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シンポジウム特集
スーパー連携大学院シンポジウム
「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：2009年3月26日
（木）
場所：コラボ産学官プラザ in TOKYO 2F大ホール
次第：

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。

1. 主催者挨拶
2. 来賓挨拶
3. 特別講演「グローバリゼーション」

4. 検討状況報告
5. パネルディスカッション
6. 閉会挨拶

●

スーパー連携大学院 第1回シンポジウム開催のご報告

●会場の様子 江戸川区にあるコラボ産学官プラザ・大ホールに、満席となる180名の参加者の方にご来場頂きました

●ご挨拶・ご講演

●検討状況報告

●パネルディスカッション

内閣府の相澤氏、文部科学省の義本氏、日
本アイ・ビー・エム ( 株 ) の椎名氏よりご挨拶・
ご講演を頂きました (p.2-3、お写真は相澤氏 )

スーパー連携大学院の各ワーキンググルー
プ（WG）の検討状況報告です（p.4、お写真
は西口 WG1 委員長代理）

文部科学省、経済産業省、東京工業大学、
経団連の人材育成の取り組みをご紹介頂きま
した (p.5）

●協議会委員長からご挨拶
スーパー連携大学院構想は、産学官が最初から一つのテーブルにつき、協働して社
会の広い分野で活躍するイノベーション博士人材を育成し、社会全体の活力を高め
ようとするものです。本構想は文部科学省の「戦略的大学連携支援事業」に採択され、
昨年 10 月から活動を開始しました。参加 14 大学と参加企業及び支援機関で構成す
る協議会の下に、三つのワーキンググループ（制度設計、教育課程、パーク建設）
を設置し、議論を重ねております。ここに、半年間の議論を総括するシンポジウム
を開催しますので、活発な討論をお願い申し上げます。
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～来賓挨拶要約～
ります。そのような観点から、産学

国際経験豊かな人材を

官の連携を通してこの大学院の人材
育成を行うという本構想は、大変素
晴らしいことだと思います。
内閣府

戦後の日本の大学院は非常に曖昧

総合科学技術会議

議員

その中で特に私からお願いしたい

相澤益男氏

事は、国際経験についてです。梶谷

を送りたいと思います。

委員長のご挨拶の中にも「国際的に

な組織で、教育システムとしての大

現代はまさしくグローバルな時代

活躍できる人材」というお話があり

学院が明確に体系付けられていない

であり、学も産も必死になって生き

ましたが、是非若い学生には、イン

ことが最大の問題でした。その中で、

残ろうとしている中、その要の人材

ターンシップの一環としてでも、海

が視野狭窄ではどうにもなりません。

外の経験を積む機会を与えて欲しい

一対一の緊密な教育が行われてきま

人材育成のイメージはたくさんある

と思います。世界の激しい競争や切

したが、その結果グローバルな時代

かと思いますが、博士課程の人材育

磋琢磨が、多様な環境で行われると

に最も大切とされる視野の広さを失

成というのは創造性豊かでイノベー

ころを、若い時に経験しておくこと

った学生が育っていると酷評されて

ティブな人材、新たなものにチャレ

はとても重要だと思います。

います。そのような大学院教育を改

ンジして創っていく勢いのある人材

いろいろな構想がこれから実際に

革するための事業の一つが、戦略的

の育成であるべきだろうと思いま

実行に移される段階だと思いますの

大学連携支援事業です。どこの組織

す。また、産に求められる博士人材と、

で、どうぞ大学、産業界、官のそれ

から、どういう形でも構わないので、

学に求められる博士人材が違うのだ

ぞれの皆様がバックアップをしてく

この教育問題の解決にアクティブに

という議論がありますが、本当は大

ださり、大いにこの構想が展開され

動き出していただきたいと考えてお

きな差があるはずがないと思ってい

ることを期待しています。

り、このスーパー連携大学院構想は、

ます。ただし、どちらにアダプトし

本事業の狙い通りの構想としてスタ

ていって、その能力を発揮するのか

ートしておられ、感謝と共にエール

というところにはいささか違いがあ

「蛸壺的人材育成」といわれるような

あり、今後の大学院改革のさきがけ

大学改革のさきがけに

となることを期待しています。
もう一点は、大学改革において大
学間の連携が大切だという点です。
文部科学省

高等教育局

大学振興課長

グローバル化時代に、国際間の激し

義本博司氏

い競争の中において大学院を考えて

文部科学省では、総合科学技術会

っています。さらに、文部科学省と

いく場合、ひとつの大学が持つ教育、

議等とも連携して、大学院の教育を

しては戦略的大学連携推進事業のほ

研究資源だけではなかなか対応でき

どうしていくかについて熱心な議論

か、いわゆる大学院 GP による支援

ないところがあります。そこを連携

を大学の関係者や産業界の方々と共

なども行い、それなりの効果が出て

しながらより大きなものを作ってい

に行っており、今は改革の道半ばと

いますが、まだまだ「点」に留まっ

く必要があり、文部科学省も連携を

いうところです。人材育成の目的を

ています。それをどう全国的に展開

促進するような財政支援、共同学位

はっきりさせて、スクールとしての

していくのかが課題です。このよう

のような制度を整え、今後どうそれ

大学院を作っていくということが非

なことを踏まえて、以下の点でスー

を育てていくかを考えています。

常に大きな課題ですが、まだまだ産

パー連携大学院に注目しています。

業界のニーズと教育にミスマッチが
あるという状況です。
また、社会に役立つ高度人材を育

スーパー連携大学院の、首都圏だ

一点は、文部科学省では、大学以

けではなく全国の大学を巻き込んだ

外の分野で活躍する博士修了者を視

形で取り組みを進める体制は画期的

野におきながら、産業界、地元自治体、

なものですし、さらにそこに地元の

成するという大学院の目的からして、

行政機関が入った形で、産業界のニ

産業界、行政機関、自治体が入って

大学の中だけでなく広く産業界も含

ーズをよりよく的確に捉えて、人材像、

取り組みをするというのはかつてな

めて人材を育てていくことが大事だ

必要な能力、知識体系の整備などを

いことです。このような取り組みが

と思っていますが、それをどう制度

考えていこうとしています。これは

どう展開していくか非常に注目して

化して、具体的に大学の中で実現し

まさにスーパー連携大学院のワーキ

いますし、大きな成果がでることを

ていくのかといったことが課題にな

ンググループの狙いと重なるもので

期待しています。
※当日のご挨拶の内容を元に編集部が作成いたしました
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～特別講演要約～

特別講演
「グローバリゼーション」

椎名武雄氏

profile
1951 年慶応義塾大学工学部卒業、1953 年バックネル大
学（米）工学部卒業。1953 年日本アイ・ビー・エム株式
会社入社、1962 年から各部門の取締役、常務取締役、副
社長を歴任し、1975 年に社長に就任。1993 年に会長兼
経営諮問委員会議長、1999 年に最高顧問兼経営諮問委員
会議長を経て、2007 年5 月に相談役に就任。
1989 年～ 1993 年、IBMコーポレーション副社長。
1990 年 藍綬褒章受章、2000 年 勲一等瑞宝章受章。

て立派に栄えさせるか、という難しい

などを出しました。最後には外国人で

解を我々は求めていくべき時代になっ

す。外資企業なのにも関わらず、当時

たのではないかと思います。

２万人の社員の中に外国人は１００人

日本アイ・ビー・エム株式会社相談役

グローバリゼーションの定義
「グローバリゼーション」とは非常
に広範な意味を持つ言葉で、ポジティ
ブな意味でもネガティブな意味でも使
われます。特に最近、
「グローバリゼ

程しかいなかったのですが、インド人

新時代の人材

やドイツ人、もちろんアメリカ人にも

ーションのおかげで我が国はこうなっ

私は十数年前から、日本を変えるの

出てもらいました。これらの広告は人

た」とか「企業がおかしくなった」と

は若者、女性、地方、外国人だと言っ

材の豊富さを自慢しているわけではな

か、ネガティブな意味で報道に使われ

ています。これはとても簡単な発想で、

く真意を含んでいました。日本をこれ

る事が多いように感じます。では、グ

それまでの素晴らしい経済大国を作っ

から変えるためには柔軟な全く新しい

ローバリゼーションで悪くなったとし

た人たち、つまり東京で活躍してきた

発想が必要だ。そのためには従来の日

たら、その前はどういう時代だったの

男たちは私も含めて引退してもらい

本を作ってきた人たちには引退しても

でしょうか。

たいという事です。そのような人たち

らって、全く新しい人たちの発想で国

は今老人になっています。それ以外の

づくりをする必要があるという事です。

戦後の発展と現在

人たちはどこにいるのかというと、若

新しい発想で国づくりを

戦後の日本は、着るものもない、住

者、女性、地方、外国人となるわけで

むところもない、食べ物もない、とい

す。要するに今までの日本を作ってき

今回大変嬉しいことは、スーパー連

うところから発展を始めました。技術

た素晴らしい条件はほとんどなくなっ

携大学院の構想はまさに、上記のよう

をアメリカ等から比較的簡単に取り入

ているので、そのような条件下で長い

な新時代の人材を育て上げるためのも

れることができたこと、労働人口も増

ことやってきた人たちには引退してい

のではないかということです。残念な

えたこと、などのいい条件があったこ

ただきたいという事です。

がら今日この会場の女性の数は、すこ

ともあり、昔から日本人にある素晴ら

私の社長時代に日本ＩＢＭが出し

しい能力が発揮され世界の経済大国に

た新聞広告で、上記の内容を題材とし

し少ないのですが……。
この全く新しい発想での国づくりが

なったわけで、これは自慢して良いと

たものがありました。みんなに反対さ

できれば、それこそ弥生時代や縄文時

思います。しかし、残念ながら今述べ

れたのですが、結果的には読者から何

代から続いているすばらしい日本文化

たような日本の発展を支えていた条件

百通もリアクションをいただきました。

を守りつつ、世界の中でもっと発展す

は、ほとんどなくなってしまいました。

それはどういうものかというと、１週

ることができ、世界の一員として世界

そして現在、完全に日本の金融や経済

間ごとに４つ全面広告をうちました。

に貢献しながら、国民の幸福を保ち続

はグローバリゼーションの中に入り込

最初の広告は「これから日本ＩＢＭは

けることが可能であると考えています。

んでいるという状況になっています。

もっと元気になります、なぜなら我々

そうなりますと、我々はグローバリ

がいます」と北海道から沖縄まで、全

ゼーションの中で今後どうやって生き

国の若手男性社員の溌剌とした顔を

ていくのかという解を見つけなければ

出しました。すると女性から「私達を

なりません。
「日本という国は弥生や

無視している」という反響がありまし

縄文時代から大丈夫だったから今後も

た。待っていましたとばかりに、２週

大丈夫なのだ」と、安閑としてはいら

目は女性が主役の広告を、妊娠中のお

れないわけで、違った条件の下でいか

なかの大きい女性も含めて掲載しまし

に日本を世界の中で更に存在感を増し

た。次週は地方の営業や工場、研究所
※当日のご講演内容を元に編集部が作成いたしました
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～検討状況報告～

WG1
制度設計委員会

WG2
教育課程開発委員会

長岡技術科学大学

理事・副学長

電気通信大学

西口郁三

WG3
スーパー連携大学院
パーク建設委員会

副学長

野村證券
（株） 産学官連携シニアマネージャー

平尾敏

田野俊一

WG1委員長代理

WG3委員長

WG2委員長

現在、ポスドク問題と呼ばれる博

WG ２では、教育課程開発の基礎

士取得者の就職難が言われ、その結

となる「人材像の明確化と論点の整

果進学者が減って博士の質が低下

理」
「教育課程の枠組み設計と特徴

するという悪循環が発生しています。

点の明確化」に取り組んで来ました。

その根元にあるのは、博士育成に対

具体的には、12 大学、7 機関から委

する社会の期待と大学での教育のミ

員２０名の参加を得て、2008 年 10

スマッチです。一方で、地方では地

月 10 日のキックオフを皮切りに、計

江戸川区 生活振興部長 兼
スーパー連携大学院設立支援室長

元の大学での高度教育に期待する声

７回のミーティングを重ねて来まし

白井正三郎

もあり、アカデミア分野以外で活躍

た。

する博士のニーズは高まっています。

委員

まず、教育課程を総合的に捉える

スーパー連携大学院が考える産学

スーパー連携大学院では、産学官

ために (A) 全体ビジョン、(B) 対等に

官連携とは、未来に理想の地球を作

連携による実践的な教育研究活動を

運営、(C) 入学する学生、(D) 教育・

るための「イノベーション」を興す

行う事で、他分野で活躍できる能力

研究、(E) 輩出する人材、(F) 効果（メ

ことです。したがって、スーパー連

を持った「イノベーション博士」の

リット）の観点で、教育課程の大枠

携大学院を中心としたサイエンスパ

養成と地域活性を目指しています。

について議論を進め、様々な論点を

ークを建設する WG3 のミッションは、

洗い出しまとめました。

これを実現する人たち、

WG1 では現在、全体計画の中の第
１フェーズとして、
「博士の学位をど

これに基づき、スーパー連携大
学院教育課程の開発において、特に、

①イノベーションを実現しようとし
ている企業の研究機関の方々

う考えるか」というような基本理念

（１）明確な人材像と産学官連携での

②イノベーションを実現しようとし

の議論に加え、具体的な設置システ

育成、
（２）修士・博士 5 年をトー

ている大学・研究機関の方々

ムについて考えています。e- ラーニ

タルに考えた教育課程、
（３）共同研

③イノベーションを実現しようとし

ングを中心に活動する、今のままの

究ベースのみの学位研究、
（４）厳格

ているベンチャー企業の方々

形ですぐに設置できる「分散開設互

かつ多様な質保障制度、
（５）4 種の

④イノベーションを実現しようとし

換型」や、対面指導を重視した「中

e-learning、
（６）入学・修学・就職・

ている官公庁の方々

央開設型」などの設置形式を、段階

起業などを含む生涯学生支援、が重

⑤これらの人たちを支援しようとし

的に試行し組み合わせて運用してい

要なポイントであることを抽出しま

ている方々

きたいと考えています。

した。

が自由に集まることのできるコミ

今後、いよいよ詳細設計に入ります。

ュニティー広場の設計です。様々な

具体的なカリキュラム、産学連携教

分野からたくさんの人たちのご参加

育の仕組み、質保障の仕組みなどの

をお待ちしています。

課題に取り組んでいきます。
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～パネルディスカッション～
のではないかという具体的なご助言

大きな期待と現実的な課題

でした。
最後に、日本アイ・ビー・エム株
日刊工業新聞社

編集委員

山本佳世子氏
パネルディスカッションでは、「イノ
ベーション博士育成の課題とスーパー

日本経済団体連合会 高度情報通信
人材育成の取り組みから、現在の大
学教育の現実とのギャップや、活動

うことでした。
経済産業省

式会社 執行役員 岩野和生様より、

関東経済産業局

をうけてのナショナルセンター設立

連携大学院への期待」とテーマを設定

地域経済部長 吉澤雅隆様には、大

の課題など、大変だと感じられたこ

し議論を行いました。まず、４名の

学が大きく変わってきつつあり、今

とをお話いただきました。スーパー

パネリストの方々からご講演をいた

度は産業界に大きく変わって欲しい、

連携大学院には、目指すところを明

だき、続く議論では、皆様の各取り

それをスーパー連携大学院で実現し

確にして、社会人ドクターなど少し

組みで浮かびあがりました課題、そ

て欲しいということでした。スーパ

違った視点も必要ではないかと、ご

の課題解決を含めたスーパー連携大学

ー連携大学院が産業界から選ばれる

意見をいただきました。

院への期待をお話いただきました。

存在になるべきだという強い励まし

まず、文部科学省 大学改革推進
室長 今泉柔剛様に文部科学省での

スーパー連携大学院への期待は皆
様お持ちだと思いますが、パネルデ

をいただきました。
次に、東京工業大学 プロダクティ

ィスカッションでは、実際に乗り越

大学院改革の取り組みをご紹介いた

ブリーダー養成機構 特任教授 古

えていかなければならない様々な課

だきました。社会ニーズに合致した

田健二様からは、東京工業大学の取

題がでてきました。それらを解決し

人材育成の難しさを産学官連携の共

り組みをご紹介いただきました。実

ながら、今後具体的な計画を進めて

同のカリキュラムをつくるという

際に活動された経験から、受講生を

いく段階です。これらがうまく進ん

ことで乗り越えられるのではないか。

集めること、先生の理解を得ること

でいきますよう、これからもスーパ

学生の交流や移動が活発になるとい

の大変さを挙げられ、その解決のた

ー連携大学院の取り組みに注目して

うことで、質向上が期待されるとい

めにもアドバイザーを置くのがいい

いきたいと思います。

●シンポジウム特集

～来場者のご感想～

複合化社会における学際・業際領域では、産業界が抱

私はこの構想に「地域との連携」を期待していたのだが、

える課題（Issue Oriented）に取り組める高度人材教育が必

もっぱら「イノベーション博士の育成」ばかりが強調さ

要であり、多様な価値観（技術、市場、MOT 等）を持った

れているように思われた。イノベーション博士を育成す

イノベーション人財を輩出する「活力あるスーパー連携大学

る大学院を作ることに反対しているのではないが、それ

院の設立」を期待いたします。福岡県での知的クラスター

が地域とどのような関わりを持つかを真剣に考える必要

創成では「大学の知の社会化」に取組んでおり、人材育

があるのではないか。新構想大学院が、地元との WIN-WIN

成（組込システム等）との広域連携も期待しております。

の関係を持つようになることを切に願うものである。

福岡県産業・科学技術振興財団 システムLSIプロデューサ

大津留榮佐久氏

千葉商科大学

産業と教育の垣根を超える。テーマは大学院教育。梶

商経学部教授

鈴木孝男氏

●アンケートからの一言

谷先生の人柄に導かれて 1 年余の議論に参加してきた。

「強力な推進エンジンが必要と思う」

その思いの具体化を確認する論議だった。日本の大学院

「目的は良い、方向性も良い、どうするか (how) が弱い」

教育の質的向上なのか、大都市圏の外にある大学の地域

「産業側、学生、先生をどのように、どのくらい集めら

社会の実情を踏まえた人材づくりなのか。いずれのもの

れるか、意識付けできるか、が今後大事では」

であっても、産業の踏み込みが弱いという印象が残った。

「ありたい姿の目標が低いように思われるので、見直し

弘前大学

大学院地域社会研究科教授（WG2委員）

檜槇貢氏

ていただきたい」



●シンポジウム特集

～シンポジウムを終えて～

議論の深まりを予感

大きな期待を痛感

（株）日立製作所
研究開発本部 主管技師長
シンポジウム総合司会

電気通信大学

増位庄一委員

副学長

協議会委員長補佐

田野俊一WG2委員長

日本を変える人財育成を目指す 180 名の有識者が

2008 年 10 月にキックオフを電気通信大学で行って

江戸川区コラボ産学官プラザに集まり、「スーパー連

から、正に飛ぶように時間が流れ、第一回目のシンポジ

携大学院構想」について熱い議論を展開した。椎名日

ウム開催となりました。200 名近い参加者が集って下さ

本 IBM 相談役からの「いま失われつつある自助努力の

ったこと、さらに、参加者の皆様全員が真剣な表情で聞

気概を取り戻すには、若者、女性、地方、外国人の活

き入って下さったことに感激しています。

躍が必須である」というお話を受け、産学官の論客か

今回のシンポジウムでは、スーパー連携大学院の基本

らなるパネルディスカションでは、学・官からの「大

設計を発表し、評価頂くことが主目的でした。アンケー

学は変わった、企業が博士人財に対する考え方を変え

トによると、WG1、2、3 の基本方針に対しての賛同が

る番」という指摘に対する、民からの「大学が品質保

95％を越え、大きな期待を痛感しました。

証できる人財の輩出が必要」という反論など、緊迫し

今後、詳細設計のフェーズに入り、多くの問題点が立

た議論が続いた。「このままでは日本は世界に遅れを

ちはだかると予想しますが、基本方針を堅持し実現する

とることは必至、なんとかしなければ」という全員の

ことが重要であると感じています。
本年度の基本設計を元に、今後、詳細設計、試行、学

コンセンサスのもとで、東工大のプロダクティブリー

生募集開始と進めます。まだまだ設計の自由度がありま

ダ養成機構、経団連の高度 ICT 人材育成拠点の成功例

す。日本の大学院を変えるために「問題意識を共有する

に聴衆の関心が集まった。更なる議論の深まりが予感

多くの産学官」の参加をお願いしたいと思います。準備

できる内容だった。

室までご連絡下さい。

報告事項

準備室紹介

■ 活動報告・活動予定

左から
事務担当
事務長
事務担当
事務長補佐

2009年度
髙松裕子
磯野紳一
産形峰久
松浦和子

4/3

第1回WG3会議

5/22

第1回協議会・WG合同会議

6/8

第3回連絡会

スーパー連携大学院構想を具体化するために、制

6/17

第2回WG1会議

度や諸規則の整備、カリキュラム開発、教育設備等

6/18

第2回WG2会議

の環境整備、産学協同プロジェクトの発掘、地域の

6/20～21

第8回産学官連携推進会議

活性化など様々な事項の検討が必要です。それらは

7/13～14

第3回WG1・WG2・WG3合同会議

出展

産学官の参加機関からなる代表者の協議会や各種委
員会、コーディネーターなど役割に応じて組織して

■ シンポジウム結果報告

任務分担されていますが、外部機関との連携や委員

参加人数			

会間のコミュニケーションも必要となります。
準備室は、その実施拠点として接線の機能を担い、
参加機関および代表者の方々、関係団体の方々と事

180名

情報交換会参加人数

68名

アンケート回答総数

44名

業計画が円滑に推進し、最大の成果がでるよう務め
る所存ですのでよろしくご協力のほどお願いいたし
ます。

スーパー連携大学院
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