信大学大学院情報システム学研究科 田中研究室） 
 

 自動車交通事故のリスクを軽減するシステムは、これまで研究および実用化されているほぼ全てが、自分

の車体を取り巻く状況を検知して「自分に及ぶリスク」を軽減するためのシステムといえます。しかし、自

分の車体に搭載するセンサー等からは検出しづらい他車両・建造物による死角が要因となる事故（右直事故、

出会い頭事故、合流事故、玉突き事故など）への対応は非常に難しいのが現状です。 
 このような、事故当事者から原因が見えにくい事故を防ぐには、事故とは無関係な他車両等からの情報提

供が必要です。これは情報発信側

から見れば「自分とは無関係のリ

スク」を軽減するためのシステム

となり、防災分野における「共助」

に似た性質を持つ、他者を助ける

ためのリスク軽減システムです。 
 本研究では、この新たな設計思

想に基づくリスク軽減システムの

有効性を検証し、インフラ整備等

を必要とすることなく実現可能で

あることを証明します。 
（左）既存のリスク軽減システムの支援範囲（青い車が、自身を守る） 
（右）新しいリスク軽減システムの支援範囲（青い車が、周囲を守る） 

 

右が「アカルミネ」 
同様に様々な色の発光物質を作成（左の 2 つ） 
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●地域コアコーディネーター紹介 
 スーパー連携大学院コンソーシアムの参加大学による大学間連携共同教育推進事業では、各地域の大学が

核となる産学官連携の地域コアの整備することになり、本年度より地域コアコーディネーターを配置しまし

た。地域コアコーディネーターは、地域の課題を解決する共同研究プロジェクトや人材育成機能を強化し地

域再生に貢献いたします。 

室蘭工業大学 社会連携統括本部

臺丸谷 政志（masashi@mmm.muroran-it.ac.jp）

室蘭地域は良港に恵まれ明治期より製鉄・重工・造船等の重厚長大型産業を基幹としたものづくりのまちと
して北海道で唯一の工業都市として発展してきた．現在，基幹企業はじめ地元各企業は基盤技術産業のさ
らなる発展と共に室蘭工業大学等の研究開発機関と連携し，機械・金属，エンジニアリング，環境産業など
の新分野への事業展開を進めている．

北見工業大学 研究協力課

永島 俊夫（左）・百瀬 雅将（右）

室蘭地域

北見地域

北見を中心としたオホーツク地域は北海道の北東に位置し、他の地域にはない豊かな自
然に恵まれています。産業としては大規模な畑作、酪農、水産業、林業などの一次生産が
盛んで、関連する加工会社も数多くあります。そのような地域の特色から、環境やエネル
ギー、寒冷地、食品などに関わる特徴ある研究課題も豊富な地域です。

（kenkyu08@desk.kitami-it.ac.jp）

富山大学 大学院理工学研究部（工学）

梶 護（左）・野末 武（右）
富山地域

本学が拠点を置く富山県は、水平方向わずか１００Kmにある、高さ３０００ｍの立山連峰か
ら深海１０００ｍの富山湾までの高度差４０００ｍを超える流水域が、自然の恵みや生活基
盤を育み豊かな暮らしを実現しています。古くから水力発電、アルミ産業、医薬品の製造・
販売に加えて、機械、電気・電子部品などのものづくり産業の集積が進んでいます。

（kaji@ctg.u-toyama.ac.jp ・ tnozue@eng.u-toyama.ac.jp）

電気通信大学 スーパー連携大学院推進室 （統括コーディネーター兼務）

宇梶 純良（ukaji@super-daigakuin.jp）

今秋、東京で５４年ぶりとなる国体が開催されます。メーン会場は、電通大がある調布市の味の素スタジア
ムで、多摩地区では東京オリンピックの開催が期待されています。ところで多摩地区とは？ 明確な定義は
ないのですが、東京都西部と隣接する地域を指し、電気・情報通信機器、電子部品、輸送用機械等首都圏
のモノづくり産業の集積地となっています。

多摩地域

大分大学 工学部

後藤 保広 （gotou-yasuhirob@oita-u.ac.jp ）

本地域では、県科学技術振興指針において、温泉熱や小水力など再生可能エネルギー産業の育成、東九
州メディカルバレー構想の推進、電磁力を応用した省エネ・高効率型新産業の創出、県内自動車関連産業
の一層の集積、半導体で培った技術や人材の成長分野への活用、食品産業などが行う農商工連携や６次
産業化などが謳われて重点課題となっている。

大分地域

秋田県立大学 本荘キャンパス教務チーム

高石 稔 （takaishi-minoru@akita-pu.ac.jp）

電子部品・デバイス産業の占める割合が大きく、特に本荘由利地域を中心に関連企業が集積し、本県の製
造業を牽引しています。近年では、鉱山技術を活用した環境・リサイクル産業や、医療機器・医薬品の企業
立地の進展、自動車や航空機産業への参入が見られるなど、秋田を思い、生きていこうと考える力強い社
長さんが大勢いらっしゃいます。

秋田地域
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