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		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

スーパー連携大学院を構想

スーパー連携大学院を構想するに至

った背景には、これまでの日本の高等

教育とりわけ人材育成に関する大学と

社会のコミュニケーションの欠如があ

ります。そもそも人を育てるのは、一

人ひとりの人生のためであると同時に

社会全体のためです。にもかかわらず、

教育機関と社会の間に厚い壁があり、

コミュニケーションが不足しています。

そのため、相互理解が不十分などころ

か互いに責任をなすり合うことすら珍

しくありません。このままでは何も改

善されず進歩もありません。教育の最

大の受益者は社会であり、質の高い人

材育成によってのみ社会の質を高める

ことができるという認識を確認し、社

会と教育機関が初心に帰ってコミュニ

ケーションを図らねばなりません。

産学官連携で人材育成

産学官連携は、産学官がそれぞれの

間の壁を低くし、相互理解と相互作用

によってそれぞれの使命達成の質を高

めることを目指すものです。人材育成

の面でも今や産学官連携は不可欠とな

っており、産学官のコミュニケーショ

ンを通して人材育成を協働する場を必

要としています。

高等教育の最高峰である博士育成

は、日本の高等教育の中で最も社会と

大学のミスマッチが大きく、せっかく

の人材が活かされていません。日本が

真にイノベーティブな社会を目指すな

ら、社会のあらゆる分野で博士レベル

の人材に活躍してもらう必要がありま

す。スーパー連携大学院は、産学官の

連携によって、すなわち産学官のコミ

ュニケーションの場を軸として、協働

作業によってイノベーション博士人材

を育成しようとする実験です。

イノベーション博士人材を育成しよ

うとするなら、スーパー連携大学院自

身もイノベーティブな挑戦的な取り組

みでなければならないでしょう。
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スーパー連携大学院「ニューズレタ

ー」の発刊に際しお慶び申し上げます。

さて、江戸川区は毎年人口が増加し、

現在 67 万人を超える全国有数の大都

市に発展しております。また、本区は

その名の通り、江戸川をはじめ荒川や

新中川などの豊かな河川と東京湾に面

した水辺の都市です。さらに、全国で

初めて親水公園を創造するなど、豊か

な水と緑とが巧みに共生している都市

でもあります。

ここで地域経済に目を転じて見ます

と、区内企業は約 23000 社あり、そ

の多くが中小零細企業であります。し

かし、バブル経済崩壊以降経営が厳し

くなっている企業が増えている現状に

あります。そこで区内企業の支援に向

けた新たな方策として、時代の要請に

も柔軟に対応できる産学官連携による

「21 世紀型の新しい産業振興施策」を

立ち上げ、67 万都市を支える活力を

高めていきたいと考えているところで

あります。

今回のスーパー連携大学院構想は、

まさに本区の希求していた産学官連携

による新しい産業振興施策の柱になる

ものと考えております。この実現によ

り、これまで 4 年制大学のなかった

本区に多数の大学院生、研究者、留学

生などが集積することになり、知の拠

点が出来上がるものと期待しておりま

す。さらに、このことは、区内の産業

界はもとより東京都、国への影響は多

大なるものがあると思われます。

繰り返しになりますが、経済の活性

化、賑わいの創出、まちづくりへの貢

献、区のイメージアップ、大学院施設

の区民への開放と交流など、本区にと

りまして大きな利点が想定されます。

大いに夢のある、効果の大きな事業で

あることから、実現に向けて支援して

いきたいと考えております。

スーパー連携大学院が設立され、21

世紀型の新しい産学官プロジェクトモ

デルがここ江戸川区から国内に留まら

ず、世界にも発信されて行くことを大

いに期待しております。
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2009 年 2 月 1日発行　第 1号

協議会委員長のご挨拶

電気通信大学長　梶谷誠氏

p ro f i l e
電気通信大学教授（専門はメ

カトロニクス）、同大学共同

研究センター長、学長を歴任

後、2004年4月より信州大学監

事並びにコラボ産学官理事長、

2008年4月より国立大学法人電

気通信大学長

世界に発信するスーパー
連携大学院の実現を

江戸川区長　多田正見氏

早稲田大学 政治経済学部卒　

1956年東京都入庁後、1972年 

江戸川区区民課長、区政情報室

長などを経て、1995年 教育長。

1999年4月より現職。2007年

から特別区長会会長。

p ro f i l e



●スーパー連携大学院への期待①

スーパー連携大学院に期待すること

経済産業省関東経済産業局
地域経済部長　

吉澤雅隆氏

p ro f i l e
昭和61年、東京大学工学部卒業後、通商

産業省入省（工業技術院総務部総務課）。

平成11年、機械情報産業局総務課課長補

佐。その後、製造産業局参事官室参事官補

佐、大臣官房秘書課課長補佐、大臣官房秘

書課企画調査官、在ロシア日本国大使館参

事官、産業技術環境局大学連携推進課長を

経て、平成20年7月より現職（関東経済産

業局地域経済部長）。

スーパー連携大学院「ニューズレタ

ー」の発刊をお慶び申し上げます。

はじめに、スーパー連携大学院の設

立に向け精力的に準備を進めておら

れます関係者の皆様に、心から敬意を

表します。また、本構想の議論の母体

である「コラボ産学官」におかれては、

地域に根ざした信用金庫が、産と学を

結びつける役割を果たす「産学官金連

携活動」にご尽力されてきました。ス

ーパー連携大学院構想は、こうしたご

活躍が結実したものと思っております。

地球規模の課題

現在、世界は、資源・エネルギー制

約、地球温暖化等の中長期的かつ地球

規模の課題に加え、金融経済危機など

未曾有の課題に直面しています。こう

した課題を克服し、持続可能な成長を

確保していくためには、イノベーショ

ンを新たな成長の糧とすることが今ま

で以上に求められています。

一方、技術は益々高度化・複雑化し、

巨額の研究開発投資が必ずしも企業収

益に結びつかないなど、イノベーショ

ンを巡る環境や競争モデルも大きく変

化しています。こうした中、国際競争

に打ち勝っていくためには、より多く

の知を結集・活用することが不可欠で

す。

こうしたイノベーションを担ってい

くのは人材に他なりません。一方、こ

の人材育成を巡っても、教育界と産業

界の間には、まだまだ大きなギャップ

が存在しています。その典型的な例が

いわゆる「ポスドク問題」です。さら

にポスドクを巡る状況を見て、博士課

程への進学をやめる者もいる現状を、

皆さんはどうお考えになりますか。天

然資源の乏しい我が国にとって唯一の

資源ともいえるものは人材、いや「人

財」に他なりません。優秀な人材が

50 年先、100 年先を見据えた研究に

安心して取り組んでいくことができる

環境無くして、どうして我が国の未来

が語れましょう。

教育のあり方

昨今、教育のあり方については、教

育再生会議を始め多くの場で議論され

てきました。それをここで繰り返し申

し上げることはいたしませんが、言う

までもなく大学は知の創出拠点であり、

また人材育成の拠点でもあります。今

こそ大学は、イノベーション・エコ・

システムの中核としての役割が期待さ

れています。そして、その役割を果た

していくためにも、産と学のなお一層

の連携が不可欠なのです。

研究分野での連携に関しては、平成

10 年に制定された TLO 法等、現在ま

でに様々な制度・施策が整備されてき

ました。また平成 16 年には国立大学

が法人化され、さらに大学の役割とし

て社会貢献が明確に位置付けられるな

ど、産学連携を巡る環境整備は相当程

度進んできています。

一方、教育分野に関しましては、産

学連携による取組がようやくスター

トしたところとの認識です。産業界

と大学がイコール・パートナーとして、

各々の役割や連携の在り方につき対話

を行い、具体的な取組に結びつけるこ

とを目的とした「産学人材育成パート

ナーシップ」が進められています。ま

た多くの地域でも、それぞれが必要と

する人材の育成に対し、産学が連携し

て取り組む動きも起きています。

特に地方の大学は、立地する地域と

密接な関わりをもっており、地域経済

の活性化等地域への貢献のために、大

学には、新事業の創出や技術的な課題

解決のためのアドバイス、様々な分野

の人の結節点になるなど、多様な期待

が寄せられています。大学にとっても、

企業が直面する課題の中から新たな

研究課題を見い出すとともに、自らの

研究成果が具体的に活用されることで、

地域にとって益々期待される、不可欠

な存在となっていくのではないでしょ

うか。

関東経済産業局では、地域における

イノベーション・エコ・システムを構

築する観点から、産業クラスター計画

や地域イノベーション協創プログラ

ムの推進、産学官連携拠点の形成支援、

さらには産学連携による人材育成へ

の支援等をより一層強力に、かつ文部

科学省や各地方自治体とも連携しつつ、

推進していくこととしています。

大学に求められている役割が益々重

要となっている中、本「スーパー連携

大学院」におかれましては、参加され

る各大学がそれぞれの強みと特色を発

揮されるとともに、賛同する産業界や

関連する地方自治体を含めた産学官の

３者が、高い理念・ビジョンを共有す

るとともに、密接に連携しつつ各々の

責任を果たすことにより、所期の目的

を達成されますことを祈念しておりま

す。
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●スーパー連携大学院への期待②

スーパー連携大学院に期待すること

株式会社オプトエレクトロニクス　取締役会長　

志村則彰氏

「スーパー連携大学院」については、

何回かの会合に出席させていただき、

その構想内容に大いに賛同するところ

であります。

特に「アカデミア以外の分野での活

躍」「全国地方大学、産業界の連携」

「首都圏に連携拠点」と三つの特色を

持ち、六つの志を持つ博士を養成して、

産業界での活躍を目指すというのは素

晴しいと感じております。

a,b,c型人材

私が産業界で実践してきた研究開発

プロセスを図にすると X2 の図になり

ます。

a 型（０～１）発明者、b 型（１～５）

技術プロデューサー、c 型（ラインア

ップの構築）という内容です。

今、日本の産業界で求められている

人材は、a  型と b 型だと思います。

「スーパー連携大学院」は六つの志を

持った博士を養成するとともに、プラ

ス「優秀な資質を持つ人材の発掘」に

目を向けて運営していただければ幸い

です。

資質の発掘が重要

特に a ・b 型は、大学という観点か

らすると「養成、教育」ということに

重点を置きがちですが、私の提案して

いる「a ・b 型」は養成、教育より資

質の発掘が重要だと考えております。

そこに対して積極的に参画していき

たいと思います。

p ro f i l e
日本大学理工学部卒。1964 年、カシ

オ計算機（株）入社。1979 年常務取

締役開発副本部長、1991 年専務取締

役情報機器事業本部長。1997 年カシ

オ計算機（株）退社。2000 年 7 月に

株式会社ビー・ストーム代表取締役社

長、9 月に株式会社オプトエレクトロ

ニクス取締役会長に就任し現在に至る。

カシオ計算機では、各種電卓、デジタ

ル時計、デジタル液晶 TV、デジタル

カメラ等の開発を行った。
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●イノベーションジャパン2008

2008 年 9 月 17 日に行われたイノ

ベーションジャパン 2008 で、野村證

券特別協賛セミナー「スーパー連携大

学院：構想と意義」を行い、本紙に寄

稿頂いた吉澤氏、志村氏、久保氏にご

講演いただきました。

当日は大変盛況で、定員を越える

200 人以上の方にご来場いただきまし

た。



●スーパー連携大学院への期待③

地方大学再生・振興の切り札

文部科学省大臣官房審議官　高等教育局担当　

久保公人氏

p ro f i l e
京都大学法学部卒。1980年文部科学省入省。

高等教育局医学教育課係長、大学課課長補

佐、米国ＮＳＦフェロー、北九州市企画局

長等を歴任後、1997年教育助成局施設助

成課長、高等教育局私学行政課長、生涯学

習政策局政策課長、2007年人事課長、同

年高等教育局担当審議官に就任、現在に至

る。

スーパー連携大学院のスタートに際

し、ニューズレターが創刊されたこと

をまずお喜び申し上げます。

昨年９月「イノベーション・ジャパ

ン２００８」が東京国際フォーラムで

開催され、スーパー連携大学院構想が

メインテーマの一つとなりました。そ

のフォーラムに出席する機会を得、熱

気に包まれた関係者の議論を伺うこと

ができ感激した次第です。

壮大な試み

大学における教育の質保証の必要性

が高まるとともに、大学の役割として

地域との連携、産学官連携の必要性も

一層高まる中で、コラボ産学官の実績

を踏まえそれをさらに発展させ、大学

院の本丸である教育・人材養成の面で

幅広く地方大学の結集を図り産学官連

携を図ろうとする壮大な試み、それが

スーパー連携大学院構想だと思います。

文部科学省の補助金「戦略的大学連

携支援プログラム」をも有効に活用さ

れ今後具体化を図って行かれることと

なるわけで、その成果に国としても大

いに関心を持ち期待をしているところ

です。

継続した努力と支援を

もとより、様々な改革は、その改革

を推進するシステムだけではなく、改

革を実行する「人」の志や情熱をはじ

めとした人の輪の大きさつながりで決

まるものですから、スーパー連携大学

院の崇高な理念が見事に大輪の花を咲

かせるかどうかは、まさにこの事業に

携わるすべての方々の努力にかかって

いると言っても過言ではないと思いま

す。もっと言えば、このシステムが花

開いて地域に有用な人材を継続して送

り出せるようになるまで支援し続けて

いく必要があり、そのためには現在の

みならず来年、再来年、将来にわたっ

てスーパー連携大学院に携わるすべて

の方が高い志を受け継ぎ続けていただ

く必要があります。このことを、この

レターを読まれるすべての応援者にお

願いしておきたいと思います。

従来から大学教員と企業の間では、個人的なつながり

を中心に研究開発が行われてきました。国の施策もあり、

産学官連携と称して大学の知的資産を産業界が利用して

産業の活性化や普及が進められています。この連携には、

お互いの信頼と知の共有化が重要であり、知的資産の発

掘や人材育成なども大きな課題となっています。

スーパー連携大学院は、日本あるいは世界経済の発展

と豊かな生活を目標として、深い専門知識やマネジメン

ト能力、語学力や指導能力など質の高い人材育成を目的

としています。次世代の社会を担う若い人たちの人間教

育と高度な研究が行える環境を提供しなければなりませ

ん。創造力と協調性を併せ持ち、世界で活躍する豊かな

人材を輩出できる大学院の設立に協力いただけることを

願っています。

世界で活躍する豊かな人材を 前田祐司氏

●産学連携コーディネーター紹介　私たちがスーパー連携大学院の共同プロジェクトを作ります！

テーマ横断的な大目標を 本田皓一氏

化学・バイオが専門ですが、和歌山県工業技術センタ

ーへの出向がきっかけで産学官連携的な業務を経験し、

産総研でコーディネータの調整役、ベンチャー起業支援、

都市エリア事業で連携融合研究の運営を行い、現在は都

内中小企業の新製品の販路開拓支援を行っています。

今回仰せつかった仕事は、学生の教育研究活動実践の

場となる「複数分野にまたがる産学協同研究プロジェ

クト」具体化という重要な役割であると自覚しています。

参加各大学の特長を活かし、参加企業のニーズとマッチ

する実施可能な計画に纏めることができればと願ってい

ます。その際、「地球環境・エネルギー問題解決への貢

献」のようなテーマ横断的な大目標を設定すると纏めや

すくなるのではと考えています。今後、これまでの経験

を活かして、微力を尽くす所存ですので、よろしくお願

いいたします。

4

p ro f i l e
工業技術院機械技術研究所で生産・ロボット・医
療福祉技術などの研究。第１０次日本南極観測隊
越冬隊員として観測・設営業務。広島県立保健福
祉大学や他の４大学において教員。横浜市、広島
県および三原市などの産学官連携コーディネータ
業務を行った。

p ro f i l e
東京大学理学系大学院博士課程修了と同時に通産
省工業技術院東京工業試験所入所、名称変更・組
織再編に伴い化学技術研究所、生命工学工業技術
研究所、産業技術総合研究所の所属となり、定年
後、産総研ベンチャー開発センター・アドバイザー、
つくば研究支援センター・都市エリア事業総括を
経て、東京都中小企業振興公社オーガナイザー。



●各ワーキンググループ（WG）・委員長紹介

私が大学とお付き合いを始めたのは平成 15 年 10 月

です。国立大学の法人化により各大学の独自性が発揮さ

れ、それぞれ特色のある大学に変貌していくことを予感

したからです。とりわけ地域産業発展への貢献に大きな

関心がありました。ダーウィンの進化論は動植物に限ら

ず、現代社会においても変わらぬ真理であると思います

が、果たして今日の大学は恐竜と人間、どちらの生き方

をしているのか心配なところもたくさんあります。大学

は誰のためにあるのかを考えた時、これまでの大学のあ

り方では恐竜の道を歩んでいるのではないかという心配

がつきまとうのは私たち企業人だけでしょうか？

その折、梶谷氏から本構想をお聞きし、志を同じく致

しました。現状に満足する日々を送ることが結果として

進化を阻んでいる事は自明の理であり、本構想を実現す

る事が最良の使命と確信しております。WG3 はスーパ

ー連携大学院の環境作りを検討する部会です。スーパー

連携大学院の機能が最大限に発揮できる施設のプランニ

ングを実現すべく皆様のお力をお借りしたいと存じます。

スーパー連携大学院パーク
建設委員会（WG3）

野村證券株式会社　平尾敏氏

●第 5 回 WG1,2 合同会議

WG会議の様子

制度設計委員会（WG1）

　筑波大学教授　小林信一氏

スーパー連携大学院のめざすイノベーション博士人材

の養成は、博士教育改革の世界的潮流と軌を一にしてい

ます。これまで、医師、弁護士などは専門職として確立

し、その養成はメディカルスクール、ロースクールが担

ってきました。博士課程はアカデミアで活躍する人材を

養成するものでした。しかし、これからの博士はイノベ

ーション社会を支える新しいタイプの専門職だというわ

けです。

博士が伝統的な専門職と違うのは、特定の職業活動に

とどまらず、多様な場面での活躍が期待されていること

です。そのため、イノベーション博士は特定の専門の中

にとどまることのない知的柔軟性を持つことが期待され

ます。このような人材の育成のためは、大学院教育その

ものの改革が必要です。我々のチャレンジで世界をリー

ドしましょう。

教育課程開発委員会（WG2）

電気通信大学副学長　田野俊一氏
WG1委員長 WG2委員長

私にとってスーパー連携大学院の意義は２つあります。

第１はポスドク問題の負の連鎖を断ち切り、多数の博士

人材が日本全国の様々な領域で活躍し、イノベーティブ

な日本とするために、真に社会的要請に合致したノンア

カデミア博士に特化した育成を試行することです。

第２はノンアカデミア博士育成を日本全国の産学官の

協力で進めることにより、波及効果として、地方の人材

育成力、研究力など地方の知的基盤の強化も同時に実現

することです。

教育課程開発委員会では、この２つのポイントを達成

するために、産官学がイコールパートナーとなって、カ

リキュラムだけでなく大学院における教育研究システム

を根本から見直すことを目標にしています。

この取り組みが成功するためには、多くの賛同者の主

体的な参加が必要となります。ぜひ参加頂けますようお

願いします。

WG3委員長

●第 4 回 WG3 会議
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●活動報告

東京都江戸川区の「コラボ産学官プラザ in 

TOKYO」に、スーパー連携大学院準備室のサテラ

イト事務所を開設しました。

準備室事務所開設

左がコーディネーター、右が事務員の部屋です

2008 年 10 月 10 日に、スーパー連携大学院のキ

ックオフミーティングが開催されました。この会議

は第1回協議会、各WG合同会議となり、協力各機関、

企業等から選出された委員や、オブザーバーとして

文部科学省、経済産業省の方など約 70 名が出席さ

れました。

本合同会議において、協議会、各 WG の委員長

の選出、基本方針、実施体制、実施計画等の説明が

行われました。

2008年

10/10	 スーパー連携大学院のキックオフミー	 	

	 ティング（第1回協議会・WG1,2,3合同会議）

11/14	 第2回WG1・第2回WG2

11/18	 第2回WG3

11/21～23	 電気通信大学フォーラム2008にて	 	

	 パネル展示

11/25	 第3回WG1・第3回WG2

12/10	 第3回WG3

12/12	 第1回連絡会

12/15	 第4回WG1・第4回WG2

2009年

1/7	 第2回連絡会

1/12	 平成20年度	 	 	

	 「大学教育改革プログラム合同フォーラム」

	 ポスターセッションに参加

1/16	 第4回WG3

1/20	 第5回WG1・第5回WG2

■準備室事務所開設

■パンフレット作成

■HP開設

第1号
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報告事項

スーパー連携大学院

会議の様子　電気通信大学の会議室で行われました


