
スーパー連携大学院
文部科学省 平成20年度「戦略的大学連携支援事業」教育研究高度化型

スーパー連携大学院が目指す、3つの目標

多分野での即戦力〟イノベーション博士人材〟の育成

連携・教育・研究の一大拠点を首都圏に設置

国公私立大学と産官の広域連携による地方の活性化

産学官の広域連携を通じたイノベーション博士人材の育成

「戦略的大学連携支援事業」とは
国公私立大学間の積極的な連携を推進し、各大学における教育研究資源を有効活用することにより、当該地域の知の拠点として、教育研究水準のさらなる高度化、個性・特色の明確化、大学運営基盤の強化等を図る



           

これまでの日本の博士の活躍の場は、大学や研究機関に偏っており、企業の現場や官公庁等

には少ないのが現状です。欧米の博士事情との大きな違いです。

日本がイノベーティブな社会であるためには、社会のさまざまな分野で活躍する博士の存在

が欠かせません。なぜなら、博士は常に新しいこと、未知なることに挑戦する未来の開拓者

であるはずだからです。

また、都市と地方の格差が拡大し、ひいては日本全体が弱くなっています。地方が活力を保

つためには、その地域の知的拠点としての大学の存在が不可欠です。地域の活性化と大学の

活性化は一体と考えるべきです。小規模大学であっても、高度人材育成のレベルを維持する

必要があり、博士養成の機能の活性化が必須です。

このような状況の中で、社会が期待する博士の養成はどうあるべきか。これまでの博士養成

を見直し、次のような視点から革新的な取り組みをしてみようということになりました。

博士養成を社会の問題としてとらえ、大学と産業界と行政が一緒になって取り組

む体制を構築する。

積極的にノンアカデミア分野で活躍する博士を養成する。

小規模な博士課程を持つ地方の大学が連携して、各大学の特色ある強みを活かす

ことによって、単独ではなし得ない新しい人材育成機能を創造する。

大学と産業界の連携グループが、将来に向けて必要とされる複合的・融合的課題

に関する研究プロジェクトを結成し、そこに博士課程の学生を参加させる産学連

携教育システムを構築する。 

以上のような考えを具体化するスーパー連携大学院の実現に向け準備を始めました。この取

り組みに関心をお持ちになりましたら、ホームページをご覧いただき、直接準備室までお問い

合わせください。そして、ぜひこの取り組みにご参加ください。
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協議会委員長からのご挨拶
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産業界が待つ、
新たな人材づくりへのスタートダッシュ！

全国の国公私立大学・産業界・自治体が対等な立場で参画し、広域連携のもと、

社会的ニーズに真に応えるイノベーション博士人材を育成する 「スーパー連携大学院構想」 は、

文部科学省 平成20年度 「戦略的大学連携支援事業」 教育研究高度化型に採択されました。

大学院教育のあり方を変革し、産業界が待ち望む人材を輩出し、

地域振興にプラスの波及効果をもたらすであろう当事業への注目度は、

各界より日に日に高まってきております。

ところで、当事業の推進力の源泉は、産業界の皆さまの積極的な参画にあります。

教育カリキュラムの開発や共同研究プロジェクトの立ち上げなど、民間の持つ豊富なノウハウをもって、

この構想の具体化、そして設置準備にどうぞご協力ください。

1	産学官協働で
	 地方人材育成

広域連携を含む産学官協同

プロジェクトを立ち上げ、

それを研究教育題材とする

ことにより、地方で活躍す

る即戦力「イノベーション

博士」を育成します。

地域発展への6つの貢献

2	地方での産学
	 連携研究教育

スーパー連携大学院のノウ

ハウを元に、地方大学が独

自の人材育成システムを構

築します。そこから以下の

ような波及効果が期待でき

ます。

3	地方が地方を
	 支える課題解決

スーパー連携大学院の全国

的なネットワークを使って

他地方の大学の研究と結び

付くことで、従来対応でき

なかったような課題の解決、

地方が地方を支える形での

課題解決が行えます。

4	地方学生への
	 教育機会増加

地方大学が開設するサテラ

イトキャンパスや遠隔授業

を通じ、学生は他地方の特

色ある講義を受講すること

ができます。

5	地方発ベン
	 チャーを支援

地方大学発のベンチャー企

業が、スーパー連携大学院

のインキュベーション機能

を活用し、都心での販路等

の開拓・顧客拡大を行い、

地方に利益をもたらします。

コンベンションセンター

インキュベーション施設

民間企業研究施設・
実験棟

宿泊施設
（ドミトリー・ホテル）

スーパー連携大学院本部棟
サテライトキャンパス

運動場公園

アプローチ

国際会議場

◆大学の地域社会における位置づけ、役割の明確化

◆教員や学生が地域の視点を持つ機会の増加

◆大学間や海外大学との連携や人的交流の拡大

産
学

官
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5	地方発ベン
	 チャーを支援

地方大学発のベンチャー企

業が、スーパー連携大学院

のインキュベーション機能

を活用し、都心での販路等

の開拓・顧客拡大を行い、

地方に利益をもたらします。

6	
社会人再教育・

	 留学生支援

地方在住の社会人、地方大

学出身の社会人の再教育に

ついて、幅広い機会と選択

肢を提供します。また、留

学生の積極的な受け入れを

行い、卒業留学生を通じて

地方から世界への展開を図

ります。

Action
第4

Check
第3

Do
第2

Plan
第1

事業計画の改善と新規事業計画の実施
■新たなビジョンに沿った事業改善、
　必要となる新規事業を展開
　（スーパー連携大学院の第二期構想）

各種事業の点検・評価、学生の輩出開始
■各種事業のあり方、方向性の再検討
■新たな状況下における「地域社会発展ビジョン」
　「地域における人材開発ビジョン」のとりまとめ

大学院設置・学生受入、各種事業開始
■大学院研究科等設置
■サテライトオフィス、サテライトキャンパス、その他の関連事業推進体制の確立
■参加大学の関連事業の合理化

計画・準備
■システム設計
■システム開発
■実装

20〜~22年度平成 23〜~25年度 26〜~28年度 29年度以降

前期

21年度 22年度 23年度

後期 前期 後期 前期 後期

1 基本設計

2 詳細設計・個別的事項

3 関連事業の枠組みの設計

4 教育課程の開発
　学生募集の連絡
　カリキュラム開発等
　授業内容開発等

5 産学官連携システム開発

6 大学間連携システム開発

7 広報・渉外活動（シンポジウム開催）

8 新規組織設置準備

9 拠点間を結ぶ高度コミュニケー
　ション環境［含むe-ラーニングコンテンツ］

検討開始 大綱策定 決定

検討開始 大綱策定 決定

大綱策定 決定検討開始 →

→

決定検討開始 →

→開発開始 詳細決定

大綱策定

→調査開発 試行 → →

単位互換
サテライト
オフィス

共同研究
プロジェクト

地域連携
プロジェクト

→
大学案内公開→ →

［開催］
学生募集開始

［開催］
実施

［開催］

設置・
採用開始→ 規則等整備 → 開設整備開始調査

全拠点評価数拠点評価 → →試行＆評価整備検討

協議会

各種作業委員

外部評価委員会

その他委員会スーパー連携大学院
パーク建設委員会

教育課程開発委員会制度設計委員会

幹事会

監査

地域部会

連絡会

広報
全体理念、設置形態、課
程外育成、環境整備、産
学官広域連携等、制度の
基本設計を担う

カリキュラム開発、研
究指導・プロジェクト、学
位認定、ダブルディグリ
ー、学生募集、入学者選
抜、学生支援、社会人学
生、留学生、FDなどの検
討と試行を担う

サイエンスパーク、イン
キュベーション施設、サ
テライトオフィス・サテラ
イトキャンパスの整備等
を担う

順次開設

参加機関の代表者により構成される運営・管理機関

参加機関以外の産学官機関から
数名で構成される外部評価機関

個別作業事項を実施するための
委員会から構成

各委員会の連絡・調整・進捗の点検と見直しを行う

実施計画

実施内容

実施体制

20年度



           

連携・教育・研究の
一大拠点を首都圏に
設置

 社会のニーズに真に応える

イノベーション
　博士人材を育成

多分野での即戦力
“イノベーション博士
人材”の育成

スーパー連携大学院の

運営目標

国公私立大学と
産官の広域連携に
よる地方の活性化

スーパー連携大学院の

人材育成の目標

スーパー連携大学院の

3大目標

1ベンチャー精神旺盛で自立を目指す

2アカデミア以外の分野で活躍する

3 専門分野への深い造詣の上にマネジメント力を兼ね備える

4 未来志向の先見性と革新性を有する

5 質の高いコミュニケーション力を発揮する

6リーダーとして尊敬される深い教養を備える

方針5 方針6

地方産業･大学の
広域連携をサポート
地方の大学が単独で対応できない産

業ニーズに対して、地方の強みを活

かし弱みを補い合うスーパー連携大

学院の広域連携によって的確に対応

し、地域の活性化に寄与します。

具体的な連携拠点を
設置する
スーパー連携大学院では、固有の施

設を用意し強固な連携基盤を構築し

ます。固有の施設での円滑なコミュ

ニケーションを保つことで、多様な

分野、多彩な立場の人々のコラボレ

ーションが可能になります。

産学官の協力で
カリキュラムを作成
カリキュラム作りから産学官協同で

行うことで、真に社会に求められる

能力を持つ博士を育成します。参加

大学からだけではなく、企業、海外

などから教授を招聘し、実践的な教

育と研究を行います。

方針2 方針3

産学協同研究プロジェクト
を研究題材に
学生の教育研究活動はすべて、複数

分野にまたがる産学官連携プロジェ

クトによる研究で行います。学生は

主体的に企画、進行、管理に関わる

ことで、マネジメント力を始めとす

る「6 つの志」の能力を磨きます。

産学官の協力で
運営する
産学官それぞれの機関からの代表が

実質的な運営を行う機関に参加しま

す。立ち上げの段階から、産学官の

各機関は対等な立場で連携し準備を

行います。

方針1

多様な学生を
積極的に支援
学生にはリサーチアシスタント等の

人件費手当、修学支援等を行います。

学部卒業生だけでなく、社会人や留

学生を多く受け入れます。修業時間

を取りづらい社会人学生には、長期

履修制度などを用意します。

方針4

6つの志



ご 連 絡 先

スーパー連携大学院準備室

連携校・
　提携校

IT

システムバイオ

流通

医薬

農林水産

産 業 界

関係団体

北見工業大学 

電気通信大学
（代表校） 

弘前大学 

長岡技術科学
大学

熊本大学

大分大学

崇城大学

中央大学

秋田県立大学

■江戸川区

■社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA） 

福井大学

福岡工業大学

三重大学

信州大学

富山大学

行政・ 
 地域社会

金融

素材

電子

県

国

町

府

市

都

区 村

〒134-0091　東京都江戸川区船堀 3-5-24　

コラボ産学官プラザ in TOKYO 5F　508・509 号室

TEL 03-5667-3031　　FAX 03-5667-3032

e-mail jimu@super-daigakuin.jp

URL http://www.super-daigakuin.jp
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