スーパー連携大学院
教育課程開発委員会(WG2)報告書
磯田 勉 （ＳＭＫ（株） 執行役員・開発センター所長）
大塚 豊 （（社）電子情報技術産業協会 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ･ｼｽﾃﾑ部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 副長）
加賀田 俊（西日本電信電話（株） 技術革新部技術部門技術渉外担当 担当部長）
加藤 俊一（中央大学 副学長（研究担当））
河合 晃 （長岡技術科学大学 工学部電気系 准教授，NTIC 副センター長）
末田 直道（大分大学 工学部知能情報ｼｽﾃﾑ工学科 教授）
鈴木 康文（（財）鉄道総合技術研究所 研究開発推進室 主管研究員）
高島 和希（熊本大学 大学院自然科学研究科 副研究科長）
田島 公博（日本電信電話（株） 研究企画部門 R&D 推進担当 担当部長）
谷内 宏行（秋田県立大学 システム科学技術学部 教授）
田牧 純一（北見工業大学 副学長）
中山 良一（東芝総合人材開発（株） 顧問）
西村 訓弘（三重大学 創造開発研究センター 教授）
檜槇 貢 （弘前大学 大学院地域社会研究科 教授）
平林 公男（信州大学 繊維学部 学部長補佐）
本間 弘一（（株）日立製作所 システム開発研究所 主管研究員）
水田 義明（崇城大学 工学部 工学部長）
宮崎 哲弥（（独）情報通信研究機構 総合企画部 統括）
森田 昇 （富山大学 大学院理工学教育部 教授）
渡海 義紀（セイコーエプソン（株） 経営戦略本部企画渉外部 主幹）
田野 俊一（電気通信大学 副学長）

2010 年 3 月

-1-

【目

次】

はじめに ..............................................................................................................................6
第一部 背景・目標と教育課程の概要 ................................................................................ 7
１．スーパー連携大学院の背景・課題・解決アプローチ................................................. 7
１．１ 背景と問題点 ..................................................................................................... 7
１．２ 人材育成課題の抽出：７つの志を持つイノベーション博士 .............................. 8
１．３ 高度・厳格・多様な教育と共同研究を組み合わせた仕組みとその効果 ............ 9
１．４ 実現アプローチ ............................................................................................... 11
２．教育課程開発の経過................................................................................................. 13
２．１ 教育課程開発委員会（WG2）検討メンバー ................................................... 13
２．２ 検討の経緯 ....................................................................................................... 14
３．スーパー連携大学院の教育課程開発の７つの課題 .................................................. 19
第二部 教育課程の特徴と詳細 ......................................................................................... 20
１．特徴１：産学官連携（by チーム１） ..................................................................... 20
１．１ 目的と意義 ....................................................................................................... 20
１．２ 産学官連携仕組みの概要 ................................................................................. 20
１．３ 産学官連携仕組みの詳細 ................................................................................. 22
１．４ 実現と発展 ....................................................................................................... 25
２．特徴２：高度な（柔軟で多様な）カリキュラム（by チーム２）........................... 27
２．１ 目的と意義 ....................................................................................................... 27
２．２ カリキュラム体系と受講支援 .......................................................................... 28
２．３ 科目群の説明 ................................................................................................... 30
２．４ 科目群を構成する科目の詳細 .......................................................................... 31
２．５ 科目群を構成する科目の概要 .......................................................................... 36
２．６ 科目の集め方・揃え方 ..................................................................................... 37
２．７ 教育形態（集合教育，e-learning） ................................................................ 37
２．８ 実現と発展 ....................................................................................................... 37
３．特徴３：共同研究ベース学位研究（by チーム３） ................................................ 39
３．１ 目的と意義 ....................................................................................................... 39
３．２ 学位研究のフロー ............................................................................................ 39
３．３ 委員会構成などの仕組み ................................................................................. 43
３．４ 学位研究向け共同研究の支援 .......................................................................... 43
３．５ 審査基準・方法 ............................................................................................... 47
３．６ 実現と発展 ....................................................................................................... 48
４．特徴４：質保証（by チーム４）............................................................................. 49
４．１ 目的と意義 ....................................................................................................... 49
４．２ 質保証システムの概要 ..................................................................................... 49
-2-

４．３ 質保証の詳細 ................................................................................................... 49
４．４ 質保証の外部評価 ............................................................................................ 52
４．５ 実現と発展 ....................................................................................................... 52
５．特徴５：e-learning（by チーム５） ...................................................................... 55
５．１ 目的と意義 ....................................................................................................... 55
５．２ 基礎システムの概要（Skype＋4e-learning） ................................................. 55
５．３ 各種ツールのユースシナリオ .......................................................................... 60
５．４ 各種ツールの利用マニュアル .......................................................................... 61
５．５ コンテンツ収集・維持管理の仕組み ............................................................... 66
５．６ 集合教育 .......................................................................................................... 66
５．７ 実現と発展 ....................................................................................................... 67
６．特徴６：生涯支援（by チーム６） ......................................................................... 68
６．１ 目的と意義 ....................................................................................................... 68
６．２ 支援の全体フロー ............................................................................................ 68
６．３ 各支援内容の詳細 ............................................................................................ 68
６．４ 支援を実現する体制 ........................................................................................ 69
６．５ 実現するためのアイデア ................................................................................. 69
６．６ 実現と発展 ....................................................................................................... 70
７．特徴７：実現の仕方（by チーム７） ..................................................................... 71
７．１ 目的と意義 ....................................................................................................... 71
７．２ 実現上の課題 ................................................................................................... 71
７．３ 可能なアプローチ ............................................................................................ 76
７．４ 実現と発展 ....................................................................................................... 77
第三部

履修要覧的内容 ................................................................................................... 78

１．スーパー連携大学院の目的 ...................................................................................... 78
２．スーパー連携大学院の組織 ...................................................................................... 78
３．スーパー連携大学院イノベーション博士プログラムの概要 .................................... 79
３．１ イノベーション博士プログラムの対象者 ........................................................ 79
３．２ イノベーション博士プログラムの基本方針 ..................................................... 80
４．高度・多様・厳格な教育 ......................................................................................... 80
４．１ 高度・多様な科目群 ........................................................................................ 80
４．２ 厳格な教育と評価 ............................................................................................ 80
４．３ 短期インターンシップ ..................................................................................... 80
４．４ 長期インターンシップ ..................................................................................... 81
４．５ 海外研修 .......................................................................................................... 81
４．６ リサーチプロポーザル ..................................................................................... 81
５．共同研究型学位研究................................................................................................. 81
５．１ 仕組み .............................................................................................................. 81
５．２ 既存共同研究への参加 ..................................................................................... 82
-3-

５．３ 新規共同研究の立ち上げ ................................................................................. 82
６．在学期間 .................................................................................................................. 82
６．１ 標準修業年限と在学期間 ................................................................................. 82
６．２ 分割履修制度 ................................................................................................... 82
６．３ 短縮修了 .......................................................................................................... 82
７．イノベーション博士プログラムの履修 .................................................................... 83
７．１ イノベーション博士プログラムの概要 ............................................................ 83
７．２ イノベーション博士プログラムの典型的応募・履修・修了プロセス ............. 84
７．３ 授業科目と科目区分 ........................................................................................ 85
７．４ 履修方法 .......................................................................................................... 86
７．５ 授業時間 .......................................................................................................... 86
７．６ 遠隔講義・遠隔指導 ........................................................................................ 86
７．７ 集合教育 .......................................................................................................... 86
８．評価.......................................................................................................................... 87
８．１ 試験・成績評価 ............................................................................................... 87
８．２ 総合評価 .......................................................................................................... 87
８．３ 教育の質評価 ................................................................................................... 88
９．Innovative PhD (Candidate) サーティフィケイト ................................................ 88
９．１ Innovative PhD (Candidate) サーティフィケイト授与の要件 ...................... 88
９．２ Innovative PhD (Candidate) サーティフィケイト審査 ................................. 88
１０．Innovative PhD サーティフィケイト .................................................................. 89
１０．１ Innovative PhD サーティフィケイト授与の要件 ........................................ 89
１０．２ Innovative PhD サーティフィケイト審査 ................................................... 89
１１．支援制度 ............................................................................................................... 89
１１．１ 支援の概要 ................................................................................................... 89
１１．２ 就職支援 ....................................................................................................... 90
１１．３ 支援の窓口 ................................................................................................... 90
１２．履修中断・履修再開及び履修停止・ドロップアウト ........................................... 90
１２．１ 履修中断・履修再開 ..................................................................................... 90
１２．２ 履修停止・ドロップアウト .......................................................................... 90
１３．保険制度 ............................................................................................................... 91
１４．その他の受講方法................................................................................................. 91
第四部 スーパー連携大学院の意義 ................................................................................. 92
１．学生の立場での意義................................................................................................. 92
１．１ 自分の望む人物像に向けたカリキュラムで学べる .......................................... 92
１．２ 就職 ................................................................................................................. 93
１．３ 産学共同研究プロジェクトへ参加 ................................................................... 93
１．４ その他 .............................................................................................................. 94
２．企業の立場での意義................................................................................................. 97
-4-

２．１ 人材獲得（卒業生） ........................................................................................ 97
２．２ 研究 ................................................................................................................. 97
２．３ 自社社員養成 ................................................................................................... 98
３．大学の立場での意義............................................................................................... 100
３．１ 研究 ............................................................................................................... 100
３．２ 教育の充実 ..................................................................................................... 100
３．３ 学生の就職 ..................................................................................................... 100
４．官・地方自治体の立場での意義 ............................................................................. 102
４．１ 地域の活性化 ................................................................................................. 102
４．２ 地域を越えた連携 .......................................................................................... 102
４．３ 地域における多様な人材育成 ........................................................................ 102
資料 ................................................................................................................................. 104
（１）スーパー連携大学院概要説明資料（2010-3-19 版）
（２）スーパー連携大学院パンフレット(案)（2010-3-19 版）

-5-

はじめに
本資料はスーパー連携大学院「教育課程開発委員会(WG2)」の 2009 年度の活動報告である。
スーパー連携大学院「教育課程開発委員会(WG2)」では、教育課程を、単なるカリキュラムでは
なく、スーパー連携大学院が目指すイノベーション博士人材を育成するシステム全体であるとの認
識で取り組んできた。
教育課程開発委員会(WG2)の取り組み全体を説明するために、本資料では以下のように 4 部構成
で主内容を説明し、資料で補足する形式とする。
第一部では、まず、スーパー連携大学院の背景・目標を述べ、スーパー連携大学院を実現するた
めの教育課程開発のアプローチ、検討経過を説明する。次に、スーパー連携大学院の教育課程が持
つべき 7 つの特徴を抽出し概説する。
第二部では、第一部で抽出された７つの特徴の実現のための検討結果をまとめる。教育課程開発
委員会(WG2)内に 7 つのチームを作り、7 つの特徴ごとに集中的に検討した。第二部では 7 つのチー
ムからの報告という形式で報告する。
第三部では、第一部、第二部でまとめたスーパー連携大学院の教育課程の検討結果から、大学院
としての履修要覧的内容を抽出しまとめる。
第四部では、スーパー連携大学院の主な関与者である(1)学生および産学官、つまり、(2)企業、(3)
国公私立大学、(4)地方自治体や地方の試験研究所等の官公庁の 4 つの立場から見た場合のスーパー
連携大学院の意義をまとめる。
最後に本報告書の全体を説明するためのスライドおよびパンフレットを資料としてまとめた。
今後、スーパー連携大学院の実施体制を整え、2011 年 4 月から最初の学生を受け入れる計画であ
る。本資料が一助になれば幸いである。
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第一部

背景・目標と教育課程の概要

第一部では、まず、スーパー連携大学院の背景・目標を述べ、スーパー連携大学院を実現する
ための教育課程開発のアプローチ、検討経過を説明する。次に、スーパー連携大学院の教育課程
が持つべき７つの特徴を抽出し概説する。

１．スーパー連携大学院の背景・課題・解決アプローチ
１．１ 背景と問題点
スーパー連携大学院を構想するに至った直接的な背景は博士後期課程問題である。学位を
取得した学生の就職率が低く、学位取得後定職につけないというポスドク問題が顕在化した。
社会問題として広く取り上げられるにつれ、優秀な学生の博士後期課程離れが進み、就職率
がさらに低下するという負の連鎖に陥っている。
しかしながら、このポスドク問題は表層的な問題に過ぎず、本質的な問題は我が国の知の
基盤の崩壊であり、深刻な問題であると捉えるべきである。
知の基盤崩壊の第一は、博士後期課程に優秀な学生が集められないことによる大学の凋落
である。博士後期課程での学位研究では、その性質上独創的なアイデアによる研究が開始さ
れ、知の基盤である大学を支える研究を担っている。博士後期課程の維持が困難な大学、特
に地方大学においては大学の知の基盤が危ういと言わざるを得ない。
知の基盤崩壊の第二は、知の源泉としての博士人材の不足である。日本は国際的に見て学
位取得者の数が少なく、その活動範囲が大学や公的な研究所などのアカデミアに限定されて
いる。この歪な構造が改善されるどころか、悪化する傾向にある。イノベーションの担い手
たる博士人材を生み出せず、生かせない日本は停滞せざるを得ない。
このように博士後期課程問題は単なる就職問題ではなく、日本の知の基盤の崩壊へと続く
本質的問題であると捉える必要がある。
スーパー連携大学院では、まず、この原因を「社会ニーズに合致しない博士の育成」であ
ると認める。この問題意識は多くの組織や機関から、5 年以上も前より同様な提言がなされ
ていることから、新たな指摘ではなく、ごく普通に共有されている問題意識である。「社会
ニーズに合致する博士の育成」に向けて具体的にどのように行動するかが中心課題となって
いるのである。
そこで、我々は、カリキュラムに少し手を加えるといった付け焼刃的対応ではなく、根本
的に「教育内容・方法」を改革するために、産学官が「理念から具体的教育」までイコール
パートナーとなって、根本から検討し，カリキュラム等を設計し、大学院の運営まで行うと
-7-

いうアプローチを取る。
基本的な考え方を図 1-1-1 に示す。

背景：問題点
表層的問題⇒博士後期課程問題
●ポスドク問題（就職）＋優秀な学生が進学しない

本質的問題⇒知の基盤の崩壊
●知の基盤としての大学の凋落．特に地方大学
●知の源泉としての博士の不在⇒日本の停滞

問題の本質⇒社会ニーズに合致しない博士の育成
●状況・問題を直視し，行動すべき時である

我々のアプローチ⇒根本的に「教育内容・方法」を改革
付け焼刃的対応
●産学官が「理念から具体的教育」まで対等に
根本から設計し，実行する
図 1-1-1 背景とスーパー連携大学院のアプローチ

１．２ 人材育成課題の抽出：７つの志を持つイノベーション博士
スーパー連携大学院の設計の第一歩は、育成する人材像である。
前節で説明したように現行の博士育成の問題点や望まれる人材像に関しては様々な機関が問
題点の指摘や提言をしている。
例えば、文科省中央教育審議会の「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構
築に向けて－」答申（2005 年 9 月）を始めに、最近では、国立大学 53 工学系学部長会議（2009
年 12 月）、日本経団連高度情報通信人材育成部会（2009 年 4 月）、産業競争力懇談会（2009
年 12 月）などで提言がなされている。多くの指摘はあるが、内容は類似している。
スーパー連携大学院では、まず、育成対象として、多様な社会的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とした。敢えて、大学や国立の研究所等のアカデミアで活躍
する博士（アカデミア博士と呼ぶ）は対象外とした。アカデミア博士は現在の教育体系により
十分育成されているとの判断である。この育成人材を強調するために「ノンアカデミア博士の
育成のみを対象とする」とも表現する場合がある。
アカデミア博士が特定の専門領域での深い知識が要求されるのに対し、ノンアカデミア博士
にはそれに加え、広範で多面的な知識や能力が必要され、育成のためには整備された高度な教
育課程が必要である。
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スーパー連携大学院が育成する「多様な社会的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」を以下の７つの志を持つ人材とした。
① ベンチャー精神旺盛で自立を目指す
② 実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する
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
⑦ 国際感覚を備え世界で活躍できる
以上の考え方を図 1-1-2 にまとめる。

２．人材育成課題の抽出：７つの志を持つイノベーション博士
様々な機関が問題点を指摘（内容は類似）
例：文科省中央教育審議会（2005年9月）
「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」答申

国立大学53工学系学部長会議（2009年12月）
日本経団連 高度情報通信人材育成部会（2009年4月）
産業競争力懇談会（2009年12月）

７つの人材
育成課題
として抽出

① ベンチャー精神旺盛で自立を目指す
② 実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する
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
⑦ 国際感覚を備え世界で活躍できる

敢えて，アカデミア博士育成は対象外とする（アカデミア博士以上）

多様な社会的ニーズを踏まえて実社会で活躍する
７つの志を持つイノベーション博士人材を育成
図 1-1-2

７つの志を持つイノベーション博士人材

１．３ 高度・厳格・多様な教育と共同研究を組み合わせた仕組みとその効果
本節ではスーパー連携大学院が目指す「多様な社会的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」を育成するための基本的な２つの仕組みとその効果について説明する。
ここで示す育成のための基本的な２つの仕組みは、本報告書で説明する教育課程の根本原理
となる。
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第一の仕組みは、教育と共同研究が両輪となった人材育成である。つまり、単なる教育課程
のみではイノベーション博士人材の育成は困難であり、教育と共同研究が両輪になった育成シ
ステムが必須となる。
さらに、高度で多様な内容を厳密な質保証の元で教育するとともに、実社会での問題解決や
イノベーション創出を体験させるためにすべての学位研究を必ず産学官の共同研究で行うなど、
両輪のいずれもが、従来の日本型大学院教育とは一線を画す内容となっている。これらの詳細
は第二部で説明する。
第二の仕組みは、多様な産学官のイコールパートナーシップによる実現である。この背景は、
実社会のニーズを的確に把握するには、産官の連携が必須であること、また、多様で高度な教
育研究を実現するためには、多様な大学の協力が必須であることなどがある。イコールパート
ナーシップの精神を徹底するために、スーパー連携大学院の構想段階から産学官の協力により
進めている。実際の大学院運営においても産学官がイコールパートナーシップで担当する。即
ち、入試、学位審査など大学院の最も根本的な機能においても、産学官で対応する。
上記の２つの仕組みで得られる効果としては人材とイノベーションそのものの 2 種類である。
つまり、日本の様々な地域、様々な産官で活躍するイノベーション博士を育成するとともに、
その育成過程でイノベーション自身が創出され日本の様々な地域を活性化できると期待してい
る。
これらを図 1-1-3 にまとめる。

課題解決の仕組みと効果
仕組み１：教育と共同研究が両輪となった
人材育成

効果：イノベーション人材
育成および活性化

共同研究

教育

実社会での
問題解決・イ
ノベーション
創出の体験

高度・
多様・厳格

③専門分野への深い造詣
⑤コミュニケーション力
⑥深い教養
⑦国際感覚

①ベンチャー精神旺盛
②アカデミア以外で活躍
③マネジメント力
④先見性と革新性
⑤コミュニケーション力
⑦国際感覚

仕組み２：産学官連携による推進
多様な産学官のイコールパートナーシップ
による実現

イノベーション
人材の育成
産，官で活躍

イノベーション
の創出
国，地方，企業，研究者

●実社会のニーズ⇒産官の連携が必須
●多様で高度な教育研究⇒多様な大学の協力が必須

図 1-1-3

スーパー連携大学院の基本的な仕組み
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１．４ 実現アプローチ
本節では、スーパー連携大学院を実現するための基本的なアプローチを説明する。前述の
ようにスーパー連携大学院の基本コンセプトは従来の延長線上にはなく、従来の日本型の大
学院教育とは一線を画す大学院となる。教育課程の具体的設計に入る前に、スーパー連携大
学院の実現可能性を示すために、実現方法について検討した。
大学院設置には法律的な規定がある。例えば、共同で大学院を設置する場合には、連合大
学院、共同大学院等の制度がある。
しかしながら、スーパー連携大学院の理念を実現するには柔軟な仕組みが必要である。
まず、スーパー連携大学院の実現には、産学官の連携が極めて重要であり、そのためには
産学官が対等の立場で加入したコンソーシアムによる運営が適している。
また、「学位プログラム」方式は、多様で高度な教育研究を柔軟に実現できる。学位プロ
グラム方式は、国際的にも進められており、現在、日本においても検討が進められ将来的に
法制化が期待できる。これをさらに大学間の連携で運営する「連携学位プログラム」とする
ことが、スーパー連携大学院の理念の実現に適している。
そこで、図 1-1-4 にまとめるように、スーパー連携大学院実現の基本方針としては、
（１）産学官でコンソーシアムを設置
（２）コンソーシアムが「連携学位プログラム」を共同運営
を基本としつつ、連携する産学官の個別事情に応じた多様な取り組みが可能となるように
（３）連携産学官の個々の組織の状況に応じた多様な参加形態
を原則とした。
具体的には、「スーパー連携大学院産学官コンソーシアム」が「連携学位プログラム」を
管理・運営し、その中では、「すべての一般学生を対象としたスーパー連携大学院の講義科
目の大規模な単位互換」および「スーパー連携大学院プログラム受講希望学生を対象とした
Innovative PhD コースの履修」を実施するとともに、スーパー連携大学院が提供する機能を利
用した様々な各連携組織独自の取り組みを可能とする。
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実現のアプローチ
（１）基本方針

①産学官でコンソーシアムを設置
②コンソーシアムが「連携学位プログラム」を共同運営
産官学の連携
学科・専攻の組織とは独立の課程
③連携産学官の個々の組織の状況に応じた多様な参加形態

連携学位プログラム
連携産学官の個々の組織の状況に応じた多様な参加形態
基本２

基本１
「スーパー連携大学院プログラム」
の実施

「スーパー連携大学院」の講義科
目の大規模な単位互換

◆スーパー連携大学院プログラム
受講希望学生のみが対象

◆全ての一般学生へのスーパー
連携大学院科目の開放

教育＋共同研究 スーパー連携大学院を利用した様々な取り組み

スーパー連携大学院産学官コンソーシアムが管理・運営
図 1-1-4 スーパー連携大学院の実現アプローチ
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２．教育課程開発の経過
２．１ 教育課程開発委員会（WG2）検討メンバー
産学官の連携が必須であるとの基本理念に基づき、検討の当初より産学官のメンバーにより
検討を進めている。
スーパー連携大学院のメンバーは現在 14 大学、18 企業・団体、１地方自治体の計 33 団体で
あり、下記の 21 名の委員で検討を進めた。
磯田

勉

（ＳＭＫ（株）

執行役員・開発センター所長）

大塚 豊 （（社）電子情報技術産業協会 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ･ｼｽﾃﾑ部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 副長）
加賀田

俊（西日本電信電話（株）

加藤 俊一（中央大学
河合

晃

工学部電気系 准教授，NTIC 副センター長）

工学部知能情報ｼｽﾃﾑ工学科 教授）

鈴木 康文（（財）鉄道総合技術研究所
高島 和希（熊本大学

研究開発推進室

大学院自然科学研究科

田島 公博（日本電信電話（株）

研究企画部門 R&D 推進担当

宏行（秋田県立大学

システム科学技術学部

田牧

純一（北見工業大学

副学長）

中山 良一（東芝総合人材開発（株）
檜槇

貢

（弘前大学

平林 公男（信州大学

顧問）

創造開発研究センター 教授）
大学院地域社会研究科
繊維学部

教授）

学部長補佐）
システム開発研究所

水田 義明（崇城大学

工学部長）

工学部

宮崎 哲弥（（独）情報通信研究機構
昇

（富山大学

総合企画部

大学院理工学教育部

渡海 義紀（セイコーエプソン（株）
田野

担当部長）

教授）

本間 弘一（（株）日立製作所

森田

主管研究員）

副研究科長）

谷内

西村 訓弘（三重大学

担当部長）

副学長（研究担当））

（長岡技術科学大学

末田 直道（大分大学

技術革新部技術部門技術渉外担当

俊一（電気通信大学

主管研究員）
統括）

教授）

経営戦略本部企画渉外部

副学長）
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主幹）

２．２ 検討の経緯
教育課程の設計の前提として、本教育課程設計委員会（WG2）の検討範囲について議論を行
った。図 1-2-1 に示すように、教育課程設計を単なるカリキュラム設計ではなく、総合的に捉え
ることとした。
つまり、「中央・地方から学生を集め、教育・研究の両面で育成し、中央・地方で自ら起業
するイノベーション博士、あるいは、中央・地方の企業や官公庁で活躍するイノベーション博
士を輩出することを基本とし、これらを中央・地方の産学官で対等に共同運営するとともに、
学生自身、地方、日本全体にメリットを生む」という全てのシステムを教育課程として捉え検
討することにした。

教育課程を総合的に捉える＝６つの観点
(A) 全体ビジョン
中央

地方

産

中央

地方

学

中央

地方

・学生自身
・地方
・日本全体

官
・運営者

(B) 対等に運営

(F)効果（メリット）
中央

起業
中央

中央

Research

産
地方

Course Work

地方

地方

中央

官

(C) 入学する学生
・募集
・勧誘
・支援

(D) 教育・研究

(E) 輩出する人材

・カリキュラム
・共同研究型学位研究
・システム(Qualifying Examなど)

地方

・育成（インキュベーシ ョン）
・学生への保証
・活躍場の確保

図 1-2-1 総合的に捉えた教育課程全体図
そこで、上図のシステム全体を対象に、以下の６つの分類に基づき、問題点、課題、解決の
アイデアなどについて多面的に議論を行った。
（A）スーパー連携大学院の全体ビジョン
（B）産学官対等な運営
（C）入学する学生
（D）教育・研究
（E）輩出する人材
（F）効果(メリット)
議論の結果は「分類→論点→アイデア」の 3 階層で整理した。分類とは、図 1-2-1 の各部に
対応する(A)から(F)に対応し、論点とはその分類での検討する事項を示し、その下位のアイデ
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アは検討事項を解決する方策や意志決定の事例となっている。
図 1-2-2、図 1-2-3 に「分類→論点」の 2 階層までの結果を全て示す。図 1-2-4 では、「分
類→論点→アイデア」の 3 階層の結果を一部分だけ示す（検討結果の全体は「第 6 回教育課
程委員会 資料２．論点のまとめ（17 ページ）」を参照）。
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分類（<>）と論点（◆）とアイデア（→）
<A>全体ビジョン
<A1>大目標
◆一番の目標は何か？
◆二番の目標は何か？
<A2>実現方法
◆実現の特徴は何か？
<A3>新しい博士ブランド
◆ノンアカデミア博士を認知させるには？
<A4>背景
◆社会からの要望は？
◆地方の国公私立大学の意義は？
<A5>スーパー連携大学院の外部へのアピール
◆社会へのアピール方法は？
◆大学内へのアピール方法は？

<B> 運営
◆運営形態は？
◆学生、企業、地方自治体、国等の負担割合は？
◆運営方針は？

<C> 入学する学生
<C1>対象とする学生
◆多様な学生を受け入れるか？
◆留学生は？
◆修士・博士一貫コースか？
◆自大学院の入試と連携大学院の入試の両者に合格する必要があるか？
◆大学院に入学したいとの動機付けになるものは？他の取り組みとの差異は？
<C2>就学支援
◆授業料を支援する方法は？
◆制度的な支援は？

<D> 教育研究
<D1> 全体
◆全体構成は？
◆質の管理方法は？
◆機器、装置、施設の共有はどうするか？
<D2> 教育
◆教育の目的・特徴「博士共通」は？
◆教育の目的・特徴「タイプ別」は？
◆教育の目的・特徴「外部との関係」は？
◆連携大学院における修士課程のありかたは？
◆教員は？
◆習得保証システム（質の保証システム）は？
◆学位取得のための条件は？
◆学位授与の基準と、企業が採用したいと思う基準にギャップは？
◆ダブルディグリーは？
◆短期修了制度は？
<D3> カリキュラム
◆開発方法は？
◆内容は？
◆単位数は？

図 1-2-2 「分類→論点」のまとめ（前半）
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<D4> インターンシップ
◆内容は？
◆メリットは？
◆課題は？
◆知財・秘密保持契約は？
◆就職との関係は？
<D5> 学位研究
◆すべて共同研究ベースか？
◆運営形態は？
◆産学連携のテーマをどのようにして決めるか？
◆学生とプロジェクトのマッチングは？
◆研究成果に関する知的財産権の明確化は？
<D6> e-learning
◆内容は？
◆博士課程の場合多様な e-learning が必要では？
◆実験設備の共用は？

<E> 輩出する人材
<E1>人材像
◆大きな人材像は？
◆必要な能力は？
◆社会に期待される博士像 六つの志（目標）は？
◆ノンアカデミア博士とは？
◆現在の社会人博士との違いは？
◆経団連・産業界は、最近の「学生の実力」をどう認識しているのだろうか？
<E2>活躍の場の確保（学生への保証）
◆進路は？
◆学生への進路保証は？
<E3>育成（インキュベーション）
◆学生の起業を支援すべき？

<F> 効果（メリット）
<F1>全体
◆受益者は？
<F2>運営者（関与者）
◆企業のメリットは？
◆参加大学のメリットは？
◆公組織のメリットは？
<F3>学生
◆メリットは？
<F4>地方
◆メリットは？
<F5>日本全体
◆メリットは？

図 1-2-3 「分類→論点」のまとめ（後半）
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分類（<>）と論点（◆）とアイデア（→）
<A>全体ビジョン
<A1>大目標
◆一番の目標は何か？
→多様な社会的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を育成
地方の学生がその仕組みで教育され、産業界で活躍できれば、地方大学の貢献とし
ては充分（矮小化しないかと心配）
◆二番の目標は何か？
→地域に立脚する国公私立大学が、イノベーション社会において地域に貢献する知的基
盤としての役割を確立
<A2>実現方法
◆実現の特徴は何か？
→1)大学間の連携および地方自治体や産業界との共同により運営
→2)連携大学院、産学共同研究などを柔軟に組み合わせた人材育成システム
→3)東北大学工学研究科の高度技術者育成プログラムが参考になる
<A3>新しい博士ブランド
◆ノンアカデミア博士を認知させるには？
→1)英国の Engineering Doctorate（企業と大学が連携して企業に適した博士の養成を行
う）が好例
→2)どのようなものであるかを、地方の中小企業レベルにまで発信
→3)「ノンアカデミア博士」にふさわしい新しい称号が必要

……

<F4>地方
◆メリットは？
→1)地域のキャパシティ・ビルディングへの貢献
→2)地域における多様な教育機会の確保
→3)地域に貢献できるイノベーション博士人材の育成
→4)多様な情報交換、人的交流の機会の提供
→5)国際的ネットワークの構築
→6)地域の抱える課題に対するオールジャパンでの取組の場の確保
→7)地域を越えた、オールジャパンの産学官連携体制の確立
<F5>日本全体
◆メリットは？
→1)社会に役立つ、企業に役立つのではなく、日本の社会が元気になればいい
→2)スーパー連携大学院が受け皿となって基礎研究を日本のためにやる

図 1-2-4 「分類→論点→アイデア」のまとめの例（(A)と(F)の一部）
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３．スーパー連携大学院の教育課程開発の７つの課題
以上の論点整理とアイデアの結果、スーパー連携大学院の教育課程が持つべき以下の６つの特
徴が明らかになった。
特徴１：明確な人材像と産学官連携での育成
特徴２：修士・博士５年をトータルに考えた教育課程
特徴３：共同研究ベースのみの学位研究
特徴４：厳格かつ多様な質保証制度
特徴５：４種の e-learning
特徴６：入学・修学・就職・起業などを含む生涯学生支援
従って、上記の６つの特徴をどのように教育課程の個々の機能として実現するかが課題となる
（個々の教育課程の設計）。加えて、この６つの特徴を有するスーパー連携大学院の教育課程全
体をどのように実現するかも新たな課題となる（総合的な教育課程の設計）。
即ち、６つの特徴に対応して６つの課題、およびプラス α の課題として実現の仕方を合わせて、
計７つの課題が抽出された。これを図 1-3-1 にまとめる。

スーパー連携大学院 教育課程の６つの特徴
特徴１：明確な人材像と産学官連携での育成

特徴４：厳格かつ多様な質保障制度

●人材像＝７つの志
●多様な産学官のイコールパートナーシップによる
教育実践が必須

特徴２：修士・博士５年をトータルに考えた教育課程
●教養、基礎問題解決力、幅広い専門、高度な専門、
ＭＯＴ（ＭBA)、倫理、語学など多様な知識を確実に
習得
●長期・海外インターンシップ、ＯＪＴ的プロジェクトなど
実践的教育
●受け身の学習から自ら学び研究することへの昇華

特徴３：共同研究ベースのみの学位研究

特徴５： ４種のe-learning
●中央に拠点を持つが、あくまでも各産学官が主体
●４種のe-learningの活用がキー

特徴６：入学・修学・就職・起業などを含む生涯学生支援
●進学支援、経済的支援、住居支援、共同研究支援、
企業支援、活躍の場の確保、経営支援

●産学官連携の共同研究プロジェクトだけによる学位
研究

＋α

●講義・演習
⇒ シラバス、毎回のホームワーク、試験問題、評価
結果、これらの完全なＷＥＢ公開などを制度化
●学位研究
⇒ 最大限の自由と研究環境を与える反面、厳しい
プロセス管理
⇒ 学位研究の分野・目的に応じて多様な評価

スーパー連携大学院の実現の仕方
図 1-3-1 ７つの課題

教育課程開発委員会（WG2）では、上記の７つの課題に対応して、７つのチームを設け検討し
た。第二部では、上図の７つの課題ごとに検討結果をまとめる。
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第二部

教育課程の特徴と詳細

第二部では、第一部で抽出された７つの特徴の実現のための検討結果をまとめる。教育課程開
発委員会（ＷＧ２）内に７つのチームを作り、７つの特徴ごとに集中的に検討した。そこで、第
二部は７つのチームからの報告という形式で報告する。

１．特徴１：産学官連携（by チーム１）
１．１ 目的と意義
産学官連携はスーパー連携大学院の起点であり、持続的推進のための起動力である。この大
学院構想は産業社会に役立つ高度な職業人の創出要請に基づくものであって、それに応えるべ
き大学院改革の提案である。それゆえに、国および全国各地で進められてきた産学官連携が大
学院構想推進の基本にあり、構想の実現による共同研究やカリキュラム形成を中心とする様々
な活動がさらなる産学官連携を強めることにならなければならない。
本節では、後に述べられている具体的なカリキュラム、共同研究ベースの学位研究、質保証、
ｅ－ラーニング等を支えるしくみとしての産学官連携の体制を明らかにする。
大学院の取り組みは、概してもろいものである。新たなアイデア等を盛り込んで実行するこ
とになっても、これまでの大学院教育に一般的にみられたように、学術研究の論理、情緒的な
人間関係等により掲げられたミッションや理念を押し通せず、それらは分離分化され、むしろ
孤立する。結果として大学院の教育目的の実現を拒まれる可能性が高い。
その懸念を振り払い、理念やミッションに沿った大学院システムを実現していくためには、
一種のいわばコミュニティによる支えが必要である。スーパー連携大学院は既成の大学院のネ
ットワークであって、大学サイドの活動、事業が中心となるが、それを産業界と行政が見える
形で、それもいわば同志として係わることが重要である。それを実際に支えていくのが、１．
３において述べる地域運営協議会であり、全体運営委員会と連携しながら、産学官それぞれの
メリットを高める機能・役割を担うことになる。

１．２ 産学官連携仕組みの概要
人材のニーズは産業界にある。経済社会の変化の中でイノベーティブな課題を見つけ出し、
計画的総合的に事業開発を進める人材を産業界ではのどから手が出るほど欲しい。そのような
人材をそれぞれの企業が育成してきた。官＝行政はその環境条件を整備し地域の経済的社会的
活力を形成・維持する様々な活動を行ってきた。大学では、そのような人材は学部卒業者か、
大学院でも修士課程に求められているものと認識されていた。とりわけ、大学院教育によって
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生み出される博士人材は研究人材であって、産業界や官＝行政の活動分野とは切り離された伝
統的な研究環境において活かされているものであった。
各地で産学官連携を進められていても、その対象に新たなイノベーションを起こす博士人材
の育成は含まれていなかった。人材育成は産業界、官＝行政、大学院とそれぞれ別個の目的と
方法によって実施されてきた。
スーパー連携大学院構想は、産業界、官、大学院のそれぞれが別個に実施してきた人材育成
を大学院のシステムに取り入れ、産学官それぞれがプラスにしようとする試みである。それぞ
れの既成の境界を乗り越えていくしくみの実践なのである。
後述される教育課程等の精神、あり方を堅持し、生起する諸問題を処理する仕組みとして、3
つの角度からアプローチが必要である。第 1 は地域内における産学官連携、第 2 は地域間の産
学官連携、第 3 は新たな産学官連携人材形成のための高度職業人（使命達成型職業人）の養成
である。
表 2-1-1 はこの角度からの大学院、産業界、行政のメリットを示したものである。大学院にお
いては、それを支える地域（立地・連携、影響のおよぶ地域的範囲）との間で、産業界（企業）
と行政との関係を密にすることができ、地域の実態に対応した共同研究の実施やカリキュラム
の設定を行う。これは産学官連携の地域的ユニットであり、これらのユニットがさらに連携し
合う。スーパー連携大学院を構成する大学院間の連携によってそれらを広域的に進める。
項目

大学院のメリット

産業界のメリット

行政側のメリット

地域内産学
官連携

・産業界（企業）、行政との横の連携
を密接にすることができる。
・カリキュラムの豊富化。院生の選択
の幅、研究方向の広範さと深さの両者
を享受。

・大学と行政に対して産業界側の
ニーズを反映させる仕組みに参加
できる。
・人材育成に対する産学官のコン
センサスが得られる。

・地域内連携の深化によって、産
業界のニーズ起因型研究シーズ
に大学の研究者を誘導可能。イノ
ベーションにより地域経済を活
性化し、雇用を誘発。

地域間産学
官連携

・既存の大学院システムと並行して、
連携校カリキュラムに参加すること
で、教育が充実。隣接分野、異なる関
連研究分野の研究者との連携により、
遠隔地域間の共同研究が進む。
・研究テーマ情報等を Skype などのツ
ールにより共有化し、具体的な共同研
究の形にしていくことができる。
・研究者の招聘、大学院生のリクルー
ト活動。

・連携校の研究者とスーパー連携
大学院カリキュラム運営を通じた
情報交流により、結果として新た
な企業ニーズに即応した研究シー
ズに接近できる。
・自地域の大学／連携校の共同研
究に参加することにより、企業の
抱えている問題点の解決策を複数
の視点から見直すことができる。

・連携校の研究者とカリキュラム
運営を通じた情報交流により、新
たな政策ニーズを把握すること
ができる。
・政策ニーズを行政が積極的に生
かし、地域間政策連携を強化する
ことで、遠隔地域間の産業振興政
策における連携を推進すること
ができる（中央政府を媒介しない
地方政府間連携）。

高度職業人
（使命達成
型職業人）の
養成

・地域において求められる職業人のリ
ーダー像にあった人材（実務応用力と
人間力・コミュニケーション力）をス
ーパー連携大学院のカリキュラムに
参加することにより育成することが
できる（専門教育＋幅広い教養・人間
教育・コミュニケーション力の涵養）。
・産学官共同研究ベースの学位研究シ
ステムにより、大学の研究の場で大学
院生に OJT を行うことができる（イン
ターンシップ含む）。

・産学官連携の具体的なプロジェ
クトを立ち上げる中で、大学院の
博士課程院生を研究プロジェクト
のメンバーに加えることで、共同
研究プロジェクトの豊富化と地域
における高度職業人の養成に産業
界側が積極的にコミットすること
ができる。つまり、産業界側の求
める人材イメージに合った博士人
材を発掘することができる場とし
ても利用することが可能。

・地域産業の高度化、イノベーシ
ョンを先導する人材、地域振興の
将来像を描くことができる人材
教育のコンテンツ、場を提供する
ことにより、地域にとって必要な
高度職業人（使命達成型職業人）
の育成を進めることが可能（理工
系人材だけではなく、社会科学系
の人材の輩出も可能）。

表 2-1-1

3 つの産学官連携における大学院・産業界・行政側のメリット
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これによってスーパー連携大学院は強くなる。結果として、これまで実現できなかった高度
職業人（使命達成型職業人）の育成が可能となる。
これらのメリットをスーパー連携大学院発足後において確実なものとするために、産学官連
携による大学院運営のための 2 つの組織が必要である。1 つは個々の大学院の人材育成を支える
組織であり、もう 1 つはそれらの組織を総合的に調整する全国的組織である。前者を地域運営
委員会とし、後者を全体運営委員会として、次節以下にそのしくみのあり方、機能イメージを
示すことにしたい。

１．３ 産学官連携仕組みの詳細
（１）高度人材育成のための産学官連携の促進
スーパー連携大学院はイノベーション博士人材養成のための産学官連携である。この産学官
連携は、これまでの産学官連携の延長線上に発足させるものと、大学院構想を支える新たな産
学官連携のしくみの 2 つが考えられる。
実態としては、産学官連携過程においてこれまで学卒・修士レベルの人材が求められてきた。
そこには博士人材は含まれていなかった。スーパー連携大学院を産業界、行政のサイドが認め、
支えていくためには、新たな合意づくりが必要である。イノベーション博士人材の必要性を確
認して前者のこれまでの産学官連携の延長線上においても人材育成に関する地域的合意づくり
が必要となる。
もっとも、これまでの地域的産学官連携の動向とは係わりなく、時代の要請等を踏まえとい
う立場から、これまでの産学官連携システムとは別個の戦略的に新たなノンアカデミア博士人
材形成のしくみづくりも想定できる。
前者、後者ともに、産学官連携における人材育成に関するミッションが必要であって、7 つの
志の具体化がここでも必要である。いずれの場合にも、スーパー連携大学院参加大学院は地域
および地域間の産学官連携を促進する。

産学官連携機能（多くは 1 県に

既存の産学官連携機能

1 つ位か）

＋

その機能は事業化に向けての情

イノベーション博士人材育成の

報管理、共同研究・受託研究支援

支援機能

イノベーション博士人材育成の
ための新たな支援機能

図 2-1-1

イノベーション博士人材の産学官連携のイメージ
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（２）産学連携システムのかたち
スーパー連携大学院を支える産学連携システムは地域内のものとその単位のネットワークと
しての全体的なものの 2 つがつくりだされることを想定する。
地域内における産学官連携にあっては、博士人材育成のミッションを通じて連携し、それが
他地域との連携をつくり出す。つまり、地域に必要な技術を支える人材を地域内の大学院に求
め、その人材を産業および国・県・市区町村の行政が協働して育成する一種の政策コミュニテ
ィがつくられることになる。
このような産学官連携のコミュニティは参加する大学院毎に各地につくられ、地域外の他の
コミュニティとの新たな連携を求めてネットワークをつくるという流れが想定される。
参加する大学院は、このコミュニティがあり、そこから地域的ミッションや物心両面の支援
を受けることで、ようやく産官の要請に応じる共同研究やカリキュラム等を実施することが可
能となる。常に、地域の産と官のニーズにさらされている状況が参加大学院には必要なのであ
る。
これらの多様なネットワークだけでは不十分であって、地域間のネットワーク型の連携を基
本に全体調整を全体運営委員会が行うことを想定したい。この全体運営委員会は側面からスー
パー連携大学院に関する産学官連携をプロモートすることになる。
2 つの運営委員会の活動イメージは以下の通りである。
①

地域運営委員会
委員会のメンバーは関係地域の産学官のメンバーで構成され、それぞれの役割に応じたポ

ジションが与えられる。大学内に設置されることが望ましい。
当該地域の企業の研究需要と当該地域の大学とのマッチングを行い、企業の事業化への推
進の側面的援助活動を行う。また、地域の官との連係を図り対象となる研究推進の環境整備
の側面的援助活動を行う。
地域運営委員会は地域における産学官連携による人材育成の核としての役割を担う。各地
の地域資源を見極め、産学官連携による人材育成の核としての活動が期待される。活動イメ
ージとしては、以下のものが想定される。
・地域での大学院中心の共同研究、学位研究の方針づくり
・関係大学院における教育研究課題の調整（地域の特色にあった教育研究の要望を受付、
提供方針を検討）
・地域リーダーの養成方策
・地域の強みを生かした研究協力
・地域貢献活動の計画調整
・住宅支援等の大学院生への福利厚生方針
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・スーパー連携大学院の地域レベルでの活動評価
②

全体運営委員会
構成する地域運営委員会の代表と全体運営委員により構成される委員会であって、地域的

産学官連携を視野におきながら、スーパー連携大学院全体の運営を担う。
全体運営委員会は地域運営委員会の状況を掌握し地域間で跨る研究テーマの推進を図るべ
く活動を行う。活動イメージとしては、以下のチームの活動が想定される。
・教育課程チーム
・共同研究チーム
・学位研究チーム
・学生支援チーム

博士人材のための産学官
連携コミュニティ
（地域運営委員会）
地域１

博士人材のための産学官連

博士人材のための産学官
連携コミュニティ
（地域運営委員会）

全体運営委員会
（東京・江戸川区）

携コミュニティ
（地域運営委員会）
地域２

地域３

図 2-1-2

地域運営委員会と全体運営委員会の連携イメージ

（３）産学官連携システムのステップ
スーパー連携大学院に係わる産学官連携のシステムは、スーパー連携大学院の発足以降の推
移に連動して、それぞれのステップを進むことになる。
スーパー連携大学院に関する産学官連携は図 2-1-3 に示すような開始段階、運営段階、人材の
活用段階の 3 つ位の段階を経て、その成果や問題点がフィードバックするという動きが想定さ
れる。
開始段階にあって重要なのは、イノベーション博士人材育成に関する産学官連携の模索であ
る。とりわけ産業界と大学院側において、イノベーション博士人材に関する必要性とその実現
に向けての問題意識が乏しいということである。
地方を支える中小企業、大手企業の支店や工場等にあってのイノベーション博士人材の必要
性は決して高いものではない。また、大学院においても研究教育レベルでの産官連携の動きは
鈍い。そのような課題認識に立つと、この段階における産学官連携は極めて重要である。
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発足後の運営段階にあっても気が抜けない。制度ができたからといって、それに沿った運営
がされていくのかは保証の限りではない。イノベーション人材をこれまでの大学院は十分に創
りだしえていないし、アウトカムとしての質保持は明確ではない。それらの実現に向けてのチ
ェック体制が必要である。
所定の単位を取得させ学位授与の段階において、この人材が産官サイドにおいて活用される
のかも重要である。目標とされるイノベーション博士人材が社会に出るなかで、フィードバッ
クしてスーパー連携大学院構想が再検討されるが、そこで問われるのは産学官連携のシステム
である。
スーパー連携大学院開始

スーパー連携大学院運営

産学官における人材活用

に向けたシステム

におけるシステム

のシステム

・イノベーション博士人

・本格的産学官連携の推

・本格的産学官連携の推

材育成に関する産学官連

進

進

携の模索

・専門性と共同研究スタ

・人材の流動化のための

・対象となる育成人材イ

イルの維持

活動

メージの形成

・質保持のためのアウト

・課題・問題点の明確化

・専門性と共同研究スタ

カム評価

イルづくり

図 2-1-3

スーパー連携大学における産学官連携のステップ

１．４ 実現と発展
スーパー連携大学院における産学官連携は、参加する個々の大学院の立地・影響地域におけ
る地域運営委員会ベースのものが重要である。参加する大学院はそのままでは、旧来からの教
育研究の対象、スタイルとなりかねない。多くの大学は地域の産業や行政との連携を望んでい
ないからである。その障害を乗り越え、産学官のメリットを高めるためには、新たなしくみが
必要である。
地域運営委員会と全体運営委員会は、イノベーション博士人材をつくる大学院システムを外
部から支えることになる。その点では、すでにふれた地域運営委員会の活動がアクティブに進
められる条件づくりが求められる。
イノベーション博士人材をそれぞれの地域において育成し、将来の地域的発展につなぐとい
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うミッションとそれを実現しようとする新たなコミュニティの形成がスーパー連携大学院の発
足とそれ以降の発展のキーとなる。
それらを総括し、国レベルとアジア地域レベルの課題に連動させる全体委員会における全体
運営委員会もまた重要である。この委員会は全国的な連携を効果的効率的に進めるために、首
都東京にあることが望ましい。
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２．特徴２：高度な（柔軟で多様な）カリキュラム（by チーム２）
２．１ 目的と意義
スーパー連携大学院プログラムは次の７つの志に基づいて履修カリキュラムが作られている。
①ベンチャー精神旺盛で自立をめざす
②実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する
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
⑦国際感覚を備えて世界で活躍する
この７つの志の内容を説明すると
ベンチャー精神が旺盛で自立をめざすということは、新しいことに挑戦する勇気と冒険心を
備え、組織に頼らず、個人の能力で仕事ができることである。このための教育カリキュラムは
科学技術の歴史教育を必要とする。国内外の一流の研究者や技術者、経営者と対話する機会が
なくてはならない。主なプロジェクトのリーダーまたはサブリーダーとして参加し、研究・事
業化のスケジュール管理やマネジメント力を有することが必要とされる。
アガデミア以外の分野で活躍するということは、学問としての大学の研究者ではなく、産業
界において創造的な活躍をする能力を持ち、それぞれの分野でリーダーとして活躍をすること
が必要である。このための教育カリキュラムは実社会での課題や問題意識を持つような動機付
けを行なうことである。そのためには、企業人との人的交流、コミュニケーションを通じて広
く社会を知ることが必要である。これには、長期のインターンシップが必要で、このプロセス
を必須とするカリキュラムが必要となる。
専門分野への深い造詣とは、専門分野に関する国際標準の確かな基礎力を有した上で現実的
な課題に対しての問題解決をはかる柔軟で複合的な手法を駆使する能力が必要とされる。これ
には自ら問題を把握して、その解決プロセスを自ら設計・企画・実行することが必要である。
このための教育カリキュラムは、実社会の問題に対して解決プロセスの進行管理等のマネジメ
ント教育が必要となる。ここでは技術・技能の分析力とこれらを管理する技術（技術経営）つ
まり MOT の学習が必要となる。
未来志向の先見性と革新性については、常に時代の動向を広い視野から洞察して新しい方向
を見出すことが要求される。このための教育カリキュラムには、多様な分野にわたる学生間の
交流が必要となる。この交流の中から将来を見通す洞察力を身に着ける必要がある。これには、
国内外の一流の研究者や技術者・経営者と対話する機会を作る必要がある。
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質の高いコミュニケーション力とは、自分の位置する社会または大学の外の人との十分な意
思疎通が図られることで、これは単に語学力に優れることではなく、真のコミュニケーション
力、交渉力を身につけることである。それには当然、人としての魅力や信頼感を有することが
必要となる。このための教育カリキュラムとしては、研究プロジエクトを通じて対外の人との
交流の中から交渉力やコミュニケーション力を養う必要がある。
リーダーとして尊敬される深い教養を備えるとは、専門分野だけに留まらずに人としての深
みのある人格や洞察力、指導力をもつということである。このための教育カリキュラムとして
は、人材育成の中に高い倫理観とコンプライアンス（遵奉精神）をもち、人間心理を見通す能
力が必要となる。
最後の国際感覚を兼ね備えるとは、広く世界に目を向けて、現在直面している国際問題・国
際法や地球環境問題についての知識と問題解決に向けた行動力を持つということである。この
ための教育カリキュラムは海外インターンシップの整備と語学教育、広い国際理解の教育を整
備することである。
以上が基本的な人材像ということになるが、今までの大学におけるアカデミックな人材養成
とは 180 度異なる人材像であることが理解できると思う。これにより、日本の大学院教育を革
新して世界をリードする教育体系を構築する第一歩とする。

２．２ カリキュラム体系と受講支援
２．２．１

７つの志と科目群

前記の７つの志から、具体的なカリキュラム構成を考えるとその関係が見えてくる。特に重
視するのは、第１番目の「ベンチャー精神旺盛で自立をめざす」志（こころざし）である。
このためのカリキュラム構成では、現役の経営者の生の声を聞き、そこからマインドを醸成
することが必要と考える。そこで｢経営者 30 名の話を聴講する｣を必須条件とする。具体的な
方法については、今後の検討が必要であるが、遠隔教育や地方の大学においては、地元の有力
企業の経営者から話を聞くなどの工夫が必要となる。
また、「科学技術史」もこの志（こころざし）に関係した科目群となる。科学史には多くの
技術が関係するが、自動車・航空機・ロケットなど長年の経験や技術が交差するものが重要と
なる選択科目群とする。また、必須科目として、「企業における長期インターンシップによる
共同研究開発プログラム」がある。これは、スーパー連携大学院構想の主幹となるもので、具
体的な企業とのインターンシップ・プロジェクトに基づいた将来に向けた事業化を狙ったイノ
ベーションである。
たとえば、｢宇宙エレベータ｣事業プロジェクトがある場合、それに必要な基礎科目、専門科
目、特論の科目は各自・各大学が提供し、具体的な企業とインターンシップ・プロジェクトを
起こし、事業化へ向けて開発を進める。
ここでの、基礎科目などは従来の機械工学の科目であり、建築学の科目、昇降機技術や宇宙
工学などの科目が相当するが、大学の現在保有する工学科目が相当すると考える。これらを基
- 28 -

礎として新プロジェクトが発足する。そこには多くのイノベーションが必要であり、その経験
や体験が重要となる。全てが成功するとは限らない。中にはムダや失敗もあると想定されるが
これらが長い目で見たときの成功要因となる。これをまとめたものが｢共同研究型学位研究｣と
なる。
2 番目の「実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する｣志（こころざし）におい
ては、｢企業における長期インターンシップによる共同研究開発プログラム｣を基本として｢専
門分野科目群｣と「地域学科目群」がある。これは前述したように、それぞれの分野における
科目群を示している。
また、インターンシップにおいても「短期インターンシップ」と「長期インターンシップ」
の区分がある。短期は半年以内のもの、長期は 1 年を超えるものを想定している。
3 番目の｢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｣志（こころざし）では、
｢MOT 基礎科目｣と「MOT 応用科目」で技術経営の分野をカバーする。MOT は全国の専門職
大学院などで広く教育されているので、詳細は省くが、想定する 5 分野、30 科目の中から、各
分野（情報・生産・企画・販売・環境）の基礎・応用の最低 1 科目以上を習得することが望ま
しいとする。
4 番目の｢未来志向の先見性と革新性を有する｣志（こころざし）では、1 番目と同様に「プ
ロジェクト実践型科目群」が該当する。ここで先見性と革新性を助長する。
5 番目の「質の高いコミュニケーション力を発揮する｣志（こころざし）では、一般の大学な
どでは見られない｢コミュニケーションまたは交渉術（ネゴシエーション）｣を選択科目とする。
ここでの交渉とは 1 つはコミュニケーション力であり、情報収集力でもある。もう 1 つは人間
心理についても精通する必要があり、スーパー連携大学院構想の特徴的な科目群となる。
6 番目の「リーダーとして尊敬される深い教養を備える」志（こころざし）では、各地方大
学が保有する特色ある教養科目「地域学科目（地方の特色ある科目）」がこれに該当する。た
とえば、北見工大の雪氷学や、電通大の暗号理論特論、長岡技科大の長岡産業政策学などが該
当する。地域の特色ある科目が相当する。このほかにも多くの教養科目が相当する。
7 番目の「国際感覚を備えて世界で活躍する｣志（こころざし）では、「語学、ネイティブ会
話」や「海外研修」がこれに該当する。各国のネイティブ会話を通じて、民族の意識や特色を
理解することで、世界に活躍する人を育成するのである。
以上の受講科目群を用意しておく必要がある。
ただし、スーパー連携大学院で用意する必須科目は多くはない。

２．２．２

テーラーメード型受講

前述したように、スーパー連携大学院の学生は７つの志に基づき、イノベーションマインド
を持つ人材を育成するのであるから、多くの方面に対する教養と実務が必要とされる。しかし、
基本となる分野依存の科目群は目指すべき事業化に向けて自由に選択、選別しなければならな
い。ここにおいては、テーラーメードの受講が必要とされる。ここではあらかじめ用意される
ような科目はなく、プログラム受講者各自が選び、見つける努力が必要である。
「基礎数理・論理科目」や「応用数学」が必要ではとの意見もあったが、それらも含めて自
由な選択と選別を許すこととする。
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２．３ 科目群の説明
科目群としては以下の構成となる。
必須科目
①「共同研究型学位研究（長期インターンシップによる共同研究開発）」
②「経営者 30 人の話を聴講｣
選択・専門科目
①イノベーションの“志”教育科目群
（１）「“志”の育成（相互啓発、集合教育）」
（２）「ベンチャー論」
（３）「地域振興論」
②イノベーション博士教養基礎科目群
（１）基礎数理・論理科目
（２）MOT（技術経営）基礎科目群、応用科目
情報分野
生産分野
企画分野
販売分野
環境分野
（３）科学技術史
③イノベーション博士教養応用科目群
（１）MOT 応用科目
（２）コミュニケーション（交渉術）
（３）イノベーション論
④プロジェクト実践型科目群
（１）短期インターンシップ
（２）海外研修
⑤専門分野科目群／地域学科目群
（１）基礎科目
（２）専門科目
（３）地域学科目
（４）特論科目
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カリキュラム構造
博士前期課程
前半

博士後期課程

後半

前期

中期

後期

イノベーションの“志”教育科目群（必須，選択）
“志”の育成
（相互啓発，集合教育）

経営者３０人の
話を聴講

ベンチャー論，
地域振興論，ほか

イノベーション博士教養
基礎科目群（選択）

スーパー連携
大学院

イノベーション博士教養
応用科目群（選択）
ＭＯＴ応用科目，
コミュニケーション，
イノベーション論

基礎数理・論理科目
ＭＯＴ基礎科目
科学技術史，ほか

プロジェクト実践型科目群（選択）

共同研究型学位研究（必須）

プロ
短期インターン ポー
シップ，海外研修 ザル

長期インターンシップ
による共同研究開発

志と能力を
持って社会
へ

分析
まとめ

専門分野科目群／地域学科目群（選択）
地域学科目
ＸＸ系基礎科目

同一の
場合あり

ＸＸ系専門科目
ＸＸ系特論科目

所属大学院

修士論文研究

図 2-2-1

学位論文研究

カリキュラム構造図

２．４ 科目群を構成する科目の詳細
必須科目：必ず取得すべき科目群としては以下の 2 科目群である。
①「共同研究型学位研究（長期インターンシップによる共同研究開発）」（8 単位相当）
これは長期（1 年以上）のインターンシップを想定したもので、新事業化に向けて企業と
大学が共同で進めるプログラムである。具体的な科目履修については、受講者側のプロポ
ーザルも含めスーパー連携大学院の企画コーディネータとの相談や教員の指導はもとより、
受け入れ企業側との打ち合わせによって決定されることになる。
②「経営者 30 人の話を聴講する」（2 単位相当）
これは、起業マインドを醸成するために必須とするもので、現役の経営者にその真髄を
話してもらい、プログラム受講者に将来の事業化に向けて精神を育成する。特にスーパー
連携大学院の目玉として、前面に位置づける必要がある。
話をしていただく経営者には特にイノベーションマインドを持ち時代の最先端を進んで
いる起業家・企業家を選定して構成とする。
さらに、地方にある大学においては、地元の企業の創業者やベンチャー企業の経営者の
話をしていただけると想定している。
ポイントは直接にマンツーマンで話を聞くことが重要で、その人の人となりや心意気、
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企業の倫理・哲学などを直接汲み取ることを期待するものである。
選択・専門科目：イノベーションに必要な選択科目、専門科目

（博士課程では 6 単位以上の

取得を想定している、修士課程では、30 単位以上の取得を想定している）
①イノベーションの“志”教育科目群
これは他の大学にはない、イノベーションに必要な科目群で、スーパー連携大学院がオ
リジナリティを持った選択科目である。そのために新たに創作することが必要な科目であ
る。
［１］「“志”の育成（相互啓発、集合教育）」
この科目は、現代の時代背景を読み取り日本が世界から必要とされる事業や企画は
何かを探りそれを実践するにはどうしたらよいかを受講者相互で啓発する試みであ
る。 このためには、多くのしかけが必要で、できるならば地方大学を考慮して宿泊
付の集合教育を予想している。
［２］「ベンチャー論」
この科目は実際に起業や経営を行う場合に、新しいシーズ・アイデアの発見、ニー
ズの調査及び価値の有機的統合・その具体策、さらに事業運営とその管理方法を学ぶ
ことである。新産業の創出論である。
［３］「地域振興論」
この科目は、スーパー連携大学院の多くの提携・連携する地方大学を中心とした地
域振興論である。未来に向けた地域づくりが叫ばれて久しいが、地域を取り巻く環境
は厳しさを増している。こんな中での地域のあり方や地域産業振興の具体策を探るこ
とにする。
地域産業振興策には、幾つかの段階があり、第１には地域産業の持ち味を生かしな
がらこれを発展拡大していくこと、地域の資源・伝統的製造技法・文化の歴史を失っ
てしまっては基盤が崩壊してしまう。そのためのターゲットを作ることである。第２
は海外との競争に打ち勝つということである。第３は、人材の育成の重要性である。
人材育成は特に大切で、後継者の育成とも重なり、その中心となる地方大学の位置づ
けも大切である。またそのためには地域での異業種交流などを活発に行なう必要があ
る。第４は、産官学の連携である。地域における企業の集積には相乗効果をもたらす
必要がある。第５は今まで述べたことの要となる地方行政の役割である。企業誘致は
もとより、インフラ整備も大切である。様々な企業の諸問題に積極的に参加し、問題
解決にあたることである。
これらを含めた地域振興論である。
②イノベーション博士教養基礎科目群
［１］基礎数理・論理科目
これからのイノベーションを起こす人材には、基礎数理の習得は大切で、進化する
科学技術の基本を理解する必要がある。多くの大学で基礎科目としている物理・数
学・化学・生物がこれに該当する。もう一つ基本的な論理学や倫理学さらに地球環境
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についての基礎知識も必要と想定している。
［２］MOT（技術経営）基礎科目群、応用科目群
現在の日本でアメリカを起源とする MOT（マネジメント・オブ・テクノロジ）の
ノウハウを集めた専門職大学院が幾つも存在している。そこでは各種の技術経営の専
門分野が確立している。これらをイノベーションの土台として活用する。MOT とい
っても範囲が広く、ここでは 5 つの分野に分類している。
それは、情報、生産、企画、販売、環境の 5 分野である。
それぞれの分野の核となる科目を紹介する。
（１）情報分野
「ソフトウェア応用」・・・インターネットを代表とする、ソフトウェア応用全
般について論じる。
「経営分析」・・・企業における各種経営分析を論じる。
「IT 戦略論」・・・現代における IT 戦略を論じる、資源工業経済論とも関係す
る。コンピュータを使った企業戦略もこの範疇である。
「CAD バーチャル技術」・・・3 次元 CAD や 3 次元立体映像技術について論じ
る。バーチャル（仮想空間）技術全般の応用も範囲である。
「システム思考」・・・情報システム全般の思考法について論じる。
（２）生産分野
「研究マネジメント｣・・・新製品・コンテンツなどの研究管理について論じ、
変革に対応する。
「サプライチェーン」・・・部品調達などに代表されるサプライチェーンを論じ
る。海外における製品生産や EMS なども考慮する。
「生産システム論」・・・製品生産に関する総合的なシステム論。IE や生産技術、
失敗学もこの範疇である。
「品質マネジメント」・・・製造プロセスに代表される品質全般の管理技術。リ
スクマネジメントも包含する。
「イノベーション論」・・・新製品の生産における各種イノベーションや業務遂
行の変革について論じる。
（３）企画分野
「技術経営戦略」・・・MOT の中心となる技術経営戦略を論じる。技術戦略や
プロジェクト管理、価値創造も包含する。
「知的財産戦略」・・・特許や著作権など知的財産戦略について論じる。
「産業政策論」・・・広く産業政策について論じる。特に地方における産業論は
重要である。
「技能伝承論」・・・日本における伝統技能・製造技能を含めた伝承。
「創造製品開発論」・・・問題解決を含めた新製品の創造プロセスや開発プロセ
スを扱う。
（４）販売分野
「マーケティング」・・・販売全般のマーケティングについて論じる。
「会計・財務論」・・・企業における会計・財務についての分野。財務金融、ポ
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ートフォリオ、金融数理も含む。
「交渉戦略論」・・・企業における交渉と戦略論。企業合併や統合戦略など。
「グローバル戦略論」・・・国際社会におけるグローバル戦略論。国際経営や異
文化マネジメントも含む。
「商品・ブランド戦略論」・・・商品戦略、ブランド戦略を論じる。
（５）環境分野
「経営組織・行動リーダーシップ」・・・経営組織論、リーダーシップ論や行動
学、対人スキル、組織行動学など。
「中小企業論」・・・ベンチャービジネス論、中小企業論。
「地域産業論」・・・地方における地元産業論。
「環境エネルギー論」・・・地球環境問題に対しての環境ビジネスなど。エネル
ギーの全体的な問題も包含する。
「関連法規」・・・MOT に関係する法律を論ずる。特許・知的財産について、
また倫理・コンプライアンスも包含する。
［３］科学技術史・・・戦略を学ぶ
今までに開発された自動車・飛行機・電気製品・コンピュータの研究・技術開発の
歴史から学ぶ。単なる発展経緯ではなく、その発想と開発戦略を時間的な推移で見る
ことが大切である。さらに、現在の最先端技術の進行中の戦略・動向についても学ぶ
ことが必要となる。
③イノベーション博士教養応用科目群
［１］MOT 応用科目
前述した MOT 科目の応用版である。
［２］コミュニケーション・・・戦術を学ぶ
新しい事業をスタートしようとするときに、多くの人や企業の協力が当然必要とな
る。ここで大切なのは、実践的な交渉術（コミュニケーション）やディベート術であ
る。それは、対人との交渉であったり、組織に対する交渉であるだろう。そのときに
何も武器や情報を持たずに交渉するのは効率が悪い。孫子の兵法でも｢敵を知り、己
を知れば百戦危うからず｣と言う。現代で言うならば、それは心理戦・情報戦と置き
換えてもよいであろう。
［３］イノベーション論・・・戦術を学ぶ
新製品の新技術の開発には、イノベーションが重要となることは昔から言われてき
たことである。日本には、KJ 法（川喜田二郎氏考案）や NM 法（中山正和氏考案）
をはじめとする幾つかの優れた発想技法がある。最近では TRIZ 法などが注目されて
いる。各企業では積極的な開発・応用を実施しているが、体系だった教育がいまだ確
立されていない。特に新事業化に向けての発想法は各企業の秘中の秘と言っても良い。
この体系を作り、知的財産への繋がりをつけることが重要となる。
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④プロジェクト実践型科目群
［１］短期インターンシップ
大学院博士前期課程における 3 ヶ月から半年ほどの短期間のインターンシップを構
想している。
［２］海外研修
大学院博士後期課程における半年から１年程度の海外研修を構想している。「共同
研究型学位研究」とは必ずしもリンクしなくても良いが、広く世界を知り視野を広げ、
友好な国際関係を築くことをねらいとする。
⑤専門分野科目群／地域学科目群
［１］基礎科目
事業化を進める上で基本・基礎となる科目。
［２］専門科目
事業化を進める前の基礎科目として、習得しておかなければならない科目群。
機械・電気・建築などの専門分野で必要とされる数理・数学科目は異なると予想で
きるが、候補としては「有限要素解析」「機械力学」「シミュレーション学」「数値
解析」などがある。
［３］地域学科目
連携大学・提携大学の中からその地域の特色ある科目をピックアップする。
たとえば
北見工業大学の「雪氷学」
電気通信大学の「暗号理論特論」
長岡技科大学の「長岡産業政策」
秋田県立大学の「地域再生システム論」
弘前大学の「安全システム論」などがある。
各大学から１科目程度提案してもらう。
［４］特論科目群
提携企業が提供する教育科目群。
各企業から１科目程度提案してもらう。
日立
東芝
SMK
西日本電信電話
日本電信電話
セイコーエプソンなど
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２．５ 科目群を構成する科目の概要
必須科目
①「共同研究型学位研究（長期インターンシップによる共同研究開発）」
長期（1 年以上）のインターンシップである。
②｢経営者 30 人の話を聴講｣
経営者から直接話を聞くもの。
選択・専門科目
①イノベーションの“志”教育科目群
［１］「“志”の育成（相互啓発、集合教育）」
７つの志を相互啓発する。そのための集合教育を実施。
［２］「ベンチャー論」
新産業の創出論である。
［３］「地域振興論」
地域の産業振興政策論である。
②イノベーション博士教養基礎科目群
［１］「基礎数理・論理科目」
分野依存の基礎となる科目、内容は個々の事業化により異なる。
［２］「MOT（技術経営）基礎科目群、応用科目群」
情報分野
コンピュータ応用など情報技術。
生産分野
製造・生産を中心とした科目。
企画分野
経営戦略を中心とした科目。
販売分野
マーケティングを中心とした科目。
環境分野
エネルギーなど環境分野を中心とした科目。
［３］「科学技術史」
③イノベーション博士教養応用科目群
［１］MOT 応用科目
［２］コミュニケーション
［３］イノベーション論
④プロジェクト実践型科目群
［１］短期インターンシップ
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［２］海外研修
⑤専門分野科目群／地域学科目群
［１］基礎科目
［２］専門科目
［３］地域学科目
［４］特論科目

２．６ 科目の集め方・揃え方
科目の集め方は 3 通りある。
①

既存の大学の科目から抽出する。
現在の大学の大学院教育で実施している科目を選択しそのまま受講する。
基礎数理・論理や地域学、MOT 科目などが該当する。

②

新しい科目を構築する。
経営者３０人の話を聴講する
コミュニケーション
イノベーション

③

企業と大学・コーディネーターとの共同で構築する。
企業提供の教育科目
事業化を含めた、インターンシップ科目

２．７ 教育形態（集合教育，e-learning）
教育形態には各種ある。
集合教育・・・各大学・企業に集まって教育を実施するもの。
サマースクールなどを企画する。
遠隔教育・・・ｅ－ラーニングなどを利用して遠隔地から、また遠隔地への教育。

２．８ 実現と発展
どのように運営すべきか？
今後の発展のためには何が考えられるか？
①各大学の特色ある科目や地域学を 1 科目選出して、大学間協定で単位互換の科目とする。
これにより他大学の科目履修を可能とする。
②企業側が提供できる教育科目をピックアップする。これは最低 1 科目でよいから、現在の
企業内教育をオープンにしてもらう。インターンシップの導入前の段階となる。
スーパー連携大学院の PBL 科目にする。
③MOT モデル大学を選定して、MOT 科目を整備する。
④スーパー連携大学院で新たに作成すべき科目を構築する。これには予算が必要である。
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⑤企業とスーパー連携大学院の間で共同研究型のインターンシップ・プログラムを検討する。
このとき、東京を中心とする大企業と地方の中小企業とは区分して、２方向でのインター
ンシップ・プログラムとする。
たとえば、10 年先を見た国家的な事業化プログラムは東京地区のインターンシップ・プ
ログラム、2 年程度先の地方のキラリと光る中小企業が事業化するインターンシップ・プロ
グラムとは明確に区分する必要がある。
⑥学生募集、登録開始。スーパー連携大学院生として、具体的なインターンシップ・プログ
ラムに手を上げる。専任コーディネーターとの協議が必要。
既在学の大学で習得した科目と、新しいインターンシップ・プログラムに必要な科目と
の比較を実施する。
ここで新たに必要とする分野別依存の科目が明確となる。（基礎・専門・特論）
⑦短期インターン・長期インターン（海外も含めて）を検討し、可能な期間を決定する。
⑧科目履修と平行して、インターンシップ・プログラムを遂行する。
⑨スーパー連携大学院本部または各大学では、現役の経営者と話をするプログラムを構築す
る。経営者の協力をお願いする。30 人程度を用意する。
マインドを培うのが主の目的で進める。
⑩インターンシップ。プログラム中でその成果・進行状況を把握しながら、学位研究（論文
作成等）を実施する。
⑪プログラムを完了する。
⑫全体については定期的な見直しが必要である。
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３．特徴３：共同研究ベース学位研究（by チーム３）
３．１ 目的と意義
スーパー連携大学院の理念は、ベンチャー精神が旺盛であり実社会における科学技術発展の
ための実践的リーダーとして活躍できる博士を養成することにある。産学官共同研究プロジェ
クトをベースとする博士学位研究はスーパー連携大学院が提供する教育課程の根幹をなすもの
であり、「７つの志」を持った博士を養成するために必要不可欠なプログラムである。
産学官共同研究プロジェクトを学位研究として実践することにより、次に示す人材を養成す
ることができる。
１）企業人等との人的交流およびコミュニケーションを体験することによって、専門分野と異
分野を含む広い社会を認識するとともに実社会の課題、問題意識および意義を理解した、
実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍できる人材（第 2 の志）。
２）産学官共同研究プロジェクトのリーダーあるいはサブリーダーとして研究の進行管理等の
マネジメントの一端を担うことにより醸成された、ベンチャー精神が旺盛であり自立心と
ともに専門分野への深い造詣とマネジメント力の両者を兼ね備えた人材（第 1 の志，第 3
の志）。
３）産学官共同研究プロジェクト（専門分野）の他にプロジェクトとの融合分野やプロジェク
トと異分野の企業研究者、経営者とも十分な意思疎通が図れるような言語力、プレゼンテ
ーション力、討論力、交渉力を有する、質の高いコミュニケーションを発揮する人材（第 5
の志）。
４）将来の科学技術イノベーションの動向に対する深い洞察力を持ち新たな方向を見出すこと
ができる、未来志向の先見性と革新性を有する人材（第 4 の志）。

３．２ 学位研究のフロー
（１）博士前期課程への入学
スーパー連携大学院博士前期課程に入学する学生を選抜する組織として「スーパー連携大学
院博士前期課程入学資格審査委員会」を設置する。「スーパー連携大学院博士前期課程入学資
格審査委員会」はスーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する企業（産）、入学希望
学生が所属する大学および所属大学以外の大学（学）、地方自治体や公設の試験機関あるいは
研究機関（官）から選出された委員で構成する。
資格審査は学部成績と志望理由書（学部指導教員の推薦書を含む）による書類選抜（学力を
含む）および面接によって行う。「スーパー連携大学院博士前期課程入学資格審査委員会」は
学生の希望する研究テーマへの理解力、イノベーション博士としての将来性を審査することに
より入学の合否を判断し、その結果を「スーパー連携大学院全体運営委員会」に付議する。
「スーパー連携大学院全体運営委員会」は合否の最終判断を行い、合格の場合には「スーパ
ー連携大学院博士前期課程入学合格通知」を発行する。
「スーパー連携大学院全体運営委員会」は定められた期日までに入学手続きを終了した学生
に対して「スーパー連携大学院博士前期課程入学許可証」を発行する。
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学 生

入学手続

（当面は連携大学の大学院博士前期課程に入
学後の学生を対象とする．）

願 書

試験

学部成績，志望理由書，推薦書

書類選抜と面接試験

スーパー連携大学院博士前期課程入学資格審査委員会
産（連携企業），学（連携大学），官（地方自治体，公設の試験研究機関）から選出された委員
報告

スーパー連携大学院全体運営委員会

合格通知

合格者の判定
入学許可証

図 2-3-1

博士前期課程への入学

（２）博士前期課程での研究
スーパー連携大学院博士前期課程に入学した学生は、スーパー連携大学院博士前期課程に定
める所定の科目を履修するとともに、所属する大学におけるスーパー連携大学院産学官共同研
究プロジェクト支援教員の指導のもとに、スーパー連携大学院が公開している産学官共同研究
テーマあるいはスーパー連携大学院が求める産学官共同研究としての発展性を有するテーマを
選択し、修士学位研究を行う。
スーパー連携大学院博士前期課程学生は、修士学位研究の成果を修士学位論文として所属す
る大学院に提出するとともに、博士後期課程進学後に実施を希望する産学官共同研究プロジェ
クトをスーパー連携大学院に提案しなければならない。

所属大学院博士前期課程

スーパー連携大学院博士前期課程

履修科目

履修科目
一部に単位互換あり

修士学位研究
共同研究に関連する内容
共同研究としての発展性を有する内容

図 2-3-2

スーパー連携大学院博士後期課程で行う
産学官共同研究プロジェクトの提案

博士前期課程での研究

（３）博士後期課程への進学
スーパー連携大学院博士後期課程に進学する学生を選抜する組織として「スーパー連携大学
院博士後期課程進学資格審査委員会」を設置する。「スーパー連携大学院博士後期課程進学資
格審査委員会」はスーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する企業（産）、進学を希
望する学生が所属する大学および所属大学以外の大学（学）、地方自治体や公設の試験機関あ
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るいは研究機関（官）から選出された委員で構成する。
「スーパー連携大学院博士後期課程進学資格審査委員会」はスーパー連携大学院博士後期課
程に進学を希望するする学生について博士前期課程における成績を評価するとともに面接試験
を課す。面接試験では、応募学生がスーパー連携大学院博士前期課程修了時に提出した「博士
後期課程学位研究として希望する産学官共同研究プロジェクト」の説明を求め、提案するプロ
ジェクトの産業界への貢献度、イノベーション性、計画内容などを審査する。
「スーパー連携大学院博士後期課程進学資格審査委員会」は進学合否の判断結果を「スーパ
ー連携大学院全体運営委員会」に付議する。
「スーパー連携大学院全体運営委員会」はスーパー連携大学院博士後期課程進学合否の最終
判断を行い、合格の場合には「スーパー連携大学院博士後期課程進学合格通知」を発行する。
「スーパー連携大学院運営委員会」は定められた期日までに進学手続きを終了した学生に対
して「スーパー連携大学院博士後期課程進学許可証」を発行する。

スーパー連携大学院博士前期課程学生
進学手続き

願 書
試 験
前期課程成績
面接（産学官共同研究プロジェクトの説明）

スーパー連携大学院博士後期課程進学資格審査委員会
産（連携企業），学（連携大学）から選出された委員，官（地方自治体，公設の試験研究機関）
報告

スーパー連携大学院全体運営委員会
合格者の判定

図 2-3-3

合格通知
進学許可証

博士後期課程への進学

（４）博士後期課程への入学
スーパー連携大学院博士後期課程に入学する学生を選抜する組織として「スーパー連携大学
院博士後期課程入学資格審査委員会」を設置する。「スーパー連携大学院博士後期課程入学資
格審査委員会」はスーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する企業（産）、入学を希
望する学生が所属する大学および所属大学以外の大学（学）、地方自治体や公設の試験機関あ
るいは研究機関（官）から選出された委員で構成する。
「スーパー連携大学院博士後期課程入学資格審査委員会」は、スーパー連携大学院博士後期
課程に入学を希望するする学生について、スーパー連携大学院博士後期課程受験資格のための
要件を満たしているかどうかの事前審査を書類によって行う。なお、応募者はスーパー連携大
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学院産学官コンソーシアムに参加している大学の大学院博士後期課程に進学あるいは入学を予
定している者でなければならない。
「スーパー連携大学院博士後期課程入学資格審査委員会」は、応募要件を満たした学生に対
して書類による選抜（学力）と面接試験を課する。面接試験では博士前期課程における研究成
果および博士後期課程学位研究として提案する産学官共同研究プロジェクトの提案を求め、提
案するプロジェクトの産業界への貢献度、イノベーション性、計画内容などを書面および面接
によって審査することにより、スーパー連携大学院が目指すイノベーション博士としての適性
を審査する。
「スーパー連携大学院博士後期課程入学審査委員会」は合否の判断結果を「スーパー連携大
学院全体運営委員会」に付議する。
「スーパー連携大学院全体運営委員会」は、スーパー連携大学院産学官コンソーシアム参加
大学の大学院博士後期課程に入学を許可された学生に対してスーパー連携大学院博士後期課程
入学合否の最終判断を行い、合格の場合には「スーパー連携大学院博士後期課程入学通知」を
発行する。
「スーパー連携大学院運営委員会」は定められた期日までに入学手続きを終了した学生に対
して「スーパー連携大学院博士後期課程入学許可証」を発行する。
学 生（スーパー連携大学院博士前期課程学生を除く）
応募資格
①スーパー連携大学院博士前期課程の修了要件に相当する教育・研究歴を有する者
①については，修了要件の有無について書類による事前審査を行う

入学手続き

試 験

願 書

書類審査
面接（産学官共同研究プロジェクトの提案）

修士課程成績，志望理由書

スーパー連携大学院博士後期課程入学資格審査委員会
産（連携企業），学（連携大学）から選出された委員，官（地方自治体，公設の試験研究機関）

報告

スーパー連携大学院全体運営委員会

合格通知

合格者の判定

図 2-3-4

入学許可証

博士後期課程への入学

（５）博士後期課程での研究
産学官共同研究をベースとする学位研究の指導は、学生が所属する大学（スーパー連携大学
院産学官コンソーシアム参加大学）の教員、共同研究先である連携企業あるいは地方自治体あ
るいは公設の試験研究機関から選出された研究員、学生が所属する大学を除くスーパー連携大
学院産学官コンソーシアム参加大学から選出された教員の 3 名で構成される「研究指導員会」
を結成することによって行う。
「研究指導員会」は学期（半年）ごとに研究計画とその進捗状況についてヒアリングを行い、
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学生に対する指導と助言を行う。

所属大学院博士後期課程

スーパー連携大学院博士後期課程

履修科目

履修科目
一部に単位互換あり

所属大学院指導教員

スーパー連携大学院研究指導員会

指導

指導

学位研究
スーパー連携大学院で認可された産学官共同研究プロジェクト

所属大学院提出用
学位審査論文

図 2-3-5

スーパー連携大学院提出用
学位審査論文

博士後期課程での研究

３．３ 委員会構成などの仕組み
（１）入学試験を担当する組織として、スーパー連携大学院博士前期課程入学資格審査委員会、
スーパー連携大学院博士後期課程入学資格委員会を設置する。
（２）大学院博士後期課程進学資格を担当する組織として、スーパー連携大学院博士後期課程
進学資格審査委員会を設置する。
（３）博士後期課程における産学官共同研究ベース学位研究を指導するため、スーパー連携大
学院研究指導員会を設置する。
（４）産学官共同研究ベース学位研究プロジェクト支援のために、産学官共同研究運営チーム、
スーパー連携大学院地域運営委員会を設置する。
（５）スーパー連携大学院の統括的運営のために、スーパー連携大学院全体運営委員会を設置
する。
（６）博士後期課程の修了要件を審査する組織としてスーパー連携大学院修了審査委員会を設
置する。

３．４ 学位研究向け共同研究の支援
（１）研究テーマの分類と選定
産学官共同研究ベース学位研究のテーマは、「スーパー連携大学院全体運営委員会」に所属
する「産学官コーディネータ」が中心となって企画・立案を行う大規模共同研究テーマ（A:ド
リームテーマ）、各地域に設置される「スーパー連携大学院地域運営委員会」が中心となって
企画・立案を行う共同研究テーマ（B:共研テーマ）、スーパー連携産学官コンソーシアムに所
属する個々の企業が独自に提案する潜在的共同研究テーマ（C:潜在共研テーマ）の 3 種類に分
類される。なお、共同研究テーマ（B:共研テーマ）は、地域性にとらわれない広域型共同研究
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（B1:共研テーマ）と各地域の特色を生かした地域型共同研究（B2:共研テーマ）に分類される。
「産学官共同研究運営チーム」は、スーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する企
業、大学、地方自治体に所属する試験・研究機関および地域運営委員会から申請される産学官
共同研究テーマの集約を行い、スーパー連携大学院の産学官共同研究ベース学位研究プロジェ
クトとしての適性を書類（必要に応じて面接）により審査し、その中から産学官共同研究ベー
ス学位研究プロジェクトを選定する。
「産学官共同研究運営チーム」に申請する時点で共同研究チームが確定していない産学官共
同研究テーマについては、当該テーマをスーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する
企業、大学、地方自治体に所属する試験・研究機関および地域運営委員会に公開し、プロジェ
クトに参加を希望する産学官メンバーを募ることによって共同研究チーム結成のためのマッチ
ング作業を行う。「産学官共同研究運営チーム」は、産学官共同研究を実行する共同研究チー
ムが結成された時点で、スーパー連携大学院の産学官共同研究ベース学位研究プロジェクトと
しての適性を審査する。
スーパー連携大学院産学官コンソーシアム

３種の産学官共同研究テーマ

産学官コーディネータ
A：ドリームテーマ
B1：共研テーマ（広域型）

地域運営委員会 A

地域運営委員会 B

連携企業 C

連携企業 D

連携大学 E

連携大学 F

企画・立案

B2：共研テーマ（地域型）
C：潜在共研テーマ

申

請

産学官共同研究テーマの発掘
マッチング作業
共同研究チームの結成

スーパー連携大学院全体運営委員会

「産学官共同研究運営チーム」
産学官共同研究ベース学位研究
プロジェクトの選定
スーパー連携大学院全体運営委員会

図 2-3-6

研究テーマの分類と選定

「産学官共同研究運営チーム」は、学生の発想に基づく産学官共同研究の提案を受けた場合、
産学官共同研究ベース学位研究のテーマ、すなわち、共研テーマ B あるいは潜在共研テーマ C
として成熟させるための折衝をスーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する企業、大
学、地方自治体に所属する試験・研究機関および地域運営委員会と行う。「産学官共同研究運
営チーム」は、学生の提案するテーマが共研テーマ B あるいは潜在共研テーマ C として申請さ
れた時点で、スーパー連携大学院の産学官共同研究ベース学位研究プロジェクトとしての適性
を審査する。
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スーパー連携大学院産学官コンソーシアム
産学官コーディネータ

地域運営委員会 A

地域運営委員会 B

連携企業 C

連携企業 D

連携大学 E

連携大学 F

スーパー連携大学院産学官コンソーシアム

大学院博士前期課程学生

産学官共同研究の提案
企画・立案
プロジェクト化のための折衝
共同研究チームの結成
スーパー連携大学院全体運営委員会

２種類の産学官共同研究テーマ
申

「産学官共同研究運営チーム」

請

B：共研テーマ
C：潜在共研テーマ

産学共同研究ベース学位研究
プロジェクトの選定
スーパー連携大学院全体運営委員会

図 2-3-7

学生の提案による研究テーマの発掘

（２）研究テーマの公開
「産学官共同研究運営チーム」は、選定した産学官共同研究ベース学位研究プロジェクトを
「スーパー連携大学院全体運営委員会」に付議する。「スーパー連携大学院全体運営委員会」
は、選定された産学官共同研究ベース学位研究プロジェクトに対して採択可否の最終判断を行
い、採択された産学官共同研究ベース学位研究プロジェクトをホームページ等でスーパー連携
大学院産学官コンソーシアムに参加する企業、大学、地方自治体に所属する試験・研究機関お
よび地域運営委員会に公開する。
（３）学位研究テーマの選択
スーパー連携大学院博士後期課程に入学を希望する学生は、公開されているスーパー連携大
学院共同研究ベース学位研究プロジェクトの中から進学あるいは入学を希望する大学院博士後
期課程の博士学位研究として実施したいプロジェクトを選択する。なお、大学院博士後期課程
の博士学位研究として実施を希望する研究プロジェクトが公開リストの中にない場合には、学
生自らが行いたいと思う研究プロジェクトを「産学官共同研究運営チーム」に提案することが
できる。
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スーパー連携大学院全体運営委員会

「産学官共同研究運営チーム」
産学官共同研究ベース学位研究プロジェクト
採択結果の報告

スーパー連携大学院全体運営委員会
産学官共同研究ベース学位研究プロジェクト
の承認と公開

３種類の産学官共同研究ベース学位研究プロジェクト
学位研究プロジェクト A

学位研究プロジェクトＢ

企業（産）
大学（学）

学位研究プロジェクト C

企業（産）

自治体（官）

大学（学）

企業（産）

自治体（官）

大学（学）

自治体（官）

学位研究テーマの選択

連携大学 A
所属学生

連携大学 B
所属学生

連携大学 C
所属学生

連携大学 D
所属学生

スーパー連携大学院産学官コンソーシアム

産学官共同研究テーマの提案

スーパー連携大学院全体運営委員会

産学官共同研究運営チーム

図 2-3-8

研究テーマの公開と学生の選択
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連携大学 E
所属学生

３．５ 審査基準・方法
（１）博士前期課程の修了要件
前期課程から後期課程の進学にあたっては、博士後期課程進学資格審査委員会を設け、博士
前期課程の修了要件を満たしているかどうかを博士前期課程における成績および面接試験によ
って審査する。
博士前期課程の成績については、GPA 値が 3.2/4.0（算出基準は学部と同様）以上であること
が必要である。面接試験では、博士前期課程における 2 年間の研究成果ならびに博士後期課程
において希望する共同研究ベースの学位研究計画に対する発表を課することにより、当該研究
分野に対する理解力、研究能力、将来のイノベーション博士としての適格性を審査する。
審査結果はスーパー連携大学院全体運営委員会に報告され、前期課程の修了要件を満たした
学生に対して「Innovative PhD (Candidate)」修了証を授与する。

博士前期課程の修了要件
（１） ＧＰＡが3.2以上（秀4，優3，良2，可1）
（２） 面接試験（後期課程における産学官共同研究計画の提案）

博士後期課程入学資格審査委員会

スーパー連携大学院全体運営委員会
修了証
Innovative PhD (Candidate)

図 2-3-9

博士前期課程修了の審査基準と方法

（２）博士後期課程の修了要件
スーパー連携大学院コースを修了するためには、修了に必要な月数以上在学するとともに所
定の単位を修得し、かつ、スーパー連携大学院の「修了審査委員会」が実施する最終試験（学
位論文に関する発表及び質疑応答）に合格しなければならない。修了審査委員会は、スーパー
連携大学院全体運営委員会の付託により設置される。
なお、スーパー連携大学院の修了に必要な月数在学していなくとも修了要件を十分に満たし
ていると判断される場合には、修了年限短縮の申し出を願い出ることにより、「修了審査委員
会」を立ち上げることができる。この場合、正規学生と同様の審査基準を適用する。
修了審査委員会は、指導教員（3 名）を含めた 5 名以上の審査員で構成される。指導教員以外
の審査員はスーパー連携大学院の教員とし、必要に応じて秘密保持契約を結ぶ。また、共同研
究先以外の連携教員は含めない。最終試験では、学位研究の内容に応じて多様な審査基準を設
け、イノベーション力、リーダーシップ力等、プロジェクトリーダーとしての適性を含めてそ
の合否を総合的に判断する。なお、審査基準は外部に公表する。
修了審査委員会の審査結果はスーパー連携大学院全体運営委員会に報告され、スーパー連携
大学院全体運営委員会が修了の可否を決定する。スーパー連携大学院全体運営委員会は修了生
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に対して「Innovative PhD」修了証を授与する。

博士後期課程の修了要件
（１） 所定単位数の修得 （２） 学位論文の提出 （３） 最終試験（研究成果の発表）

修了年限短縮による審査あり

審査基準（外部公開）
共同研究の成果
イノベーション力，リーダーシップ力の資質

博士後期課程修了審査委員会

スーパー連携大学院全体運営委員
修了証
Innovative PhD

図 2-3-10 学位の審査基準と方法

３．６ 実現と発展
（１）入学試験
初年度（H23 年度）入学者の場合、履修要項の公開は H22 年度中に行い、入学者の募集およ
び選考は、スーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する大学の大学院博士前期課程入
学者が確定後、スーパー連携大学院産学官コンソーシアムに参加する大学に所属しスーパー連
携大学院の共同研究を支援する教員の研究室に配属された学生を対象として行う。
H23 年度以降、学年進行とともに産学官共同研究プロジェクトを充実し、イノベーション博
士に相応しい学位研究としての実績を蓄積した段階（H27 年度）で、募集要項の公開および入
学試験の時期を従来の大学院と同期させることにより、スーパー連携大学院の入試制度を従来
の大学院と同時に進行させる。このことによって、社会および対象学生に対するスーパー連携
大学院の認知度と理解度を高めることができ、将来的に「大学間連携プログラム」が法制化さ
れた場合、正式の大学院として申請する際の外形的実績を構築することにもなる。
（２）産学官共同研究
初年度（H23 年度）から実施する産学官共同研究プロジェクトは、「スーパー連携大学院全
体運営委員会」が企画・立案した大規模プロジェクト（A:ドリームテーマ）を中心に展開する
が、スーパー連携大学院博士後期課程が開始される H25 年度までに、連携大学間と連携企業間
の共同研究テーマや地域の公的研究機関と企業、大学が連携した共同研究テーマ（B1,B2:共研
テーマ）をプロジェクト化するとともに、個々の企業が望む潜在的共同研究（C:潜在共研テー
マ）や学生の発案に基づく共同研究の発掘を行う。
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４．特徴４：質保証（by チーム４）
４．１ 目的と意義
スーパー連携大学院では、７つの志を持ち、かつイノベーション力、リーダーシップ力を備
え、将来にわたってプロジェクトリーダーとして活躍できる資質を有するイノベーション博士
の育成を目的にしている。このような学生を育成するためには、これまでにない新しい教育・
研究指導体制の構築に加え、外部から透明性が確保できる「質保証システム」の整備がきわめ
て重要となる。また、質保証にあたっては、PDCA サイクルが確立されていることも必要であ
る。
スーパー連携大学院では、透明性が高く、かつ厳密な質保証システムを我が国の大学院教育
として初めて導入する。これにより、大学院教育の実質化を大きく進化させるとともに、我が
国の企業ばかりでなく、国際的にも活躍が期待できる真にイノベーション力を有した学生の育
成が可能になる。

４．２ 質保証システムの概要
質保証システムの概要を図 2-4-1 に示す。質の保証はスーパー連携大学院内に「質保証委員会」
を設置し、「入学者の質保証」、「教育の質保証」、「研究の質保証」、「修了者の質保証」、
「教員の質保証（スーパー連携大学院担当教員としての適性）」について担当するとともに、
質保証システムの自己評価、外部評価への対応も行う。特に、自己評価においては、質保証が
実質的な機能を果たしているかの自己点検、本大学院の質保証審査において不適格と判断され
た学生についての原因調査及び教育、研究システムへのフィードバックを行う。また、外部評
価制度を設け、アドバイザーからの意見聴取、修了者、連携企業、官公庁・地方自治体、国研
等からの意見聴取を行う。これにより、PDCA サイクルが確立した質保証システムを構築する。

４．３ 質保証の詳細
４．３．１ 入学時の質保証
入学者はスーパー連携大学院コンソーシアムに参加する大学院の入学試験合格者で、スーパ
ー連携大学院コースの受講を希望者する者の中から選抜する。その際、入学者の質を保証する
ために、スーパー連携大学院に「入学資格審査委員会」を設け、入学者の適性を審査する。入
学審査委員会は入学希望学生の所属大学教員（通常は、指導予定教員）、所属大学以外のスー
パー連携大学院の教員、官公庁・地方自治体の連携教員及び連携企業の教員で構成する。
資格審査は、学部の成績（GPA）、志望理由書（学部指導教員の推薦書を含む）による書類
選抜及び面接試験により実施する。学部の成績基準としては、GPA 値で 3.2/4.0 以上（秀相当
=4、優相当=3、良相当=2、可相当=1 で算出）とする。面接試験に当たっては、アドミッショ
ンポリシー（７つの志）に適合しているかを特に重視するとともに、学生の希望研究テーマへ
の理解力、イノベーション博士としての将来性を含めて判定を行う。なお、面接試験にあたり
遠隔地の場合は、インターネットを利用した遠隔会議システムを有効に活用する。
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また、前期課程から後期課程への進学時にも、「入学資格審査委員会（構成員は、前期課程
と同じ）」により、入学資格審査を行うことで質の保証を行う。進学資格としては、博士前期
課程の成績として GPA 値が 3.2/4.0（算出基準は学部と同様）以上であることが必要で、併せ
て面接試験を実施する。面接試験にあたっては、博士後期課程において希望する共同研究ベー
スの学位研究計画（Proposal）に対するプレゼンテーションを行わせ、理解力、研究能力、イ
ノベーション力を含めて判定を行う。
さらに、博士後期課程からの入学希望者にも門戸を開放し、入学資格審査委員会において、
スーパー連携大学院コースへの入学資格が認められれば入学を許可する。その際の資格要件と
しては、スーパー連携大学院コース博士前期課程修了者と同等の教育・研究歴を有しているこ
とが要求される。まず、学力としては博士前期課程在学時の GPA 値が 3.2/4.0 以上であること
が必要であり、さらに進学者と同等の面接試験により選抜を行う。その際の面接試験では、前
期課程からの進学者と同様に博士後期課程において希望する共同研究ベースの学位研究計画
（Proposal）に対するプレゼンテーションを行わせ、理解力、研究能力、イノベーション力を
含めて判定を行う。
なお、博士前期課程に在学しなかった者についても、希望があれば入学資格審査委員会で、
資格審査を行う。その場合、学力については、学部の GPA 値で判断し、志望理由書による書
類選抜及び面接試験により選抜を行う。面接試験は、上記博士後期課程からの入学希望者と同
等の内容で実施する。なお、博士後期課程からの入学者で、スーパー連携大学院博士前期課程
修了者以外の者は、本大学院の趣旨に鑑み、博士前期課程の授業科目を履修し、必要な単位を
修得しなければならない。
博士前期課程、博士後期課程への入学の可否は、入学審査委員会で審議し、その結果を「ス
ーパー連携大学院全体運営委員会（仮称）」へ付議し、最終的に合否を決定する。合格者には、
「スーパー連携大学院入学合格通知」を発行し、定められた期日までに入学手続きをした学生
には「スーパー連携大学院入学許可証」を発行する。

４．３．２

授業の質保証

授業科目ごとにシラバスを作成し、履修内容と成績評価基準を明示する。なお、シラバスは
冊子体で印刷するとともに、インターネット等を利用し、外部へ公開する。成績の評価基準に
ついては、講義、演習、インターンシップ、e-learning など授業形式ごとに統一し、連携大学院
内での単位取得水準の標準化を目指す。
以下に、授業形態ごとの単位取得基準を示す。
○講義：出席は 2/3 以上。定期試験として筆記試験を必ず行い、60 点以上を合格とし、単位
の認定を行う。なお、各所属大学院の読み替え科目にあっても、スーパー連携大学
院の講義科目と同等の基準を満たす必要がある。
○演習：すべての演習課題をそれぞれ定められた提出期限までに提出し、複数の担当教員で
厳密な採点を行い、60 点以上を合格とし、単位の認定を行う。
○インターンシップ：長期、短期にかかわらず共同研究を含むインターンシップ先における
指導者の認定が必要。また、レポートを提出し、厳密な評価を行った上で、単位を
認定する。
○e-learning：出席はログオン時間で管理。課題を設定し、その課題を期限内に提出すること
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を要件とする。また、定期試験として筆記試験を必ず行い、60 点以上を合格とし、
単位の認定を行う。
上記の単位取得基準は、科目ごとの実施形態に合わせてシラバス中に明記するとともに、授
業開始時に学生へ周知する。また、成績評価に使用する演習課題、宿題、レポート課題、定期
試験問題等は、すべて公開し、質保証の透明性を確保する。
さらに、授業の質の向上を目指すため、FD 活動の一環として学生による授業評価を行う。
授業評価の結果は、各教員へ知らせるとともに、評価結果に関する教員のコメントを付して公
開する。
なお、博士後期課程からの入学者も、本大学院の趣旨に鑑み、博士前期課程の授業科目を履
修し、必要な単位を修得しなければならない。
学生の成績については、半期ごとに指導教員がチェックし、学生指導へ活用する。4.3.1 に示
したように、前期課程から後期課程の進学にあたっては、前期課程の GPA 値が 3.2/4.0 以上な
ければ進学できない。進学できないとき、あるいは学生の希望により進路変更を希望した場合
は、後述の修了時の質保証で示すように、博士後期課程の研究計画（Proposal）に対する口述
試験に合格すれば、前期課程のみを修了したとして、「Innovative PhD (Candidate)」の修了証を
スーパー連携大学院名で授与する。

４．３．３

研究の質保証

研究の質を保証するために、研究指導は、所属大学の教員、共同研究先の連携教員（企業、
官公庁・地方自治体等）、連携校の教員 3 名以上で構成する「研究指導員会」で行う（連携校
の教員には、秘密保持契約の締結を条件に参加）。前期・後期課程を通して、半期に一度、研
究指導員会において、ヒアリングを行い、研究計画、進捗状況について指導、助言を行う。ま
た、この際、指導する学生が真にイノベーション力を有しているかどうか、カリキュラムに沿
って体系的な受講科目を修得し、その内容理解しているかを審査し、不適切である場合には、
コース変更を含めた指導を行う。
前期課程から後期課程の進学にあたっては、前記 4.3.1 で示したように、研究指導員会以外
の教員を含めた資格審査委員会を設け、博士前期課程における 2 年間の研究成果ならびに今後
の共同研究ベースの学位研究計画（Proposal）に関して発表を行い、イノベーション博士とし
ての適格性審査を行う。その際の、資格判断基準として、「希望共同研究テーマの理解力」、
「イノベーション博士としての将来性」を重視し、総合的に判断する。その結果、適格性に欠
けると判断された場合は、スーパー連携大学院から退コースとなる。ただし、前期課程の修了
要件を満足したときには、スーパー連携大学院全体運営委員会（仮称）に報告され、前期課程
を修了したとして、
「Innovative PhD (Candidate)」の修了証をスーパー連携大学院名で授与する。

４．３．４

修了時の質保証

博士の学位は、所属大学の修了要件、審査基準で授与を決定する。スーパー連携大学院コー
スの修了要件としては、修了に必要な期間以上在学し、コースとしての所定の単位を修得し、
かつ、スーパー連携大学院の「修了審査委員会」で実施される最終試験（学位論文に関する発
表及び質疑応答）に合格しなければならない。
修了審査委員会は、指導教員（3 名）を含め 5 名以上の審査員で構成される。指導教員以外
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の審査員は、スーパー連携大学院の教員とし、必要に応じて秘密保持契約を結ぶ。また、共同
研究先以外の連携教員は含めない。なお、修了審査委員会は、スーパー連携大学院全体運営委
員会（仮称）の付託により設置される。
最終試験の合否については、学位研究の内容によって多様な審査基準を設けて行うが、イノ
ベーション力、リーダーシップ力等、プロジェクトリーダーとしての適正を含めて総合的に審
査する。なお、審査基準については、外部に公表する。
修了審査委員会の審査結果は、スーパー連携大学院全体運営委員会（仮称）に報告され、最
終的に修了の可否を決定する。修了が可と認められた者には、スーパー連携大学院(5 年)コー
スの修了者として、「Innovative PhD」の修了証を授与する。なお、審査結果については、すべ
て公表とする。
なお、研究指導員会において、必要な修了年限に達していなくても、修了要件を十分に満足
すると判断したときには、修了年限短縮の申し出を願い出ることにより、「修了審査委員会」
を立ち上げることができるようにする。この際、審査基準はすべて 5 年コースの学生と同じと
する。修了審査委員会の審査結果は、スーパー連携大学院全体運営委員会（仮称）に報告され、
最終的に修了の可否を決定する。スーパー連携大学院全体運営委員会（仮称）で、修了が可と
認められた者には「Innovative PhD」の修了証を授与する。

４．３．５

教員の質保証

スーパー連携大学院における指導教員は、各大学における大学院担当教員とする。また、連
携教員（企業、官公庁・地方自治体等）については、スーパー連携大学院内に設置された教員
資格審査委員会で適合と判定された者とする。さらに、担当教員及び連携教員にはスーパー連
携大学院としての FD 活動を義務付け、自己研鑽に努める。

４．４ 質保証の外部評価
教育、修了者の質保証システムの透明化を確保し、さらにシステムの実質的な機能を検証す
るため、外部の委員から構成されるアドバイザリーボードを設け、定期的に意見を頂く。アド
バイザリーボードの構成委員は、スーパー連携大学院以外の大学教員、連携企業を含む企業、
官公庁・地方自治体、国研からの推薦者で構成する。また、修了生、就職先の評価を毎年行い、
それらの意見を質保証委員会が常に取り入れることにより、質の保全を行う。

４．５ 実現と発展
平成 23 年 4 月の入学者募集にあわせて、入試要項を平成 22 年度中に策定し公開する。入試
要項には、4.3.1 に示した入学資格を公表する。また、スーパー連携大学院の制度についてのパ
ンフレットを平成 22 年度中に印刷し、本大学院の質保証制度について、入学希望者、連携企業、
官公庁・地方自治体・国研等に公知する。
また、質保証のシステムを実現させるために、平成 23 年度のスーパー連携大学院発足時に「質
保証委員会」を設ける。委員会は、連携内の大学及び連携共同研究先（企業、官公庁・地方自
治体、国研等）から選出された委員により構成され、その準備委員会として「質保証システム
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準備委員会」を平成 22 年度中に開催し、質保証のシステムの構築ならびに関連規則の整備を行
う。また、スーパー連携大学院発足後は、最低半年に 1 回委員会を開催し、教育、研究の質に
関して総合的な点検（自己評価）を行う。また、修了できなかった学生、前期課程で修了した
学生についての原因及び追跡調査を行い、質保証システムの見直しに活用する。なお、審議内
容については、1 年ごとに報告書を作成し、外部に公表し、透明性を確保する。
さらに、質保証委員会では、外部のアドバイザー、修了生、就職先企業への意見聴取を毎年
実施し、質保証システムの定常的な見直しを行なうことで、スーパー連携大学院における質保
証の実質化を目指す。そのため、平成 22 年度中に「外部評価システム準備委員会」を開催し、
外部アドバイザー候補者の選出を行うとともに、関連規則の整備を含めシステムの構築を行う。
これに基づき、スーパー連携大学院発足時に、外部アドバイザーを中心とした外部評価システ
ムを完成させる。
これらの取り組みにより、PDCA サイクルが確立した質保証システムが構築される。このよ
うな質保証システムの構築は、我が国の従来の大学院ではまったく行われていない。このきわ
めて厳密な質保証システムを活用することにより、スーパー連携大学院の質保証の担保を継続
して行う。
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図 2-4-1

質保証システムの概要
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・入学資格審査委員会
（所属大学＋スーパー
連携大学院教員＋連携
企業教員）による厳密
な資格審査
・学部成績はGPA3.2/4.0
以上を要求
・アドミッション・ポリシー
に適合する意欲ある学
生の選抜
・博士後期課程からの
入学も資格審査に合格
すれば認める

入学資格審査
（入口）

入学時の質保証

博士後期課程
入学者

2

GPA:3.2/4.0

後期課程
入学審査

3

4

5

Innovative
PhD
(Candidate)

Check
Point

Check
Point

・複数指導教員体制
所属大学の教員，共同研究先の指導者，連携校の教員の3名
（連携校の教員には，秘密保持契約をお願いする）
・半期に一度のチェックポイント（研究目標・計画・進捗状況に加え
イノベーション力を有しているかどうか，カリキュ ラムに沿って
体系的な受講科目を修得し，その内容を理解しているかを審査）

Check
Point

企業等との共同研究
長期インターンシップ

博士後期課程入学者

後期課程
入学審査

学位研究の質保証

Innovative
成績
成績
成績
PhD
Follow up (Candidate) Follow up Follow up
・シラバスに履修内容と成績評価基準を明記
（講義，演習，E-ラーニングに対応した評価基準を設定）
・単位取得水準の標準化（各連携校での格差をなくす）
・演習問題，宿題，レポート，定期試験問題の公開で透明
性を確保
・成績のチェックを半年ごとに実施

E-ラーニング

講義
演習

1

教育（授業科目）の質保証

・指導教員（3名）を含め，5名以上
の審査員で学位審査（指導教員
以外の審査員はスーパー連携大
学院の教員とし，必要に応じて秘
密保持契約を結ぶ．ただし，他企
業は入れない）
・スーパー連携としての修了基準
1) 所定の単位を修得
2) 最終試験（学位研究の発表＋質
疑応答）に合格すること．
最終試験については，学位研究
の内容により，多様な評価基準を
設定し，総合的に判定する（透明
性を確保するため基準は公表）．
・最終試験では，学力に加えて，イ
ノベーション力，リーダーシッ プ力
等を評価し，修了生として適格か
どうかの判断を行う．
・スーパー連携大学院としては，
Innovative PhDの修了証を授与

修了
（出口）
Innovative PhD

修了時の質保証

・質保証システムの維持
点検見直し
・自己評価
・修了できなかった学生
の原因調査

質保証委員会

修了生
連携企業

修了生・企業からの
フィードバック

外部評価委員会

アドバイザー
（教育・学位の
質保証）

５．特徴５：e-learning（by チーム５）
５．１ 目的と意義
スーパー連携大学院の教育課程では、全国から学生が入学し、各地域拠点で教育研究活動を
実施しているため、e-learning システムの導入が効果的である。このため、各連携校が所有する
幅広い学習コンテンツを活用し、高度な人材教育が可能となる長所を有している。また、博士
研究においても、複数拠点を結ぶ有効なツールとして活用する。さらに、共同研究をサポート
するシステムとしても位置付ける。しかしながら、現状の e-learning システムは、遠隔会議の拡
張版、あるいは、レポート管理システムにとどまるものが多く、スーパー連携大学院の「志」
に則したシステムの拡充と、血の通った運用体制の実現が重要である。
e-learning システムの導入では、同時で双方向に行われる遠隔授業を基本とし、毎回の授業の
実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導が行われる。また、当該授業に関
する学生の意見の交換の機会が確保されている。さらに、これらの利用ログなどのきめ細かい
学習進度の記録（ポートフォリオ）化と、これに基づく定期的な集合教育・個別指導との相補
的な運用により、教育効果を上げる。

５．２ 基礎システムの概要（Skype＋4e-learning）
５．２．１

概要

スーパー連携大学院に所属し各地に点在する教育施設と学生の間を結び、当該大学院におけ
る教育（学習・研究計画～実施～成果確認）を円滑に進めていくため、本 e-learning システム
は、①コミュニケーション機能、②学習計画・管理機能、③学習実施機能、④在学支援機能を
実装し、4 つの e-learning 形態(4e-learning)(※)を実現する。
①コミュニケーション機能

【本 e-learning システムの主な機能】
①コミュニケーション機能

②学習計画・管理機能

・IP ベースの音声/映像コミュニケーション機能
・SNS 機能
・電子掲示板機能

③学習実施機能
(コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

・メッセンジャー機能
②学習計画・管理機能
・メンター/指導教員によるヒアリング機能

③学習実施機能

（コメント通知、質問・回答送付）

(各種資料共有等)

・学習（単位取得）プラン策定支援・管理機能
・学習履歴管理機能
・メンター/指導教員による実施状況管理機能
・指導教員における講義開講管理機能

③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)

③学習実施機能
・自習教材（コンテンツ）配信機能
- 55 ④在学支援機能

図 2-5-1

本 e-learning システムの機能

・映像配信機能
・成果測定（チェックテスト実施）機能
・資料（データ）共有機能
・会議（ホワイトボード等）機能
・遠隔機器コントロール機能
④在学支援機能
・出席管理機能
・単位管理機能
・各種申請機能

(※) 参考：スーパー連携大学院における 4 つの e-learning 形態
※映像コミュニケーションツールとして、Skype の導入を検討中である。

５．２．２

tele-self-learning（自習）

tele-self-learning は、学生が本 e-learning システムを活用して、自ら学習を進めていくもので
ある。自習計画の策定は学生が主体的に行うことになるが、学習効果をより確かなものとする
ため、本 e-learning システムでは自習計画策定前に、学生とメンターの間で学習内容（教材、
レベル、スケジュール）の確認や、メンターによる学生への意識付けの場を提供する。さらに、
SNS や電子掲示板等を活用し、学生と指導教員との間で交わされる質疑応答などの取次ぎを行
う。
又、学習の進捗状況を、メンター・指導教員が適宜確認できるようにして、学習途中でも学
生に対し、遠隔、あるいは、直接的な対面で、細やかな指導が行えるようにすると共に、学習
終了時には学習結果の検証（結果測定テスト）を実施して、学生の学習効果の確認をすること
ができる。
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(1)学生の「なりたい人物像，習得し
たい教科」等をヒアリング

①コミュニケーション機能

メンター

②学習計画・管理機能

学生
(2)ヒアリングを元に，
学習計画策定
③学習実施機能
(コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

(3)計画に基づき学習

（教材登録等）

③学習実施機能

(4)学習後は成果測定

(各種資料共有等)

③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)

指導教員

（単位管理
システムアカウント登録等）

（受講状況管理）

職員
④在学支援機能

図 2-5-2

tele-self-learning（自習）

（利用する主な機能）
①コミュニケーション機能
IP ベースの音声/映像コミュニケーション機能、SNS 機能、電子掲示板機能、メッセンジャ
ー機能
②学習計画・管理機能
メンター・指導教員によるヒアリング機能(コメント通知・質問・回答送付)、学習（単位取
得）プラン策定支援・管理機能、学習履歴管理機能、メンター／指導教員による実施状況
管理機能
③学習実施機能
自習教材（コンテンツ）配信機能、成果測定（チェックテスト実施）機能
④在学支援機能
単位管理機能

５．２．３

tele-formal-lecture（遠隔講義)

tele-formal-lecture は、学生に遠隔地で開催される講義を閲覧・受講させるものである。本
e-learning システムは、大学（指導教員）から学生への講義内容の配信に加え、1：N のコミュ
ニケーションを構築し、学生から指導教員等に対する質問に対応することができる。
このような遠隔講義の様子自身も収録して、tele-self-learning のための教材として利用するこ
とも可能である。また、質疑応答の内容や、受講しての感想を、電子的な手段でまとめること
で、その日の講義のサマリーとして、次回の講義の際に活用することもできる。
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（受講確認）
①コミュニケーション機能

学生

メンター

（質問受付）
②学習計画・管理機能

学生

（講義模様の配信）

③学習実施機能
（講義資料の閲覧） (コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

（講義登録）
（講義資料掲載）

指導教員

③学習実施機能
(各種資料共有等)

③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)
（受講状況管理）

職員
④在学支援機能

図 2-5-3

tele-formal-lecture（遠隔講義)

（利用する主な機能）
①コミュニケーション機能
SNS 機能、電子掲示板機能、メッセンジャー機能
②学習計画・管理機能
メンター・指導教員による実施状況管理機能、指導教員における講義開講管理機能
③学習実施機能
教材（コンテンツ）配信機能、映像配信機能、会議（ホワイトボード等）機能
④在学支援機能
出席管理機能、単位管理機能

５．２．４

tele-informal-lecture（遠隔ゼミ)

tele-informal-lecture は、学生を遠隔地で開催されるゼミに参加させるものである。本 e-learning
システムにより、参加学生間（N：N）のコミュニケーションの場を構築し、ゼミの参加メン
バー間の議論状況を、映像・音声やホワイトボード等活用してリアルタイムに伝える。
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①コミュニケーション機能
（ゼミ模様の共有，質疑応答）

学生
②学習計画・管理機能

学生

③学習実施機能
(コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

指導教員

③学習実施機能
(各種資料共有等)
（資料共有・会議（ホワイトボード）機能）

③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)
（受講状況管理）
④在学支援機能

図 2-5-4

tele-informal-lecture（遠隔ゼミ)

（利用する主な機能）
①コミュニケーション機能
IP ベースの音声・映像コミュニケーション機能、SNS 機能、電子掲示板機能、メッセンジ
ャー機能
②学習計画・管理機能
（使用せず）
③学習実施機能
資料（データ）共有機能、会議（ホワイトボード等）機能
④在学支援機能
出席管理機能、単位管理機能

５．２．５

tele-laboratory(遠隔研究室)

tele-laboratory は、学生を遠隔地で実施している研究に参加させるものである。本 e-learning
システムは、研究メンバーと学生間におけるコミュニケーションを実現させるだけでなく、実
験データや研究過程の取りまとめ等を支援する。
このような遠隔指導・遠隔プレゼンの映像履歴は、研究ログとしての活用や、学生のプレゼ
ンテーション力（表現力、傾聴力）の向上のための指導材料としても活用することもできる。
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①コミュニケーション機能

（質疑応答）
②学習計画・管理機能

学生

（資料・データ共有）

③学習実施機能
(コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

③学習実施機能
(各種資料共有等)

（機器コントロール）
③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)

④在学支援機能

図 2-5-5

tele-laboratory（遠隔研究室)

（利用する主な機能）
①コミュニケーション機能
IP ベースの音声・映像コミュニケーション機能、SNS 機能、電子掲示板機能、メッセンジ
ャー機能
②学習計画・管理機能
（使用せず）
③学習実施機能
資料（データ）共有機能、会議（ホワイトボード等）機能、遠隔機器コントロール機能
④在学支援機能
（使用せず）

５．２．６

個人間コミュニケーションツールについて

前述の通り、各システムの運用にあたっては、学生～学生間や学生～指導教員、研究室メン
バー間で利用される個人間コミュニケーションツールが重要である。本ツールについては、当
面 skype を活用することで対応していく。

５．３ 各種ツールのユースシナリオ
tele-self-learning（自習）
自宅や東京キャンパス、サテライトキャンパスのパソコン室で、広義の予習・復習・補習と
して利用する。
単に取り組んで終わりという使い方はさせず、課題に対する感想や質問、解答例に対する疑
問など、「気づく」「考える」「思いつく」力の育成につながるような履歴を残すこととし、
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指導教員や TA が適時参照することで、適切な指導が行えるようにする。
tele-formal-lecture（遠隔講義）
専門分野の基礎知識を教授する授業など、１：Ｎ形式の講義に、自宅や東京キャンパス、他
のサテライトキャンパスのパソコン室から、本機能を利用して、講義に参加する。
１→Ｎの一方向的な受身的な受講ではなく、教員からの問いかけ・それに対する回答、学生
間の議論、学生から教員への質問など、双方向性のコミュニケーション機能を生かして、講義
への能動的な参加を行う。
また、質疑応答の内容や、受講しての感想を、電子的な手段でまとめることで、その日の講
義のサマリーとして、次回の講義の際に活用することも可能である。
tele-informal-lecture（遠隔ゼミ）
東京キャンパスや複数のサテライトキャンパスのパソコン室をつないで、複数の教員・学生
がＮ：Ｎの形式のゼミ、討論を行う。
受身的な参加ではなく、教員からの問いかけ・それに対する回答、学生間の議論、学生から
教員や他の学生への質問など、双方向性のコミュニケーション機能を生かして、ゼミへの能動
的な参加を行う。
tele-laboratory（遠隔研究室）
東京キャンパスや複数のサテライトキャンパスの実験室・研究室をつないで、複数の教員・
企業研究者・学生がＮ：Ｎ：Ｎの形式の研究討論・研究打合せを行う。
研究打合せの履歴は、マルチメディアの研究ログとしても活用する。
このような遠隔指導・遠隔プレゼンの映像履歴は、研究ログとしての活用や、学生のプレゼ
ンテーション力（表現力、傾聴力）の向上のための指導材料としても活用する。
個人間コミュニケーション
学生同士の会話や事務員との質問、教員同士の打ち合わせなどを、Skype 等を用いて行う。

５．４ 各種ツールの利用マニュアル
５．４．１

e-learning システム

e-learning システムの利用においては、使用方法をマニュアルとして定め、有効な教育研究効
果が得られることを目標としている。各種ツールのマニュアルに記載される基本的な利用手順
は以下のとおりである。
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スーパー連携大学院

簡易操作説明書

概要
本サーバーは FlashMediaServer を用いたクライアントサーバー型の双方向リアルタイム受講システムと
なっています。また、資料提示のために VNC を利用しています。

Flash Media Server

Web 会議用端末

Pointer カメラ

受講者端末

VNC Refrector
画面共有端末

受講準備
1.

マイク、ビデオカメラ、スピーカーなど必要な機器を PC に接続します。

2.

Skype を起動し、ログインして受話可能な状態にしておきます。
Skype がオンライン状態になっている事を確認して下さい。
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講義の開始
1.

ブラウザを用いてサイト(http://www.super-program.jp/super_cg/super_cg.html)にアクセスしま
す。

2.

与えられた

ID Password を入力し、OK ボタンによりログインします。

3.

受講可能な講義がリスト表示されますので、目的の講義の「受講」ボタンをクリックします。
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4.

下図設定ウィンドウが表示されますので、「許可」をクリックします。

5.

受講画面が表示されます。

講師映像

自映像

講師 PC デスクトップ

質問者映像

（画面共有）

参加者映像

6.

この状態で他の参加者の準備が終わるまで待ちます。

7.

全ての参加者が揃ったところで講義開催者より、Skype に発信されますので、Skype で受話します。
下図の「応答」ボタンをクリックします。
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8.

Skype の音声をミュートにします（講義中の雑音を防ぐ事が目的です）。
下図のミュートボタンをクリックします。

＊Skype のミュートについて、その必要が無い事を主催者が明言した場合は必要ありません。
＊Skype の操作について詳しくは Skype の操作マニュアルを参照して下さい。

講義中の操作
１

質問

１-１

質問の開始

講師映像部分にある「質問」ボタンをクリックします。

自画像は開催者と、全ての参加者の質問者ウィンドウに表示されます。
また、講師 PC デスクトップが操作可能となります（＊同時に講師自身も操作可能ですので、注意して
下さい）。
音声の通信は Skype を使って行います。“講義の開始”の 8．でミュートにしたボタンをクリックし、ミ
ュートを解除します。

＊他の質問者が質問中の場合、強制的に割り込みます。
１-２

デスクトップの操作

マウスの移動、マウスの左クリック、キーボードで文字を打つために使用するキーに関しては通常の PC
と同様に操作可能です。
マウスの右クリックはマウスのホイールボタンにエミュレートされています。マウスにホイールボタン
が無い場合はマウスの右クリックをご利用頂けません。
また、キーボードの特殊キー、ショートカットキーはご利用いただけません。
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１-３

質問の終了

自画像表示部分にある「終了」ボタンをクリックします。

再度 Skype をミュートにします。

＊Skype のミュートについて、その必要が無い事を主催者が明言した場合は必要ありません。

５．４．２

個人間コミュニケーション

学生～学生間や学生～指導教員、研究室メンバー間の連絡には、当面 skype を活用すること
で対応していく。

５．５ コンテンツ収集・維持管理の仕組み
e-learning システムでは、各連携校が所有する幅広い学習コンテンツを活用し幅広い教育内容
の構築が可能となる。コンテンツには、講義映像を画像化したもの、教科書や講義ノートをデ
ジタル化したもの、対話的入力方式のシミュレーション教材などを幅広く対象とする。
e-learning システムの維持管理機能としては、以下の内容のルール化が必要となる。

利用講義科目名の登録

講義情報の登録

担当教員の登録

シラバス内容、単位評価基準など

受講学生の登録

各講義の資料、ビデオの登録

講義情報の掲示板

各講義用の掲示板

利用方法の問合せ方法

講義課題の登録
成績の入力

図 2-5-6

ルール化が必要な事項

これらの維持管理システムの内容は、教員のみがアクセス可能とし TA はログインできない
ことを基本とする。また、履修状況および成績等の教育情報は、基幹システムで一括管理する
必要がある。

５．６ 集合教育
集合教育を導入し、対面指導を行うことにより、相互に理解を深め、コミュニケーションを
スムーズにする。また、集合教育の機会を一種の「イベント」と考えて、人対人（教員対学生、
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学生対学生、学生対企業）のリアルな交流の場とする。実施に当たっては、幅広い講師陣から
の各種講演やカリキュラムを通じて、遠隔講義では不十分な分野の教育を補う。集合教育はシ
ンポジウム的な位置づけとし、年数回実施することで教育システムの進捗確認を行う。

（スケジュール）
開催時期

開催地

Ｍ１

Ｍ２

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

首都圏

地方

首都圏

地方

首都圏

ガイダンス

インターン
シップ報告
会

Ｄｒ研究課
題の紹介

地方での共
同研究体制
視察

博士研究成
果の合同発
表会

概要
カリキュラ
ムの概要説
明
e-learning
の利用説明

地方の共同
研究体制視
察

経営者の講
話（起業マ
インド）

交渉術（ネ
ゴシエーシ
ョン）発想
法講話

顔合わせ，
親睦

同時開催

Ｄ３単独開催

同時開催
図 2-5-7

集合教育のスケジュール

参加者は、スーパー連携大学院入学者および指導教員、関係者とし、2 泊 3 日～1 週間の期間
で実施する。利用施設は、大学付属のセミナーハウス、公的研修所などとする。参加費用は、
学生の自費参加を基本とするが、奨学金制度の利用も積極的に検討する。運営費用として、施
設利用料、講師交通費・謝金、教職員旅費宿泊費などが考えられる。

５．７ 実現と発展
マスとしての画一的な研究者・学生対応サービスではなく、できるだけ、個々の研究者・学
生の特性・状況に合ったサービスのあり方を検討し、「志をもった研究者の卵を養成する仕組
み」の実現を目指す必要がある。
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６．特徴６：生涯支援（by チーム６）
６．１ 目的と意義
本学生が学問に集中できる環境と生活基盤の構築を支援することにより、本学を充実した、
魅力ある教育機関にしていくことを目的とする。そのためには、「産・学・官」が連携し、一
体となった支援活動が不可欠であり、多くの機関が参加できるよう本学の PR 活動を広げていく。

６．２ 支援の全体フロー

他大学

入 学

教 育

海 外

ポスドク

・就職支援

起 業

・経営支援
・研究支援

研 究

企 業

・進学支援
・進路相談
（メンター）

・経済支援
（企業からの奨学金等）
・住居支援

・インターン
シップ制度

図 2-6-1

就 職

・共同研究支援
（コーディネーター，
アドバイザー）
・連携機関での研究
支援

・就職支援

支援の全体フロー

６．３ 各支援内容の詳細
＜入学の段階＞
（１）進学支援
・各連携機関担当者とコンソーシアム本部との情報交換を頻繁に行い、学生が有意義に学
べる環境を提供する。
・情報ネットワーク（広報、英語 HP）による PR 活動を行なう。
・国の施策「留学生 30 万人教育」との連携を行なう。
（２）進路相談
・各連携機関にメンターを配置し、学生の相談に対応する。
・留学生に対する進路相談を強化し、留学生の受け入れを積極的に行なう。
＜教育の段階＞
（１）経済支援
・学資については、奨学金制度を設けている企業、または個別に支援してもらえる企業に
支援をお願いする。また、国、自治体にも支援を仰ぐ。
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（２）住居支援
・自治体、本部、連携校、提携校、連携機関等との連携により、公営住宅、大学寮、同窓
会館等の住居を供給支援してもらう。
（３）インターンシップ制度の充実
・企業との密接な連携により、企業ニーズを把握し、期間を長期（1 年）に延長することな
ど実績効果を出すようにする。
（４）研究支援
・コーディネータ、アドバイザーを本部に配置し、企業との共同研究を支援する。
・連携機関（地域共同研究開発センター等）での研究・技術支援もあわせて行なう。
＜就職段階＞
（１）企業への就職支援
・まずは「運営会員企業」「会員企業」「サポーター企業」数を拡大し、就職活動を容易
にする。
・並行して、スーパー連携大学院に興味を持ってくれそうな企業を個別訪問し、就職支援
を行なう。
・留学生が母国での就職を希望した場合は、海外企業、海外日系企業と連携する仕組みを
構築する。
（２）起業支援
・インキュベーション施設の確保と経営支援を行なう。
・経営支援として、TLO コーディネータ、弁理士を確保し、さまざまな支援を実施。
（３）ポスドク支援
・活躍の場を確保する。

６．４ 支援を実現する体制
（１）仕組み・体制
・「産・学・官」が連携した支援プロジェクトチームを作り、活動を開始する。
2010 年 4 月、プロジェクト発足をめざす。
・経済支援のための資金集めについては、「大学間連携協定・コンソーシアム協定」におけ
る「運営のための資金集め」と「学生に対する経済支援のための資金集め」を一括して行
なう組織を別途設け、各連携・提携機関が分担して行なうこととする。
・地域との連携は、「地域運営委員会」と密接に連携して活動を行なう。

６．５ 実現するためのアイデア
（１）各大学施設・制度の活用
・まず現状調査から始め、課題認識、対策へと進む。プロジェクトチームが実施。
（２）サポーター獲得の強化
・会員企業を初めとして、各事業分野の優良企業をリストアップし、個別訪問による勧誘を
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行なう。
・マスコミ、メディアを通じて、本学の PR を行なう。また、HP も活用する。

６．６ 実現と発展
（１）どのように実現すべきか（優先度）
・「産・学・官」が一体となったプロジェクトを発足。多くの人が PR 活動に携わることによ
り、より多くの会員企業、サポーター企業を勧誘する。
・詳細計画はプロジェクトチームによる。
（２）今後の発展のために何が考えられるか
・イベント、マスコミを通じて広く社会に PR し、スーパー連携大学院の認知度を高める。
・連携機関、提携機関の数を増やす。
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７．特徴７：実現の仕方（by チーム７）
７．１ 目的と意義
スーパー連携大学院構想は、現状において必ずしも社会ニーズに合致していない博士育成の
仕組みを、多様な社会ニーズを踏まえて実社会で活躍できるイノベーション博士人材を育成す
ることを目的としている。そのために７つの志をかかげ産学官のイコールパートナーシップの
もとに実現しようとするものである。
しかし、これらを実現するためのハードルは必ずしも低くはない。そのためには、本来の目
的を損なわず、かつ実行可能なものにしていくための理想にむけての展開シナリオ、仕組み、
アプローチを明確化することを本章の目的とする。

７．２ 実現上の課題
本節では、スーパー連携大学院構想を実現するための基本的な考え方、課題、問題点につい
て述べる。

７．２．１

理想に向けての科目／講義の実施方式の明確化

本構想の実現に向けて考えられる代表的な科目／講義の実施方式を以下 4 つ挙げる。
（１）【方式１】単位互換方式
本方式は参加大学が提供する公開講義を、各大学の学生が受講できる仕組みを整え、講義
提供大学は特別聴講生として受け入れる。従って講義は基本的には遠隔講義の形態になるが、
集中講義の形態をとれば集合講義の形態も可能である。各大学が認定可能な単位数は規定上、
修士の場合 10 単位まで可能である。
本方式はあくまでも各大学の教育課程の追加的（補完的）科目群の扱いであるが、逆に言
えば各大学としては、大幅なカリキュラムの変更や規定等の見直しは必要なく、また、提供
される魅力ある共通科目群が提供されれば、各大学においては専攻、講座の枠を超えたダイ
ナミックなカリキュラムが構築でき、受け入れ易い方式であるといえる。
実施上の問題点としては、前述のように遠隔講義が中心になり、学生に対する教育効果を
高めるためには教員側が更に教材、教育方法を検討しなければならないことがあげられる。
また、企業側からの提供科目に対して非常勤講師としての認定など各大学側で一定の手続き
をとる必要があり、その辺りを協定で包括的に対応できる方式の検討が必要である。
本方式は取り敢えずの実現可能性としては受け入れ易いものである。本構想の理念を貫く
ためには最低限「産学官連携による研究指導」を実現させる必要があり、仕組み上難しい面
が多いと考えられる。
（２）【方式２】プログラムの共同開設により拡大
本方式は経団連が行っている「高度 ICT 人材育成拠点」の例にあるように、既存の専攻
内に独立性の高いプログラムとして設置し、他大学提供科目を自大学の教育課程の一部と
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して扱う（単位互換の枠外）方式である。これにより、自由度の高いカリキュラムが構成
でき、本スーパー連携大学院構想の理念を実現し易い方式であるといえる。
「高度 ICT 人材育成拠点」の例においては、対象を修士とし、また専門領域も ICT と限
定しているため、学内におけるプログラム化を行い易いと考えられる。
本スーパー連携大学院構想においては、現在のところ専門領域を限定しておらず、また
修士・博士５年一貫教育を目指しているため、各大学の研究科／専攻が具体的なプログラ
ムを構築することはかなりハードルが高いと考えられる。
従って本機構が提供する仮想的なプログラムと各専攻とをうまく融合した形を目指す必
要があると考えられる。本方式の実施に当たっては、各大学において対応できそうな専攻
がまずやってみるというアプローチが必要であろう。
以下、本方式における課題、問題点を博士課程前期（修士）と博士課程後期（博士）に
分けて整理する。
＜博士課程前期＞
各大学の研究科（専攻）からの学位認定と本機構からのプログラム修了認定を受ける。
つまり学生は専攻のカリキュラムの受講（30 単位）＋本プログラムの科目（例：20 単位）
をとることになる。また、質の保証として、各科目ごとに宿題や厳密な評価のために学生
の負担がかなり大きくなる。実施においては以下の項目を更に検討しておく必要がある。
①辛いコースを敢えて取ろうとする学生がどのくらいいるかの調査が必要である。進学
に際しての学生にとってのメリットが説得性のあるものでなくてはならない。
②博士前期課程入学時点で後期課程に進むか否かの判断が出来るかが問題である。現状
ではこの時点で後期課程まで行こうと意思を持っている学生は数少ないように思われ
る。そのような動機付けができる十分な情報提供とプロモーションが必要である。
③「産学官連携による研究指導」が一つの目玉になる。十分な指導ができるかが成否の
鍵になる。
④学生が本プログラムに参加するためには、所属する研究室の教員の理解が必要不可欠
である。そのためには、まず本構想に理解と協力してもらえる教員を募集しておく必
要がある。
⑤学生の負担軽減のため専攻での修士論文と本プログラムでの修了レポートが共通化ま
たは部分利用できる工夫も必要である。
⑥各専攻で学位認定がされたけれども、本プログラムで認定されなかった学生はどうな
るのか明確化する必要がある。その学生は後期課程に進学しない場合は認定せずに退
プログラムとするか？また後期課程に進学した場合、継続して本プログラムの前期課
程のプログラムを履修させるのか運用上難しい問題がある。
＜博士課程後期＞
5 年一貫を基本とした場合の博士課程前期からの連続性をいかに担保するかが重要に
なる。研究テーマの選定時期と本プログラムで提供する共通科目と専門科目との整合性を
どのようにしていくかがポイントとなる。本構想の一つの特徴としてテーラーメイドなカ
リキュラム編成があるが、これが機能することが重要である。問題点・課題は基本的に博
士課程前期と共通するが特に以下の点が実施に当たってのポイントとなる。
①各専攻で行われる博士研究と別立てにすることは、長期インターンシップや産学官連
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携による「共同研究型学位研究」など実施するに当たって難しい。従って基本的には
所属研究室と一体になった研究テーマであるべきである。
②各専攻の学位認定基準と本プログラムの学位認定基準のズレへの対応が必要である。
本プログラムの認定基準が各専攻の認定基準を包含していれば基本的にクリアーであ
るが、各大学間の差もあり一意に決めることは難しいかも知れない。
③本方式の基本は、学生が各大学の専攻に所属している事を前提としている。従って上
記②における認定基準のズレによって、単位取得退学や、専攻で学位授与されたが、
本プログラムでは認定されなかったというケースも発生する。これらの対策も明確化
しておく必要がある。
（３）【方式３】共同研究科
この方式は【方式２】のプログラムからもう一歩進めて仮想的「スーパー大学院 XXX 専
攻」を作り、各大学はこれをサブ専攻として位置づけ実施する。
これは一つの目指すべき方向ではあるが、実現には各大学での研究科の組織の見直し、
各種規程等の見直しが必要になり H23 年度からの実施にはハードルが非常に高い。
（４）【方式４】連合大学院
本方式は基本的には本スーパー連携大学院構想の目指すべき形態の一つであると考える。
独立した連合大学院を設置した場合、現実的には各参加大学から定員を割く（専任を確保
する）必要があると思われる。また【方式３】の共同研究科方式と関係も中途半端である。
設置審、ダブルディグリー、学位プログラムなど文科省の今後の動向に依存している面
が大きい。本構想の最終的なイメージであるかも知れないが、今後の動向のウォッチと働
きかけが必要である。

７．２．２

５年一貫の考え方

教育面においては、工学版松下政経塾的カリキュラムをイメージしてカリキュラムの体系を
整備していく必要がある。本構想の一つの目玉はテーラーメイドのカリキュラムである。イノ
ベーティブな博士人材育成にふさわしい 5 年一貫のカリキュラム体系をまず不完全でもよいの
で構築し、試行錯誤で構築していく努力と仕組みをつくる必要がある。また、専門教育におい
ても、所属する専攻との関連及び新たな要求に対する科目の追加など、ダイナミックに行える
システムが必要になってくると考えられる。
研究（実務）面においては、博士課程前期／後期をスルーした体制が可能かが一つのポイン
トとなる。博士課程前期までの教育における専門性と共同研究型学位研究における専門性との
間に齟齬が生じないか、また齟齬が生じても良いとするのか、ある程度の基準を設けておく必
要がある。インターンシップ、PBL 型授業の専門技術の延長線上に共同研究型学位研究が位置
づけられれば一貫性が保持できると考えるが、運用上かなり難しい面がある。

７．２．３

途中離脱（ドロップアウト）、途中入学（後期課程から）の考え方

5 年一貫を基本と考えるが、実際には博士後期課程に進学しない学生、または出来ない学生
が出てくることは想定できる。そこで以下、ケース分けして検討する。
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（１）途中離脱：博士前期課程から後期課程への進学を止める者（就職する者）
本来、本大学院プログラムの趣旨を十分に理解し、高いモチベーションをもって入学し
てきてもらいたいが、必ずしも全ての学生にそれを望むことは出来なく、また、そうであ
ったとしても色々な事情により進学を諦めざるを得なくなる学生が出現することは止むを
得ない。
本プログラムの博士前期課程を修了認定され、後期課程に進学しない学生に対しては、
数年後の復学のシナリオをつくり、また動機付けを行うことが重要になると考える。また
就職支援においても、就職先との復学の可能性の交渉など、その橋渡しを積極的に行う支
援が必要である。
（２）途中離脱：成績不良者
このケースは成績不良により進学が出来ない学生への対応であり、以下の場合に分けら
れる。
①所属大学院を修了し、かつ本プログラムに修了認定されない者は次年度、本プログラム
に在籍できない。
②所属大学院を修了できなく（留年）、かつ本プログラムも修了認定されない学生は、次
年度継続して本プログラムに在籍できる。
③所属大学院を修了できなかったが、本プログラムは修了認定された学生。この対策とし
ては本プログラムの前期課程修了要件に所属大学院の博士前期課程を修了している事
を入れておく必要がある。
（３）途中入学（博士課程後期から）
本ケースは以下の三つに分けられる。
①本プログラムの前期課程を履修しなかった連携大学の前期課程修了生
本ケースは基本的には積極的に受け入れる方向であるべきである。しかし本プログラ
ムの前期課程を履修していないので、持ち上がりで入学してくる学生よりは更なる厳格
な選考試験が必要である。また、入学後の前期課程の本プログラム特有の科目（必修）
を履修させることを条件とする。
②連携大学以外の大学の前期課程修了生からの本コース後期課程への入学
入学対象者は連携／提携校の学生のみに限定するので、基本的には入学できない。つ
まり連携大学の博士後期課程に編入する必要がある。または学生の所属大学と連携契約
を結んでもらう必要がある。これが可能であれば①に準ずる。
③一般社会人からの本コース後期課程への入学
②と同様に連携大学の博士後期課程に編入する必要がある。後は①に準ずる。ただし
入学選考および本プログラム特有の前期課程での必修科目の履修に関しては実践経験
を考慮する。
④途中離脱者の本コース後期課程への入学
前述のように、5 年一貫で教育・研究が出来るのが理想であるが、現状をみると必ず
しも全員がそのようなパスを希望している訳ではない。従って途中離脱して数年後に復
- 74 -

学するパスも明確に提示しておくことが重要と思う。逆に言うと実務経験をしてイノベ
ーティブな博士を目指すパスは本構想において理想的であるとも言えるのではないだ
ろうか。従ってそれが行いやすい仕組み（就職先の連携等）が成否の鍵を握ると思われ
る。

７．２．４

学生の入学志望の動機付け／学生募集の方式

本構想は社会のニーズに応える博士を育成することを目的にしているが、学生がそのことを
十分に理解しているかは疑問である。そもそも博士後期課程への進学希望者も低調であること
を考えると、学部学生が博士前期課程に進学しようとする時に、いかに本プログラムに参加し
たいと思えるかの動機付けを与える事が必要である。
そのためには、第一に連携大学の教職員の本構想に対する理解が不可欠である。その上で、
連携校内での協力教員（講座／研究室）を募って学生への啓蒙活動を行う体制を確立する必要
がある。
第二に学生に対して研究の意欲・夢を与えるバラエティある共同研究テーマの提示が重要で
あり、あわせて将来の就職先のイメージや候補会社が具体的に見える情報提供が必要不可欠で
あると考えられる。
第三に本プログラムを履修する上で、そのデメリット（履修単位数の増大、厳しい評価など）
を上回るメリットが実感されなければならない。

７．２．５

各組織の参画のための説得（説明）情報の共有化

本構想に参画している各組織においては、各組織からの WG メンバー以外の本構想の認知度、
理解度はかなり低いと思われる。従って、ある程度構想が固まった段階の早い時期に各組織で
の説明会を開催することが望ましい。そこでの中途半端な説明は返って不信感を招き、理解が
得られなくなる可能性がある。そこで説明資料はもとより、Q&A を作成し共通認識の下で説
明会を開催したい。また説明者は当該組織からの委員はもとより、出来れば本構想の責任者
（例：各 WG の委員長）も同席されることが望ましい。
各組織においての説明会に先立て以下のことを簡単にシミュレーションしておく必要があ
る。
・参加のメリット・デメリットの洗い出し
・参加するに当たっての障害（規則／規定、リソースなど）
・提供可能科目の大雑把なレベルでの洗い出し
・学生の負担の試算
・教員の負担の試算

７．２．６

本構想の部分的利用の考え方

（１）有料一般公開講座
特色あるカリキュラムを e-learning などをフルに活用して有料で一般公開講座を開講しコ
ンソーシアムの一つの資金源にする。
（２）連携校の本プログラム以外の学生の受講（単位互換）
（３）他大学のプログラムへの相互乗り入れ→本機構が連携校とブリッジとなる。
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７．３ 可能なアプローチ
７．３．１

実施方式

第一ステップとして 7.2.1 での【方式１】、【方式２】を基本として行う。つまり、単位互
換をベースに仮想的な「スーパー連携大学院」を非公式プログラムにして実施する。そして科
目群を広げていき、プログラム登録していない一般学生にもスーパー連携大学院の講義科目を
開放していく。

連携学位プログラム
連携産学官の個々の組織の状況に応じた多様な参加形態
基本２
「スーパー連携大学院」の講義
科目の大規模な単位互換

基本１
「スーパー連携大学院プログラム」
の実施
◆スーパー連携大学院プログラム
受講希望学生のみが対象

◆全ての一般学生へのスーパー
連携大学院科目の解放

教育＋共同研究 スーパー連携大学院を利用した様々な取り組み

図 2-7-1

７．３．２

実施方式

スーパー連携大学院プログラムのイメージ

スーパー連携大学院プログラムは以下のようなイメージで運営する。
・学生は各大学の専攻に属する（入試は各大学で実施）。
・学生は各大学の専攻に属しつつ、この「スーパー連携大学院プログラム」に応募する。
○プログラム履修の希望を出す
○スーパー連携大学院からは入学希望学生として見える
○応募者を選抜（入試にあたる）して、受講者を決める
・学生は各大学の専攻を修了する必要がある。
・「スーパー連携大学院プログラム」が定める履修や学位研究をした学生に修了証書を出
す。

７．３．３

スーパー連携大学院産学官コンソーシアム（仮称）

産学官のコンソーシアム「スーパー連携大学院産学官コンソーシアム（仮称）」を作る。こ
のコンソーシアムが「実質的な連携学位プログラム」を運営する。
・コンソーシアムが教育・研究の運営の主体となる。
・コンソーシアムの推進組織（例：スーパー連携大学院推進室）は、自前のパークができ
るまで、連携産学官のいずれかに置く（現在の幹事校である電気通信大学が候補）。
・コンソーシアムの運営資金は参加組織の年会費と外部競争的資金及び企業などからの共
同研究費の間接経費分の一部で賄う。
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７．３．４

コンソーシアムへの参加の仕方

連携産学官は、各組織の状況に応じてコンソーシアムの運営に参加できる自由度を持たせる。
例えば、大学においては、下記のような様々なレベルでの参加を可能とする。
・学内には推進室を設けず、コンソーシアムに委員を送る（コンソーシアムに丸投げ）。
・学内にスーパー連携大学院推進室を設けて、コンソーシアムの運営を支援する。
・さらに、学内に専攻共通の公式のプログラムを設定し、推進する。
・さらに、新たな専攻、研究科を設置する。
・複数の大学が協力し新たな連合大学院、共同大学院等を設置する。

７．４ 実現と発展
７．４．１

スケジュール
Ｈ２２

協議会

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

M2進級

D1入学

D2進級

D3進級 卒業

Ｈ２８

入学資格検査
M1入学

Innovative PhD(Candidate)
サーティフィケイト授与

Innovative PhD
サーティフィケイト授与

「産学官コンソーシアム」の設置
「連携学位プログラム」の開発
学生募集

図 2-7-2

７．４．２

スーパー連携大学院開講までのスケジュール

発展のシナリオ

・第一ステップ：「仮想的な大学間連携プログラム」での実現を目指す。
○理由＝法律・大学事情・経済状況に縛られず自由な制度設計が可能
・第二ステップ：各大学の既存専攻・研究科への波及。
・将来的には

：「大学間連携プログラム」が法制化され、正式の大学院として認められ

独自学位として「イノベーション博士」の授与が可能となり、さらに、各大学の学位と
のジョイントデグリー授与が可能となることを目指している。
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第三部

履修要覧的内容

第三部では、第一部、第二部でまとめたスーパー連携大学院の教育課程の検討結果から、大学
院としての履修要覧的内容を抽出しまとめる。

１．スーパー連携大学院の目的
・多様な社会的ニーズを踏まえて実社会で活躍する７つの志を持つイノベーション博士の育成
７つの志

① ベンチャー精神旺盛で自立を目指す
② 実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する
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
⑦ 国際感覚を備え世界で活躍できる

２．スーパー連携大学院の組織
・スーパー連携大学院は産官学で構成されるコンソーシアムで運営（表 3-2-1 参照）

表 3-2-1

団体名

スーパー連携大学院コンソーシアムの構成団体

産

学

SMK(株)
(株)オプトエレクトロニクス
(株)キャンパスクリエイト
(株)くろがね工作所
(株)コラボ産学官
(社)コラボ産学官
セイコーエプソン(株)
東芝総合人材開発(株)
西日本電信電話(株)
日本電気(株)
日本電信電話(株)
野村證券(株)
(株)日立製作所
(株)富士通研究所
㈶鉄道総合技術研究所
(独)情報通信研究機構(NICT)
(独)新エネルギー・
産業技術総合開発機構(NEDO)
(社)電子情報技術産業協会(JEITA)
計１８企業・団体

北見工業大学
弘前大学
秋田県立大学
長岡技術科学大学
富山大学
信州大学
福井大学
中央大学
電気通信大学
三重大学
福岡工業大学
大分大学
崇城大学
熊本大学
計１４大学
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官
江戸川区

・スーパー連携大学院は、全体運営委員会および地方毎に設置される地域運営員会が運営管理

全体運営委員会

北海道運営委員会（北見工業大学）
東北運営委員会（弘前大学）

地域運営委員会

北陸運営委員会（長岡技術科学大学）
………

図 3-2-1

スーパー連携大学院の運営管理

３．スーパー連携大学院イノベーション博士プログラムの概要
３．１ イノベーション博士プログラムの対象者
・教育の対象者は表 3-3-1 の大学における博士前期課程、後期課程に在籍する学生
・大学や国立研究所などのアカデミア以外で活躍する博士(ノンアカデミア博士)を目指す学生
（学生が所属する大学や専攻を所属大学、所属専攻と記す）

表 3-3-1

連携大学一覧

所在地

大学名

北海道

北見工業大学

青森

弘前大学

秋田

秋田県立大学

新潟

長岡技術科学大学

東京

電気通信大学

東京

中央大学

熊本

熊本大学

大分

大分大学

熊本

崇城大学

福岡

福岡工業大学

三重

三重大学

福井

福井大学

富山

富山大学

長野

信州大学
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３．２ イノベーション博士プログラムの基本方針
・産学官が連携した高度・厳格・多様な教育と共同研究の組み合わせにより、実社会で活躍す
るイノベーション博士を育成し、さらに、育成の過程においてイノベーションを創出
・プログラムの特徴は以下の 6 点
特徴１：明確な人材像と産学官連携での育成
特徴２：修士・博士５年をトータルに考えた高度・多様・厳格な教育課程
特徴３：共同研究ベースのみの学位研究
特徴４：厳格かつ多様な質保証制度
特徴５：遠隔講義・コミュニケーションツールの活用
特徴６：入学・修学・就職・起業などを含む生涯学生支援

４．高度・多様・厳格な教育
４．１ 高度・多様な課目群
・イノベーション博士を育成するための下記の総合的な科目群を用意
・イノベーション博士の志を養成する「“志”教育科目群」
・基礎数理・論理、MOT、科学技術史、コミュニケーション論などのイノベーション博
士の基盤を養成する「イノベーション博士教養基礎・教養応用科目群」
・イノベーション博士の深い専門を養成する「専門基礎・専門応用・専門特論科目群」
・幅広い知識を養う「地域学科目群」
・実践力を養う「短期・長期インターンシップ」
・国際力を養う「海外研修」
・イノベーション力を養成する「リサーチプロポーザル」、「共同研究型学位研究」

４．２ 厳格な教育と評価
・シラバスに履修内容と成績評価基準を明記
・毎回の宿題、定期的な筆記試験を課す
・講義内容（遠隔講義システム）、演習問題、宿題、レポート、定期試験問題、解答例、学生
の解答を公開
・成績や研究の進捗のチェックを半年ごとに実施

４．３ 短期インターンシップ
・博士前期課程において連携企業、連携官公庁を中心にインターンシップを行う
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・期間は 2 週間以上 1 ヶ月以内

４．４ 長期インターンシップ
・学位研究で取り組んでいる共同研究先において長期インターンシップを行う
・期間は 3 ヶ月以上 1 年以内

４．５ 海外研修
・博士後期課程において海外研修を行う
・期間は 2 週間以上

４．６ リサーチプロポーザル
・博士後期課程における共同研究ベースの学位研究提案書（リサーチプロポーザル）を，博士
前期課程時にまとめる

５．共同研究型学位研究
５．１ 仕組み
・博士後期課程で取り組む学位研究は、連携企業、連携官公庁、連携大学との共同研究として
進めなければならない
・スーパー連携大学院は下表に示す共同研究テーマを常に公開する

表 3-5-1
Ａ

共同研究テーマのタイプ

ドリームテーマ

夢のある大規模プロジェクト

Ｂ１

共研テーマ（広域型）

Ｂ２

共研テーマ（地域型）

Ｃ

個々の企業と実施中のテーマ

潜在共研テーマ

個々の企業が望むテーマ

・具体的には下表のテーマリストを恒常的に維持・公開し、可能性のある学位研究を示す

表 3-5-2

共同研究テーマリスト

テーマ名

タイプ

担当連携大学・研究室

連携企業

連携官公庁

XXX の研究

A

X 大学 Y 研究室

Z社

－

YYY の研究

B2

N 大学 M 研究室

－

P 県庁

：

：

：

：

：
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５．２ 既存共同研究への参加
・共同研究テーマリストの共同研究に参加し、学位研究を進めることができる

５．３ 新規共同研究の立ち上げ
・共同研究テーマリストにない研究テーマで学位研究を行う場合は、連携大学、連携企業、連
携官公庁と調整し，新規の共同研究を立ち上げる

６．在学期間
６．１ 標準修業年限と在学期間
・博士前期課程の標準修業年限は 2 年、博士後期課程の標準修業年限は 3 年
・スーパー連携大学院イノベーション博士プログラムを履修するためには、連携大学に所属し
ていなければならないため、最長在学期間は所属大学の規定に従う

６．２ 分割履修制度
・本プログラムの博士前期課程、後期課程は分割して履修できる。つまり、まず Innovative Ph.D
(Candidate)を取得して社会に出たのち、博士後期課程に進学し、Innovative Ph.D を目指すこと
が可能である
・Innovative Ph.D (Candidate)を持つ学生は、スーパー連携大学院の後期課程を履修することがで
きる
・特例として、Innovative Ph.D (Candidate)を持たない学生であっても、知識、能力およびリサー
チプロポーザルの内容を判断し、前期課程の本プログラム特有の科目の履修を条件に、スー
パー連携大学院の後期課程履修を認める場合がある

６．３ 短縮修了
・優れた業績を上げた者については履修期間を短縮して修了することを認める
「優れた業績を上げた者」
博士前期課程

修了に必要な単位をすべて修得し、研究内容を論文として学術雑誌
に公表するなど、標準修業年限 2 年で達成しうる平均と同等以上の業
績を上げた者

博士後期課程

修了に必要な単位をすべて修得し、研究内容を論文として学術雑誌
に公表するあるいは製品化するなど、標準修業年限 3 年で達成しうる
平均と同等以上の業績を上げた者
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（いずれも「修了に必要な単位をすべて修得」とは修得見込みを含む）
・短縮修了制度適用の可否については、全体運営委員会の審査を経て決定される
・所属大学でも課程の短縮修了が認められなければならない

７．イノベーション博士プログラムの履修
７．１ イノベーション博士プログラムの概要
・「７つの志」を持つイノベーション博士の育成のために、以下の７つの科目群から構成され
る
①イノベーションの“志”教育科目群
②共同研究型学位研究
③イノベーション博士教養基礎科目群
④イノベーション博士教養応用科目群
⑤プロジェクト実践型科目群
⑥専門分野科目群／地域学科目群
⑦海外研修
・各科目群と習得すべき「７つの志」との関連については、図 3-7-1 を参照

７つの志
科目群

１．ベンチャー ２．ノンアカデ ３．専門性と ４．先見性と ５．コミュニ ６．リーダー ７．国際感覚
ケーション力 資質と教養 世界で活躍
精神，自立 ミアでの活躍 マネジメント力 革新性

イノベーションの
“志”教育科目群
イノベーション博士教養
基礎科目群
イノベーション博士教養
応用科目群
専門分野科目群
／地域学科目群
プロジェクト実践型科目群

共同研究型学位研究

図 3-7-1

「７つの志」と「科目群」
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７．２ イノベーション博士プログラムの典型的応募・履修・修了プロセス
・履修モデルを図 3-7-2 に示す

博士前期課程
前半

博士後期課程

後半

前期

中期

後期

イノベーションの“志”教育科目群（必須，選択）
“志” の育成
（ 相互啓発，集合教育）

イノベーション博士教養
基礎科目群（選択）

スーパー連携
大学院

経営者３０人の
話を聴講

ベンチャー論，
地域振興論，ほか

イノベーション博士教養
応用科目群（選択）
ＭＯＴ応用科目，
コミ ュ ニケーション，
イノベーシ ョン論

基礎数理・論理科目
ＭＯＴ基礎科目
科学技術史，ほか

プロジェクト実践型科目群（選択）

共同研究型学位研究（必須）

プロ
短期インターン ポー
シ ッ プ，海外研修 ザル

長期インターンシップ
による共同研究開発

分析
ま とめ

専門分野科目群／地域学科目群（選択）
地域学科目
ＸＸ系基礎科目

同一の
場合あり

ＸＸ系専門科目
ＸＸ系特論科目

所属大学院

学位論文研究

修士論文研究

図 3-7-2

履修モデル

・指導教員やメンターの指導のもと、履修科目を選択する
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志と能力を
持って社会
へ

７．３ 授業科目と科目区分
表 3-7-1

授

区分

業

科

目

名

担当大学

単位数

科目

授業科目一覧

課程

Ａ

２

◎

2 “志”の育成

Ｂ

２

○

3 ベンチャー論

Ｃ

２

○

○

4 地域振興論

Ａ

２

○

○

1 物理

Ａ

２

○

2 ソフトウェア応用

Ｄ

２

○

3 研究マネジメント

Ｅ

２

○

4 技術経営戦略

Ｂ

２

○

5 マーケティング

Ｂ

２

○

6 科学技術史

Ｄ

２

○

Ｃ

２

○

2 サプライチェーンマネジメント

Ｃ

２

○

3 コミュニケーション論

Ｆ

２

○

4 イノベーション論

Ｅ

２

○

…

1 経営者30人の話を聴講する

イノベーション博士
教養基礎科目群

イノベーションの
志教育科目群

前期 後期
（Ｍ） （Ｄ）
◎

…

プロジェクト
実践型科目群

1 短期インターンシップ

２

2 長期インターンシップ

４

◎

3 海外研修

４

○

…

イノベーション博士
教養応用科目群

1 グローバル戦略

◎

…

専門分野科目群／
地域学科目群

1 有限要素解析

Ａ

２

○

2 機械力学

Ａ

２

○

3 雪氷学

Ｅ

２

○

4 地域産業政策

Ｄ

２

○

5 ＸＸ特論

Ｆ

２

○

所属大学 ８

◎

1 共同研究型学位研究
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７．４ 履修方法
・学生は指導教員の指導のもとに特定の研究分野を定め、必要な授業科目を履修する
・各授業の内容等については Web ページにて閲覧できる
・前学期、後学期の履修科目は各学期の始めに Web ページより登録する
・所定の期間内に手続を行わない場合は履修が認められない

７．５ 授業時間
・標準授業時間を図 3-7-3 に示す
時 限

授 業 時 間

１

８：５０～１０：２０

２

１０：３０～１２：００

休憩時間
１０分

昼 休 憩

６０分

３

１３：００～１４：３０

４

１４：４０～１６：１０

５

１６：２０～１７：５０

図 3-7-3

１０分

授業時間

・±10 分の範囲で連携大学の授業時間と同じである

７．６ 遠隔講義・遠隔指導
・双方向の e-learning システムと Skype を利用する
・利用ログなどのきめ細かい学習進度の記録化を行う
・定期的な集合教育・個別指導との相補的な運用を行う

７．７ 集合教育
・集合教育を導入し、対面指導を行うことにより、相互に理解を深め、コミュニケーションを
スムーズにする
・集合教育の機会を一種の「イベント」と考えて、人対人のリアルな交流の場とする
・各種講演やカリキュラムを通じて、遠隔講義では不十分な分野の教育を補う
・シンポジウム的な位置づけとし、年数回実施することで教育システムの進捗確認を行う
参加者は、スーパー連携大学院入学者および指導教員、関係者
期間は、2 泊 3 日～1 週間
利用施設は、大学付属のセミナーハウス、公的研究所など
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８．評価
８．１ 試験・成績評価
・半期ごとに成績をチェックする
・演習問題、宿題、レポート、定期試験問題を公開する
・成績の評価基準については、講義、演習、インターンシップ、e-learning など授業形式ごとに
統一し、連携大学内での単位取得水準の標準化を目指す
○講義：出席は 2/3 以上で、定期試験として筆記試験を必ず行い、60 点以上を合格とし、
単位認定を行う
○演習：すべての演習課題をそれぞれ定められた提出期限までに提出し、複数の担当教員
で厳密な採点を行い、60 点以上を合格とし、単位認定を行う
○インターンシップ：長期、短期にかかわらず共同研究を含むインターンシップ先におけ
る指導者の認定を必要とし、レポートを提出し、厳密な評価を行う
○e-learning：出席はログオン時間で管理し、課題を設定し、その課題を期限内に提出する
ことを要件とし、定期試験として筆記試験を必ず行い、60 点以上を合格とし、単位の
認定を行う

８．２ 総合評価
（１）学期評価
・半期ごとに指導教員がチェックする
・半期の GPA 値が 3.2/4.0 以上ない場合は、ドロップアウト（履修停止）となる
（２）Innovative PhD (Candidate)評価
・修了に必要な単位数を修得しなければならない
・前期課程の GPA 値が 3.2/4.0 以上なければならない
・博士前期課程における研究成果ならびに今後の共同研究ベースの学位研究計画(Proposal)に関
して発表を行う
・資格判断基準は、「希望共同研究テーマの理解力」、「イノベーション博士としての将来性」
を重視し、総合的に判断する
（３）Innovative PhD 評価
・修了に必要な単位数を修得しなければならない
・最終試験（学位研究の発表＋質疑応答）に合格しなければならない
・指導教員 3 名を含め、5 名以上の審査員で学位審査を行う
・イノベーション力、リーダーシップ力等、プロジェクトリーダーとしての適性を含めて総合
的に審査する
・審査結果についてはすべて公表とする
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８．３ 教育の質評価
・授業科目ごとにシラバスを作成し、履修内容と成績評価基準を明記する
・シラバスはインターネット等を利用し、外部へ公開する
・成績の評価基準については、講義、演習、インターンシップ、e-learning など授業形式ごとに
統一し、連携大学内での単位取得水準の標準化を目指す
・FD 活動の一環として、学生による授業評価を行う
・授業評価の結果は、各教員へ知らせるとともに、評価結果に関する教員のコメントを付して
公開する
・産および官の教員については、教員資格審査委員会で適合と判定された者とする
・教員には、スーパー連携大学院としての FD 活動を義務付け、自己研鑽に努める
・外部の委員から構成されるアドバイザリーボードを設け、定期的に意見を頂く
・修了生、就職先の評価を毎年行う

９．Innovative PhD (Candidate) サーティフィケイト
９．１ Innovative PhD (Candidate) サーティフィケイト授与の要件
・修了するには下表のすべての要件を満たすこと
表 3-9-1

Innovative PhD (Candidate)の要件
イノベーション博士“志”
教育科目群

4 単位以上

イノベーション博士教養
講義 30 単位以上

基・教養応用科目群

4 単

位以上

GPA 値が 3.2/4.0 以上

専門基礎・専門応用・専門
15 単位以上

特論科目群
地域学科目群
短期インターンシップを体験すること
TOEIC のスコアが 500 以上

リサーチプロポーザルをまとめ発表し、口頭試問に合格すること

９．２ Innovative PhD (Candidate) サーティフィケイト審査
・資格判断基準は、「希望共同研究テーマの理解力」、「イノベーション博士としての将来性」
を重視し、総合的に判断する
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１０．Innovative PhD サーティフィケイト
１０．１ Innovative PhD サーティフィケイト授与の要件
・修了するには下表のすべての要件を満たすこと
表 3-10-1

Innovative PhD の要件

イノベーション博士“志”
4 単位以上

教育科目群

イノベーション博士教養
講義 20 単位以上

基・教養応用科目群

4 単

位以上

GPA 値が 3.2/4.0 以上

専門基礎・専門応用・専門
8 単位以上

特論科目群
地域学科目群

2 単位以上

長期インターンシップを体験すること
海外研修を体験すること
TOEIC のスコアが 700 以上
共同研究型学位研究まとめ、発表し、口頭試問に合格すること

１０．２ Innovative PhD サーティフィケイト審査
・指導教員 3 名を含め、5 名以上の審査員で学位審査を行う
・イノベーション力、リーダーシップ力等、プロジェクトリーダーとしての適性を含めて総合
的に審査する
・審査結果についてはすべて公表とする

１１．支援制度
１１．１ 支援の概要
・進学支援：学生が有意義に学べる環境が提供される（産学官との連携による支援）
・進路相談：各連携機関にメンターが配置され、留学生に対する進路相談も強化される
・経済支援：産学官からの学資および生活費の支援される（企業名を冠した奨学金の設置）
・住居支援：自治体・大学等との連携による住居の供給が支援される
・インターンシップ制度の充実：企業との密接な連携により、実践力を養える
・研究支援：コーディネーター・アドバイザーの研究支援を受けられる
・企業への就職支援：就職活動が容易となる
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・起業支援：インキュベーション施設が提供され、経営支援を受けられる（TLO コーディネー
タ、弁理士の提供など）
・ポスドク支援：活躍の場が提供される

１１．２ 就職支援
・イノベーション博士を期待し採用を表明している企業、官公庁のリストを表 3-11-1 のように
恒常的に公開する

表 3-11-1 就職先の候補
分野

Ｂ社

Ｍ研究所、Ｎ研究所

技術革新部研究開発センター
…

Ｃ社

…

第一開発部、第二開発部、第三技術部

…

通信

部門名

Ａ社
…

情報

企業名

Ｄ社
…

Ｅ社

…

製造

…

…

…

１１．３ 支援の窓口
・スーパー連携大学院産学官コンソーシアムの事務局
・各地方運営委員会

１２．履修中断・履修再開及び履修停止・ドロップアウト
１２．１ 履修中断・履修再開
・許可を得て履修を中断することができる（休学に相当）
・履修中断期間内にその理由が消滅したときは、許可を得て履修を再開することができる（復
学に相当）
・履修中断の期間は、所属大学の休学規定に従う

１２．２ 履修停止・ドロップアウト
・病気その他やむを得ない事情により履修を停止しようとするときは、指導教員の承認を得た
上で履修停止願を提出し許可を受けること
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・成績不良等により履修継続が不可能であると評価された場合は、ドロップアウト（強制的な
履修停止）とする

１３．保険制度
・学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）、 学研災付帯賠償責任保険（略称「学研賠」）
の保険は、所属大学で加入しておくこと

１４．その他の受講方法
・スーパー連携大学院イノベーション博士プログラムの講義は、連携大学の学生であれば、ス
ーパー連携大学院イノベーション博士プログラムの履修生にならなくても履修可能
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第四部

スーパー連携大学院の意義

第四部では、スーパー連携大学院の主な関与者である(1)学生および産学官、つまり、(2)企業、
(3)国公私立大学、(4)地方自治体や地方の試験研究所等の官公庁の 4 つの立場から見た場合のスー
パー連大学院携の意義をまとめる。

１．学生の立場での意義
学生の立場では、大きく分けて教育、就職、研究の 3 つの観点で意義があると考えている。
以下、節に分けて説明する。

１．１ 自分の望む人物像に向けたカリキュラムで学べる
スーパー連携大学院では、特定の専攻を設けず、スーパー連携大学院プログラムの豊富なイ
ノベーション博士課程育成科目群の中から、学生自身が望む人物像に向けたカリキュラムで学
ぶことができる。具体的には、学生にとって以下のメリットがあると考えている。
（１）一人ひとりの学生に応じたカリキュラム（テーラーメイド）
スーパー連携大学院プログラムは、自大学以外の参加大学からも多様な講義が提供され
るので、学生は自身が望む人物像に向けた最適なカリキュラムを選択でき、学生の研究活
動や将来の就職にも役立てることができる。
（２）多様なキャリアパスに対応したカリキュラム
スーパー連携大学院プログラムは、自大学にはない他分野の専門教育や実社会で活躍す
るイノベーション博士の育成に必要な科目群を学ぶことができる。
例えば、化学分野の学生が副専攻として、機械工学分野の知識や MOT などイノベーショ
ン科目を併せて学ぶことができる。
また、スーパー連携大学院プログラムの習得は、自大学の教育に加えて得ることになる
ので、学生にとっては履修単位の増大や成績評価も厳しいものとなるが、企業からの評価
は相俟って高いものとなる。
（３）自大学だけでは難しい多様な講義が受講可能
スーパー連携大学院は全国から多くの大学と企業、自治体が参加しており、自大学には
ない科目や学際領域、ふだん聞くことのできない企業トップの話や特定専門分野のトップ
技術者の話、地域的に遠方な教員とも遠隔教育や集合教育で学ぶことができる。
（４）多様な人材との交流（視野拡大）
スーパー連携大学院プログラムの科目は、大学以外の企業の経営者や技術者など様々な
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分野の方も科目を担当することになる。また企業が特論、PBL、インターシップ、共同研究
など多くの部分で関与するので、より実社会に近い人材環境を得ることができる。

１．２ 就職
スーパー連携大学院プログラムの目的は、実社会で活躍するイノベーション博士人材を育成
するためであり、運営には産業界、自治体が深く関与している。
具体的には、学生にとって以下のメリットがあると考えている。
（１）就職候補先が明確に提示
スーパー連携大学院の構成機関は、産学官のそれぞれの機関からなり、学生の就職候補
先となる機関も、学生の入学時の審査から、カリキュラム、研究、修了時の質保証などの
システムの構築に関与している。
（２）産学共同研究プロジェクトにより、企業とのマッチングが可能
スーパー連携大学院プログラムの必須科目のひとつに産学共同研究があり、学生は長期
にわたり企業との共同研究に携わることになる。それらの研究活動を通じて企業は学生の
成績、人柄などを知る機会となり、就職の際にプロモーションとなる。
（３）長期のインターンシップにより、自身の適性を把握可能
長期のインターンシップにより実社会の一員としての体験をすることで、自身の適性を
把握することが可能になる。
（４）起業の支援
実社会で活躍するイノベーション博士人材を育成するために、卒業後の自身の起業の支
援なども目標としている。

１．３ 産学共同研究プロジェクトへ参加
スーパー連携大学院の理念は、ベンチャー精神が旺盛であり実社会における科学技術発展の
ための実践的リーダーとして活躍できる博士を養成することにある。プログラムでは、産学共
同研究プロジェクトを必須科目としており、以下の人材を養成することができると考えている。
（１）実社会の課題、問題意識、意義を体験
企業人等との人的交流およびコミュニケーションを体験することによって、専門分野と
異分野を含む広い社会を認識するとともに実社会の課題、問題意識および意義を理解した、
実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍できる人材を目指す。
産学官共同研究プロジェクトのリーダーあるいはサブリーダーとして研究の進行管理等
のマネジメントの一端を担うことにより醸成された、ベンチャー精神が旺盛であり自立心
とともに専門分野への深い造詣とマネジメント力を兼ね備えた人材を目指す。
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（２）企業人等との人的交流、コミュニケーションから広い社会を認識する。
産学共同研究プロジェクト（専門分野）の他にプロジェクトとの融合分野やプロジェク
トと異分野の企業研究者、経営者とも十分な意思疎通が図れるような言語力、プレゼンテ
ーション力、討論力、交渉力を有する、質の高いコミュニケーションを発揮する人材を目
指す。

１．４ その他
スーパー連携大学院は、実社会で活躍するイノベーション博士人材を育成するために、入学
時の進学・相談、教育、研究、就学時の経済的支援、就職、自身の起業の支援など様々な支援
体制の実現を目標としている。
（１）一旦社会人になった後、スーパー連携大学院に戻って学位取得
5 年一貫を基本とするが、実際には博士後期課程に進学しない学生、または出来ない学生
が出てくることは想定できる。色々な事情により進学を諦めざるを得なくなる学生が出現
することは止むを得ない。
前期課程を履修しなかった連携大学の前期課程修了生、連携大学以外の大学の前期課程
修了生からの本コース後期課程への入学、一般社会人からの本コース後期課程への入学、
途中離脱者の本コース後期課程への入学、スーパー連携大学院に戻って学位取得すること
も可能としている。社内教育のひとつとして自社人材の再教育の利用も可能である。
（２）国際性（海外インターンシップ、留学）
「国際感覚を備えて世界で活躍する」志を目指して、各国の海外インターンシップ、留
学を通じてネイティブ会話、民族意識や特色を理解する。
（３）奨学金の可能性
コンソーシアムの奨学金基金創設や企業名の冠奨学金の設置を検討する。
以上を、図 4-1-1 にまとまる。
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（１）学生の立場からの利点
【自分の望む人物像に向けたカリキュラムで学べる】
・一人ひとりの学生に応じたカリキュラム（テーラメイド）
・多様なキャリアパスに対応したカリキュラム
副専攻が自由自在，新規（化＋機械＋知財など）の人材に
・自大学だけでは難しい多様な講義を受けられる
・多様な人材と交流できる（視野拡大）
【就職】
・就職候補先が明確に提示されている
・産学共同研究プロジェクトにより，企業とのマッチングが行える
・長期のインターンシップにより，自身の適性が理解できる
・起業の支援を受けられる
【産学共同研究プロジェクトへ参加】
・実社会の課題，問題意識，意義を体験する
・企業人等との人的交流，コミュニケーションから広い社会を
認識する
【その他】
・一旦社会人になった後，スーパー連携大学院に戻って学位取得
・国際性（海外インターンシップ，留学）
・奨学金の可能性

図 4-1-1

学生の立場からの利点

一方で、従来の大学院と比較して下記のような点も指摘しておく。
（１）教育の負担の重さ
7 つの志を持つイノベーション博士人材を育成するために自大学の教育に加え独自のプ
ログラムを設ける。
●講義の単位が多く、また、評価も厳格になされる。
スーパー連携大学院プログラム独自の講義もあり、取得単位が多く、評価も厳しい。
●半年ごとに履修状況や成績等を総合的にフォローされ、最悪、履修停止（ドロップアウ
ト）と判定される。
スーパー連携大学院質保証委員会によるシラバスと成績評価基準を明記し、各連携校で
の格差をなくすため標準化を行う。
●集合教育のために他大学に出向く必要がある。
共同研究やイノベーション科目の実施のために他大学で集合教育を行う。
（２）遠隔講義や手続き
スーパー連携大学院の教育課程では、全国から学生が入学し、各地域拠点で教育研究活
動を実施しているため、e-learning システムの導入が効果的である。このため、
●e-learning を用いた遠隔講義が多い。
各連携校が所有する幅広い学習コンテンツを活用でき、高度な人材教育が可能となるこ
とから複数拠点を結ぶ有効なツールとして活用する。さらに、共同研究をサポートする
システムとしても位置付ける。
●教員、事務員との対話は、メール、スカイプになる。
- 95 -

学生-学生間、学生-教育または事務員との連絡は当面、メールやスカイプを活用するこ
ととする。
（３）所属専攻・教員との関係
スーパー連携大学院と所属大学は制度上独立であるので、双方のスムーズな履修のため
には、教員と十分に相談して進める必要がある。
●所属専攻の修士論文、博士論文に平行して取り組まなければならない。
修士論文および博士論文の審査は自大学とスーパー連携大学院がそれぞれの単位基準
で行うことになる（通常、ほぼ同一の学位研究で双方の基準を満たすように指導教員が
調整する）。
上記はデメリットではなく、メリットとも考えられる。図 4-1-2 では抑制要件としてまとめた。

（１’）学生の立場からの抑制要件
【教育の負担の重さ】
・講義の単位が多く，また，評価も厳格になされる．
・半年ごとに履修状況や成績等を総合的にフォローされ，最悪，
履修停止（ドロップアウト）と判定される．
・集合教育のために他大学に出向く必要がある．
【遠隔講義や手続き】
・e-learningを用いた遠隔講義が多い．
・教員，事務員との対話は，メール，スカイプになる．
【所属専攻・教員との関係】
・所属専攻の修士論文，博士論文に平行して取り組まなければならない．

図 4-1-2

学生の立場からの抑制要件
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２．企業の立場での意義
企業の立場では、人材獲得、研究、人材育成の 3 つの観点で意義があると考えている。以下、
節に分けて説明する。

２．１ 人材獲得（卒業生）
（１）優秀な人材確保
スーパー連携大学院の教育は、厳密な 4 つの質保証制度（入学時、講義、学位研究、修
了時）を持って高いレベルに保たれる。審査員は産学官の各組織からバランスよく選出さ
れるため、大学の視点のみに偏った評価がなされるようなことはない。
参加企業は、自らが質保証システムに加わることで、詳細な評価を元に学生を採用する
ことができる。特に共同研究企業として参加する場合は、自社の研究チームの一員として
長期間接する事となり、より深い評価が可能である。
また学生側も、スーパー連携大学院の参加企業とその共同研究のリストを見て、明確に
目的を持って入学してくるため、共同研究先企業への就職希望は非常に強い。
こうして、スーパー連携大学院参加企業は、自社のニーズに合った優秀な学生を、優先
的に採用する事が可能である。
（２）企業のリーダー像（基礎力、国際性、コミュニケーション力など）に合致した人材
現在の大学院教育は、大学の研究者育成ではなく企業人育成として見た場合には多くの
問題点を抱えている事が、日本経団連等の様々な機関から指摘されており、その指摘内容
はかなりの部分で共通している。スーパー連携大学院では、それらの問題点を解決できる
人材の能力として「7 つの志」を規定し、その能力育成のために必要なカリキュラムを産学
官で作り上げた。
このように、社会的ニーズに合致した能力を持つ学生を、実社会に即したカリキュラム
で育成する事ができる。

２．２ 研究
（１）全国大学との連携が可能となる
企業が共同研究を行う場合、まず地元の大学をあたる事が多いというデータがある。し
かし、その地元大学に、目的の研究を行っている研究者が居ない場合もあり、あきらめる
か、不便をおして遠距離の大学との連携を行うケースも多い。
スーパー連携大学院では、参加大学がそれぞれ全国ネットワークのハブとして機能して
いるため、企業は地元の大学を介して全国の大学との連携が可能となりうる。
（２）共同・受託研究受入窓口が一元化されている
上記（１）で述べた通り、スーパー連携大学院の窓口を利用して全国の大学へ連携の手
を伸ばすことが可能である。
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また学生側も、スーパー連携大学院の参加企業とその共同研究のリストを見て、明確に
目的を持って入学してくるため、共同研究先企業への就職希望は非常に強い。
こうして、スーパー連携大学院参加企業は、自社のニーズに合った優秀な学生を、優先
的に採用する事が可能である。
（３）他社との連携、ドリームプロジェクトへ参加できる
上記の全国連携には、大学のみならず企業も参加しているため、通常では結びつくよう
な事がなかった遠隔地の企業同士が、お互いのニーズを発掘して連携を行う事が可能とな
る。また、全国連携を活かして、数十年単位の先を考えたドリームプロジェクト的な共同
研究も企画しており、参加企業は自らの得意な分野を活かす形で、そのような大がかりな
プロジェクトに参加する事もできる。
（４）インターン学生の長期受け入れにより、新規の研究推進も可能となる
企業が、これまで興味はあったものの人手や良いチャンスが無いために手をつけていな
かった研究について、スーパー連携大学院の学生が担当する事で、比較的ローコストで着
手する事ができる。

２．３ 自社社員養成
（１）自社の有望な人材の再教育を行う
スーパー連携大学院は、主な講義は e-ラーニングにて行う事と、学位研究に関しても共
同研究で行う事から、社会人学生の受け入れにも適している。特に全国連携を利用するこ
とで、地元の大学を卒業し就職後に地元を離れたような社会人に対して、現在の職場に居
たまま地元大学の講義受講や連携した研究を行いやすい環境にある。また、社会人向けの
長期履修制度等も整備しており、フレキシブルなカリキュラムを作成できる。
（２）多様な講義が用意されている
スーパー連携大学院では学生ごとにテーラーメイド型でカリキュラムを作成するため、
学生の目指す人材像のために必要な講義は、全国の参加大学すべてから選りすぐって準備
を行う。また参加大学には、その地域性に根差した講義（例：北見工業大学で、寒冷地工
学）を持つ大学も多い。スーパー連携大学院の学生は、e-ラーニングによって全国の多様で
独特な講義を受講可能となる。
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（２）企業の立場からの利点
【人材獲得（卒業生）】
・優秀な人材確保
・企業のリーダ像（基礎力，国際性，コミュニケーション力など）に
合致した人材
【研究】
・全国大学との連携が可能となる
・共同・受託研究受入窓口が一元化されている
・他社との連携，ドリームプロジェクトへの参加
・インターン学生の長期受け入れにより，新規の研究推進も可
能
【自社社員養成】
・自社の有望な人材の再教育を行う
・多様な講義が用意されている

図 4-2-1

企業の立場からの利点
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３．大学の立場での意義
大学の立場では、研究、教育、学生の就職の 3 つの観点で意義があると考えている。以下、
節に分けて説明する。

３．１ 研究
（１）新たな専門領域の教育、研究への素早い対応が可能となる。
スーパー連携大学院の参加大学の連携により、研究の効率化、新領域への発展が期待で
きる。
（２）全国的な産業界（企業）、行政との横の連携構築
スーパー連携大学院の参加企業、行政の連携により、プロジュクト化でき、研究テーマ
の発掘から市場展開、研究資金など一連の連携体制が構築できる。
（３）隣接分野、異なる関連研究分野の研究者との連携
上記の参加機関の連携により、今後の研究分野の開拓の可能性を探る人的ネットワーク
の構築ができる。
（４）博士課程進学者増大による研究加速
スーパー連携大学院プログラムの修了者を輩出することで、修了者が実績を上げ、さら
にスーパー連携大学院入学者が増え、さらに一層の研究活動が活発になる。

３．２ 教育の充実
（１）博士後期課程のカリキュラムの豊富化
スーパー連携大学院の参加機関が増えることで、連携が増え専門性が広がり、様々な分
野での研究活動が行われサイクル化する。
（２）産学官共同研究ベースの学位研究システムにより、大学の研究の場で大学院生に OJT を
実施（インターンシップ含む）
共同研究等により企業人等との人的交流、コミュニケーションから広い社会を認識でき
実社会で必要な素養を身につけることができる。
（３）多様な学生・研究者との交流（他流試合）
他大学を連携することで異なる分野の学生との交流や地域の文化、特色を理解でき広い
視点を持つことができる。

３．３ 学生の就職
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（１）博士課程進学者の増大
スーパー連携大学院プログラムの修了者を輩出することで、修了者が実績を上げ、さら
にスーパー連携大学院入学者が増え、さらに一層の研究活動が活発になる。
（２）地域において求められるリーダー像に合致した人材の育成
後述４．３参照

（３）大学の立場からの利点
【研究】
・新たな専門領域の教育，研究への素早い対応が可能
・全国的な産業界（企業），行政との横の連携構築
・隣接分野，異なる関連研究分野の研究者との連携
・博士課程進学者増大による研究加速
【教育の充実】
・博士後期課程のカリキュラムの豊富化
・産学官共同研究ベースの学位研究システムにより，大学の
研究の場で大学院生にOJTを実施（インターンシップ含む）
・多様な学生・研究者との交流（他流試合）
【学生の就職】
・博士課程進学者の増大
・地域において求められるリーダー像に合致した人材の育成

図 4-3-1

大学の立場からの利点
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４．官・地方自治体の立場での意義
官・地方自治体の立場では、地域の活性化、地域を超えた連携、地域における人材育成の 3
つの観点で意義があると考えている。以下、節に分けて説明する。

４．１ 地域の活性化
（１）地域のニーズに対応する、地域に根差した研究プロジェクトの推進
企業が共同研究を行う場合、まず地元の大学をあたる事が多いというデータがある。し
かし、その地元大学に、目的の研究を行っている研究者が居ない場合もあり、あきらめる
か、不便をおして遠距離の大学との連携を行うケースも多い。
こういった場合に、大学はスーパー連携大学院の全国ネットワークを通じて参加他大学
の協力を仰ぐことで、様々なケースの企業相談に対応し、地元密着型の共同研究プロジェ
クトを行う事が出来る。
（２）地域の内発的発展に資する研究プロジェクトの開拓
スーパー連携大学院の全国ネットワークを構成するのは、各地域の産学官が中心となっ
た地域ネットワークである。まず各地域の大学が地元の産業と連携してイノベーション博
士の育成を行う。その結果、地域のニーズの発掘や研究開発能力の活性化が起こり、全国
ネットワークの活性化につながる。

４．２ 地域を越えた連携
（１）多様な情報交換、人的交流の機会の提供
スーパー連携大学院では、共同研究だけではなく学生の研究指導や講義等も遠隔で行う
ケースが多くなり、必然的に多くの地域がお互いに交流を持つことになる。また、首都圏
に拠点を用意するため、そこでのサテライトキャンパス、サテライトオフィスのスタッフ
同士の交流も、産学官連携において重要な要素となりうる。
（２）国際的ネットワークの構築
知識やイノベーションの重要性が増すこれからの時代では、地方の企業もグローバル・
エコノミーの中で、国際競争にさらされることになる。スーパー連携大学院では、国際感
覚を身に付けた卒業生を輩出することや、多数受け入れる留学生を地方へ配置することで、
地方の企業の海外進出の足掛かりを提供する。
またスーパー連携大学院の本部が、地方の企業や大学が、海外の企業や大学との連携を
図るための中継点として機能する。

４．３ 地域における多様な人材育成
（１）地元企業・自治体の人材育成機会の確保と選択肢の拡大
- 102 -

スーパー連携大学院は、主な講義は e-ラーニングにて行う事と、学位研究に関しても共
同研究で行う事から、社会人学生の受け入れにも適している。特に全国連携を利用するこ
とで、地元の大学を卒業し就職後に地元を離れたような社会人に対して、現在の職場に居
たまま地元大学の講義受講や連携した研究を行いやすい環境にある。また、社会人向けの
長期履修制度等も整備しており、フレキシブルなカリキュラムを作成できる。

（４）官・地方自治体の立場からの利点
【地域の活性化】
・地域のニーズに対応する，地域に根差した研究プロジェクトの
推進
・地域の内発的発展に資する研究プロジェクトの開拓，推進
【地域を越えた連携】
・全国的な多様な情報交換，人的交流の機会の提供
・国際的ネットワークの構築
【地域における多様な人材育成】
・地元企業・自治体の人材育成機会の確保と選択肢の拡大

図 4-4-1

官・地方自治体の立場からの利点
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資料
（１）スーパー連携大学院概要説明資料（2010-3-19 版）
（２）スーパー連携大学院パンフレット（2010-3-19 版）
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１．背景：問題点
背景 問題点
表層的問題⇒博士後期課程問題
●ポスドク問題（就職）＋優秀な学生が進学しない

本質的問題⇒知の基盤の崩壊
●知の基盤としての大学の凋落．特に地方大学
●知の源泉としての博士の不在⇒日本の停滞

問題の本質⇒社会ニーズに合致しない博士の育成
●状況・問題を直視し，行動すべき時である

我々のアプローチ⇒根本的に「教育内容・方法」を改革
付け焼刃的対応
●産学官が「理念から具体的教育」まで対等に
根本から設計し，実行する
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博士の就職率は64％にとどまっており，
博士の就職率は64％にとどまっており
非常に厳しい状況

ポスドク問題

博士課程就職率
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補足説明

3

（学校基本調査より）

負の連鎖
大学（研究者）の論理
人材育成の悪循環
＊社会の期待とのミスマッチ

博士の質の低下

＊博士の就職難

博士進学者の減
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補足説明

博士人材は不十分
主要国の
科学工学系博士号
取得者数の推移

博士課程の入学者は，2003年を
ピークに減少傾向にある
ピ
クに減少傾向にある

しかも：減少中
博士課程 入学，卒業の状況

人
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修士課程修了者の博士課程進学
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（学校基本調査より）
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補足説明

地方大学における博士課程の意義
●知識やイノベーションの重要性が増すこれからの時代では，
地方もグローバル・エコノミーの中で競争
●地方の企業も国際競争に曝され また国際的に活動を展開
●地方の企業も国際競争に曝され，また国際的に活動を展開
●大学が地域振興の核として，地域社会に人材を輩出し，
地元産業界の研究基盤となることが重要
地元大学との共同研究の割合
都道府県数
15

１１県
10

６県 ６県
5

半数 県 ，
半数の県で，７０％以上の
以
共同研究が地元大学
90～100%

80～90%

70～80%

60～70%

50～60%

40～50%

30～40%

20～30%

0～10%

0

10～20%

1992

1991

2,000

（1983 2002年累計）
（1983-2002年累計）
出典：『地域における産学連携 - 地域イノベーションシステムと国立大学 -』
科学技術政策研究所調査資料，No.136，2007年3月
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補足説明

社会ニ ズに合致しない博士の育成
社会ニーズに合致しない博士の育成
○人材育成において，教育界が注力している点と産業界が教育界に期待している点とが必ずしも一致
しているとは言えない一方で 産業界は教育界の取組に目を向けていない
しているとは言えない一方で，産業界は教育界の取組に目を向けていない．
＜産業ニーズを捉えきれていない教育界＞
大学の人材育成について，産業界からは「基礎学力の不足」を
はじめとした多くの問題点が指摘されているところ．
はじめとした多くの問題点が指摘されているところ

＜教育界の取組を重視しない産業界＞
他方，産業界は，人材採用にあたって「大学での成績」
や「学部・学科」をあまり考慮していない．
や
学部 学科」をあまり考慮していない

新卒を含む技術系人材に関する現状の問題点

採用基準で重視する項目（複数回答）

基礎学力の不足

11
9

ｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨの欠如，問題設定能力の不足

コミュニケーションの不足

5

狭い専門領域

5

実体験不足

5

7 2 .4 %

その 会 社 へ の 熱意

8

意欲低下，目的意識の欠如

8 8 .5 %

人柄

7 2 .1 %

今 後 の 可 能性

1 7 .0 %

大学 で の 成績

1 6 .6 %

学 部 ・ 学科

新事業における即戦力人材の不足

5

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟのある技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人材の不足
2

4

1 0 .3 %

取 得 資格

5
0

1 5 .7 %

ア ル バ イ ト 経験

6

8

10

0%

12

20%

40%

（出所：日本経団連「大学における人材育成の重要性」

〈大学界の声〉

〈産業界の声〉

◆ 「米国のドクターは知識ベースが広いのに比べて，日本はあまりに専門化・タコツボ化しすぎていて，
テーマが変わると適合できない場合が多い．米国有力大学卒のドクターのエンジニアは，企業で
即戦力となる広い知識を持っており，専門知識以外適応できない日本のドクターとは格差あり．」
即戦力
なる広 知識を持 おり，専門知識以外適
な
本 ドクタ
格 あり 」

80%

100%

（出所：リクルート「就職白書」から作成）

※日本経団連産学官連携部会委員企業２７社へのアンケート調査）
◆ 「
「インターンシップで米国有力大学の大学院生を使ったが，ある化成品を生産するプラントを設計
プ 米 有力大学 大学院生を使 たが あ
成 を生産す プ
を設計
せよという課題を与えると，単なるプラント設計だけでなく，エネルギー収支，コスト分析，特許分
析などまで含めたトータルの最適設計をしたレポートを作成．日本の大学生では考えられないレベ
ルであり，教育システムの差で知っている範囲が全然違っている．」

60%

◆ 「学
「学士・修士・博士等の学位取得者の採用・処遇に関し，産業界は，それぞれの
修
博 等 学位 得者 採
処
関 産業 は れぞれ
学位の種類に応じた取扱がなされるよう，十分に配慮すべきだ．例えば，博士課
程の質的向上に関する大学の努力と博士号取得者に対する企業側の処遇・活
用の努力とは，同時並行的になされなければ無意味．」
◆ 「大学は，自主性・自律性を備えた公共的な機関であり，その目的は，単なる職
業人養成に止まるものではない．特にボリュームゾーンである学士課程教育は，自
由で民主的な社会を支え，その改善に積極的に関与する市民，生涯学び続ける
学習者を育むこと，知の世界をリードする研究者への途を開くこと等の重要な役
割・機能を担っている．」

7

（出所）経済産業省ヒアリング
（出所）文部科学省ヒアリング
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２．人材育成課題の抽出：７つの志を持つイノベーション博士
人材育成課題 抽出
志を持 イノベ シ 博士
様々な機関が問題点を指摘（内容は類似）
例 文科省中央教育審議会（2005年9月）
例：文科省中央教育審議会（2005年9月）
「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」答申

国立大学53工学系学部長会議（2009年12月）
日本経団連 高度情報通信人材育成部会（2009年4月）
産業競争力懇談会（2009年12月）

７つの人材
育成課題
として抽出

① ベンチャー精神旺盛で自立を目指す
② 実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する
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
⑦ 国際感覚を備え世界で活躍できる

敢えて，アカデミア博士育成は対象外とする（アカデミア博士以上）

多様な社会的ニーズを踏まえて実社会で活躍する
多様な社会的
ズを踏まえて実社会で活躍する
７つの志を持つイノベーション博士人材を育成

8
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３．課題解決の仕組みと効果
課題解決 仕組みと効果
仕組み１：教育と共同研究が両輪となった
仕組
教育 共同研究 両輪 な
人材育成

教育

共同研究

高度・
多様・厳格

実社会での
問題解決・イ
ノベーション
創出の体験

③専門分野への深い造詣
⑤コミュニケーション力
⑥深い教養
⑦国際感覚

①ベンチャー精神旺盛
②アカデミア以外で活躍
③マネジメント力
④先見性と革新性
⑤コミュニケーション力
⑦国際感覚

仕組み２：産学官連携による推進
多様な産学官のイコールパートナーシップ
による実現

効果：イノベーション人材
効果
材
育成および活性化

イノベーション
人材の育成
産，官で活躍

イノベーション
の創出
国，地方，企業，研究者

●実社会のニーズ⇒産官の連携が必須

9

●多様で高度な教育研究⇒多様な大学の協力が必須
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４．検討を進めている産学官メンバー
検討を進め
る産学官メ バ

産
18 企業・団体
SMK （株）
（株）オプトエレクトロニクス
（株）キャンパスクリエイト
（株）くろがね工作所
（株） ラボ産学官
（株）コラボ産学官
（社）コラボ産学官
セイコーエプソン（株）
東芝総合人材開発（株）
西日本電信電話（株）
日本電気（株）
日本電信電話（株）
野村證券（株）
（株）日立製作所
（株）富士通研究所
（財）鉄道総合技術研究所
（独）情報通信研究機構(NICT)
（独）新エネルギ
（独）新エネルギー・
産業技術総合開発機構(NEDO)
（社）電子情報技術産業協会(JEITA)

学

官

14 大学
北見工業大学
弘前大学
秋田県立大学
長岡技術科学大学
富山大学
信州大学
福井大学
中央大学
電気通信大学
三重大学
福岡工業大学
大分大学
崇城大学
熊本大学

官・地方自治体
江戸川区

計 ３３団体
10
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参加大学<14 国立 / 公立 / 私立大学>
教員数

学部学生数

大学院学生数

博士前期課程

博士後期課程

北見工業大学

153

1,917

270

(241)

(29)

弘前大学

678

6,058

713

(443)

(270)

秋田県立大学

210

1,675

159

(128)

(31)

長岡技術科学大学

219

1,192

1,101

(929)

(172)

電気通信大学

322

4,293

1,338

(1,069)

(269)

中央大学

713

25,866

2,480

(1,025)

(1,455)

熊本大学

1,015

7,978

2,275

(1,588)

(687)

大分大学

581

5,063

718

(539)

(179)

崇城大学

220

3,343

160

(129)

(31)

福岡工業大学

142

4,200

147

(135)

(12)

三重大学

730

6,200

1,223

(903)

(320)

福井大学

632

4,147

860

(654)

(206)

富山大学

889

8,134

1,068

(822)

(246)

信州大学

1,031

9,343

2,081

(1,637)

(444)

7,535

89,409

14,593

(10,242)

(4,351)

合計

11

（東大 約4,000名）
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５．スーパー連携大学院の特徴
パ 連携大学院 特徴

特徴１：明確な人材像と産学官連携での育成

特徴４：厳格かつ多様な質保証制度

●人材像＝７つの志
●人材像
７ の志
●多様な産学官のイコールパートナーシップによる
教育実践が必須

特徴２：修士・博士５年をトータルに考えた教育課程
特徴２：修士
博士５年をト タルに考えた教育課程
●教養，基礎問題解決力，幅広い専門，高度な専門，
ＭＯＴ(ＭBA)，倫理，語学など多様な知識を確実に
習得
●長期 海外インタ ンシ プ ＯＪＴ的プ ジ クトなど
●長期・海外インターンシップ，ＯＪＴ的プロジェクトなど
実践的教育
●受け身の学習から自ら学び研究することへの昇華

特徴３：共同研究ベースのみの学位研究
特徴３：共同研究
スのみの学位研究
●産学官連携の共同研究プロジェクトだけによる学位
研究

●講義・演習
●講義
演習
⇒ シラバス，毎回のホームワーク，試験問題，評価
結果，これらの完全なＷＥＢ公開などを制度化
●学位研究
⇒ 最大限の自由と研究環境を与える反面，厳しい
プロセス管理
⇒ 学位研究の分野・目的に応じて多様な評価

特徴５：４種のe-learning
●中央に拠点を持つが，あくまでも各産学官が主体
●４種のe-learningの活用がキー

特徴６：入学・修学・就職・起業などを含む生涯学生支援
特徴
入学 修学 就職 起業などを含む 涯学 支援
●進学支援，経済的支援，住居支援，共同研究支援，
企業支援，活躍の場の確保，経営支援

12
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特徴１ 明確な人材像と産学官連携での育成
特徴１：明確な人材像と産学官連携での育成
・多極（地域）が主体（地域運営委員会）
・全体のコーディネートを全体運営委員会で実施
デ
地域１

地域２

産

産

学

官

学

ス パ 連携大学院 地域運営委員会
スーパー連携大学院

官

ス パ 連携大学院 地域運営委員会
スーパー連携大学院

必ず産・学・官のメンバーで構成する
それぞれのポジションを明確に用意

必ず産・学・官のメンバーで構成する

ミッション
・実質的な各大学での運営
・地域での産学官連携の推進
共同研究，学位研究
スーパー連携大学院 全体運営委員会
・地域リーダの養成
・他地域との連携
他地域と 連携
・教育の提供（地域特色）
必ず産・学・官のメンバーで構成する
・教育の要望（地域特色）
・教育課程チーム
・研究協力の提供（強みの分野）
・共同研究・学位研究チーム
・研究協力の要望
・学生支援チーム
・住宅支援
：
：

13
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特徴 修 博
特徴２：修士・博士５年をトータルに考えた教育課程
年を
タ
考
教育課程
●分野「共通」のイノベーション博士育成科目群を準備
●「分野依存」部分は 多様な講義を連携校から提供
●「分野依存」部分は，多様な講義を連携校から提供
●学生が望む人材（多様な人材像）へと導くカリキュラムを個別に作成
→・テイラーメード型（従来型の「特定の学問分野に特化した専攻」はない）
・複数の専門分野の習得が可能
・典型的なコースも策定
（例：地方や特定の大学の強みを生かしたコースなど）
博士後期課程

博士前期課程
前半

後半

前期

イノベーションの“志”教育科目群

XX系基礎

XX系専門

イノベーション博士教養
基礎科目群

イノベーション博士教養
応用科目群

短期インターン

【地域学】

地域学

中期

後期
海外研修

XX系特論
長期インターンシップ

共通
分野依存

共同研究型学位研究

例：雪氷学（北見工業大学）
長岡産業政策（長岡技術科学大学）
地域再生システム（秋田県立大学） など

14
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カリキュラム構造
博士前期課程
前半

博士後期課程

後半

前期

中期

後期

イノベーションの“志”教育科目群（必須，選択）
“志”の育成
（相互啓発，集合教育）

経営者３０人の
話を聴講

ベンチャー論，
地域振興論
地域振興論，ほか
か

イノベーション博士教養
基礎科目群（選択）

スーパー連携
大学院

イノベーション博士教養
応用科目群（選択）
ＭＯＴ応用科目
ＭＯＴ応用科目，
コミュニケーション，
イノベーション論

基礎数理・論理科目
基礎数理
論理科目
ＭＯＴ基礎科目
科学技術史，ほか

プロジェクト実践型科目群（選択）

志と能力を
持って社会
へ

共同研究型学位研究（必須）

プロ
短期インターン ポー
シップ，海外研修 ザル

長期インターンシップ
による共同研究開発

分析
まとめ

専門分野科目群／地域学科目群（選択）
地域学科目
ＸＸ系基礎科目

同一の
場合あり

ＸＸ系専門科目
ＸＸ系特論科目

学位論文研究

修士論文研究

所属大学院
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特徴３ 共同研究ベ スのみの学位研究
特徴３：共同研究ベースのみの学位研究
●既存の共同研究テーマから選択し学位研究
あるいは
●学生自らの発案を基にプロジェクト化し学位研究

３種の共同研究テーマリスト
種 共同研究
リ
Ａ ドリームテーマ
夢のある大規模プロジェクト

①

Ｂ 共研テーマ

産学官共同研究
運営チーム

個々の企業と実施中のテ マ
個々の企業と実施中のテーマ

Ｃ 潜在共研テーマ
個々の企業が望むテーマ

典型的なフロー
①産学官のチームがテーマ（タイプＡ，Ｂ，Ｃ）を常に発掘

⑤

④

New提案

②

③

公表＋アドバイス

参加

学位研究指導・
審査グループ

必ず産官学で構成

②３種のリストを公表 ＋アドバイス
③参加希望者と共研チームとの橋渡し
④学位研究指導・審査グループの結成
⑤学生の提案を受けて，産学官と折衝し，Ｂ・Ｃを作る

学生

⑥

⑦

⑥研究過程をフォロー
⑥研究過程をフォロ
⑦定期的に報告会・審査会を実施

報告会・審査会
必ず産官学で構成

企業or大学の
研究室

16
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特徴４ 厳格かつ多様な質保証制度
特徴４：厳格かつ多様な質保証制度
入 学

産学官での入学資格審査：GPA基準＋志望理由書＋面接

＜産学官で構成する入試委員会を設置＞

Ｍ

個別のカリキュラム作成

シラバス公開
宿題公開
試験問題＆解答＆成績
の公開

…

Ｄ

タイプごとに厳密な評価法

Qualification Exam

学生

個々の評価

＋

講義
演習
インターンシップ
Ｐroject-Based Ｌearning
e-learning
：

教員

半期ごとに
総合評価＋学生指導

産学官での総合評価（アウトカムベースの評価）

＜産学官で構成する評価委員会を設置＞

学位研究

学位審査会

産学官での学位審査会

＜産学官で構成する審査会を設置＞
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特徴５ ４種の l
特徴５：４種のe-learning
i
教育研究に必要な4種のe learning機能を持つシステムを提供
教育研究に必要な4種のe-learning機能を持つシステムを提供

18
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特徴５ ４種の l
特徴５：４種のe-learning＋Skype
i ＋Sk
Skype

個人間コミュニケ ションツ ル（Ｓｋｙｐｅ）
個人間コミュニケーションツール（Ｓｋｙｐｅ）
も活用した総合的な遠隔教育環境の活用
Skype

学生⇔学生
Skype 学生⇔教員
教員⇔教員

Skype

学生
職員

学生

教員

メンター
Skype

E-learning 4

Skype

教員
E-learning
E
learning 1

学生

研究室・実験室

講義ＤＢ
E-learning 2

E-learning 3

SNS?
19
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特徴６ 入学 修学 就職 起業などを含む生涯学生支援
特徴６：入学・修学・就職・起業などを含む生涯学生支援
入学

社会で活躍

卒業
起業

中央

Research
地方

産

Course Work

官

●進学支援
●進路相談
（メンター）

●経済支援
●住居支援
●共同研究支援
（コーディネータ）
●連携機関での
研究支援

●起業支援（イン
キュベーション）

●活躍の場の確保
＜就職先の確保＞

産学官の連携で支援体制を実現

●研究支援
●技術支援
●経営支援
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６．実現のアプローチ
実現
プ
チ
（１）基本方針

①産学官でコンソーシアムを設置
②
②コンソーシアムが「連携学位プログラム」を共同運営
が
プ グ
産官学の連携
学科・専攻の組織とは独立の課程
③連携産学官の個々の組織の状況に応じた多様な参加形態

連携学位プログラム
連携産学官の個々の組織の状況に応じた多様な参加形態
基本１
「スーパー連携大学院プログラム」
の実施
◆スーパー連携大学院プログラム
受講希望学生のみが対象

基本２
「スーパー連携大学院」の講義科
目の大規模な単位互換
◆全ての一般学生へのスーパー
連携大学院科目の開放

教育＋共同研究
教育
共同研究 スーパー連携大学院を利用した様々な取り組み

スーパー連携大学院産学官コンソーシアムが管理・運営

21
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「
「スーパー連携大学院」プログラムの基本部分のイメージ
パ 連携大学院 プ グ ム 基本部分 イメ ジ
●学生は，各大学の専攻に属する（入試は各大学で実施）
●学生は
各大学の専攻に属する（入試は各大学で実施）
●学生は，各大学の専攻に属しつつ，この「スーパー連携大学院
プログラム」に応募する
・プログラム履修の希望を出す
・スーパー連携大学院からは，入学希望学生として見える
・応募者を選抜して（入試に当たる），受講生を決める
●学生は，各大学の専攻を修了する必要がある
● 「スーパー連携大学院プログラム」が定める履修や学位研究を
した学生に修了証書を出す

つまり，入学，教育，研究，卒業，起業支援等まで含んだ
独立の大学院と見えるが 「実体は産学官の連携学位プロ
独立の大学院と見えるが，「実体は産学官の連携学位プロ
グラムとして存在する」大学院である

22
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「
「スーパー連携大学院」プログラムへの多様な参加形態：大学の例
パ 連携大学院 プ グ ム
多様な参加形態 大学 例
（Ａ）希望する教員・学生が個々に参加する
（学内には推進室を設けない）
（Ｂ）学内にスーパー連携大学院推進室を設けて，
コンソーシアムの運営を支援する
（Ｃ）学内に専攻共通の公式のプログラムを設定し，
推進する
（Ｄ）新たな専攻，研究科を設置する
（Ｅ）複数の大学が協力し新たな連合大学院，共同
大学院等を設置する
23
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協定に
協定について：大学間連携協定とコンソーシアム協定
大学間連携協定と
シ ム協定
◆大目標の共有

大学間連携協定

「スーパー連携大学院プログラム」をテストベッドとして
大学院改革を試行するという理念の共有と協力

◆単位互換の協定

大学
大学

「スーパー連携大学院講義」科目の提供・受講

大学
大学
大学

大学
大学
大学

大学
企業

官

官
官

地方自治体

団体

企業
企業

地方自治体

企業

団体

スーパー連携大学院産学官コンソーシアム協定
◆大目標の共有
◆運営への協力
◆具体的なプログラム運営について

24
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スーパー連携大学院産学官コンソーシアムの運営形態
パ 連携大学院産学官
シ ム 運営形態
●コンソ シアムは法人格のある何らかの団体として活動すべき．
●コンソーシアムは法人格のある何らかの団体として活動すべき
＜理由＞ ・社会的信用性
会費徴収などの管理を行う必要がある
共同研究等の受け皿にもなる可能性がある
（大学が管理することは難しい）
●一般財団法人が第一の候補 （旧財団法人，2008年12月より変更）
（公益財団法人は趣旨が異なるので難しい）
●「ＮＰＯ法人」も可能性の一つ．
・利益を（社員や役員に）配分しなければよい
・スタッフに給料は出せる（つまり，利益は繰り越す）
・ 20近く定義されている分野で活動すること（最近「科学技術」が加わった）
近く定義され
る分野 活動する と（最近「科学技術 が加わ た）
内閣府のホームページhttp://www.npo-homepage.go.jp/index.html
・高度IT人材育成の経団連の取り組みも結局はNPOになった．
高度情報通信人材育成支援センタ
高度情報通信人材育成支援センター
htt //
http://www.cefil.jp/
fil j /
・教員が設立できる．大学内に事務局もおける．
25
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６．実現のアプローチ
実現
プ
チ
（２）スケジュール
Ｈ２２
協議会

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

M2進級

D1入学

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

入学資格検査
M1入学

D2進級 D3進級 卒業

Innovative PhD(Candidate)
サーティフィケイト授与

Innovative PhD
サーティフィケイト授与

「産学官コンソーシアム」の設置
「連携学位プログラム」の開発
学生募集
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６．実現のアプローチ
実現
プ
チ
【平成２２年度スケジュール 「産学官のコンソーシアム」の設置】
４月

１０月

３月

協議会において方針の決定
産学官＋学生を対象とした説明会・シンポジウムの開催
産学官＋学生を対象とした説明会
シンポジウムの開催
＜産学官＋学生へのアンケートの実施＞
大学間連携協定
コンソーシアム協定の締結
スーパー連携大学院
コンソーシアム結成イベントの開催
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６．実現のアプローチ
【平成２２年度スケジュール 「連携学位プログラム」の開発】
４月
１０月
運営組織の
整備

３月

規則等の制定
組織の設計・整備
情報システムの整備

連携大学や連携産官の持つ教育
教育カリキュ コンテンツの調査・評価・選別
ラムの整備

既存教育コンテンツの更新

新設する講義群の企画・実現
遠隔講義の
運用

共同研究の
開始

最終バージョンの開発を完了し，数拠点
で試用し確認

全連携産学官での試用を行い，運用を開始

大型の共同研究テーマを進める
個別の共同研究テーマや共同研究候補テーマを収集
共同研究の開始
28
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６ 実現のアプ
６．実現のアプローチ
チ
【平成２２年度スケジュール 学生募集】
月
１０月
月
４月

平成２３年４月
成 年 月

履修要項作成
履修要項公開
履修希望学生を対象とした
履修説明会開催
博士前期課程入学者の入学手続き時点での送付
資料に「スーパー連携大学院のパンフレット」を同封
博士前期課程入学者へのオリエンテーションにおいて
博士前期課程入学者へのオリエンテ
ションにおいて
「スーパー連携大学院」説明の時間を確保し説明
「スーパー連携大学院」プログラム履修
願書の送付＋審査＋履修合否通知
導入教育＋基礎的な知識の
教育・演習を集中的に実施
（第１学期）
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６ 実現のアプ
６．実現のアプローチ
チ
（３）産学官が対応すべき課題
「スーパー連携大学院」運営のための資金等（計画）
連携大学院」運営のための資金等（計画）
①コンソーシアム加入の産学官会員の会費
②企業との共同研究による外部資金
一般的な共同研究（タイプＢ）
般的な共同研究（タイプＢ）
共同研究候補テーマ（タイプＣ）

③大型共同研究による外部資金（国の大型プロジェクト）
ドリームテーマ（タイプＡ）
ドリ
ムテ マ（タイプＡ）
・グリーンプロジェクト
・ＥＶ給電システム など

④上記②③の間接経費の一部
⑤民間企業からの奨学寄附金
純粋な寄附
企業名を冠した奨学金の設置

⑥スーパー連携大学院カリキュラムの有料提供
ＭＯＴコース など

⑦コンソーシアムに加入している産学官による非金銭的支援
委員の派遣，教育コンテンツの提供，教務事務の分担，所有する施設
の提供，講師派遣，インターンシップ，海外インターンシップ，研修施設 など
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６．実現のアプローチ
実現
プ
チ
（３）産学官が対応すべき課題
大学が対応すべき課題
＜前提＞
●大学間連携協定の締結（内容：理念共有と単位互換）
●スーパー連携大学院産学官コンソーシアムへの加入
＜必須＞
●選定された自大学の講義をスーパー連携大学院科目として
単位互換により提供（e-learning)
●自学生がス パ 連携大学院科目を受講可能とする
●自学生がスーパー連携大学院科目を受講可能とする
●自学生・教員へスーパー連携大学院をＰＲする
●スーパー連携大学院産学官コンソーシアムの運営委員会等に
加わる
＜オプション＞
●スーパー連携大学院を支援する教員
スーパー連携大学院の共同研究（タイプＡ，Ｂ，Ｃ）への参加
ス
パ 連携大学院の共同研究（タイプＡ，Ｂ，Ｃ） の参加
スーパー連携大学院学生の受け入れ・指導
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６．実現のアプローチ
実現
プ
チ
（３）産学官が対応すべき課題
企業・団体が対応すべき課題
＜前提＞
●スーパー連携大学院コンソーシアムへの加入
＜必須＞
●自組織内へスーパー連携大学院をPRする
●スーパー連携大学院コンソーシアムの運営委員会等に加わる
●スーパー連携大学院修了生（Innovative PhD）の就職面接
＜オプション＞
●講義の実施
●社会人学生の派遣
●インターンシップの受け入れ
●共同研究の実施（タイプＡ，Ｂ，Ｃ）
●スーパー連携大学院修了生（Innovative PhD）の採用
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６．実現のアプローチ
実現
プ
チ
（３）産学官が対応すべき課題
官・地方自治体が対応すべき課題
＜前提＞
●スーパー連携大学院コンソーシアムへの加入
＜必須＞
●自組織，地域内へスーパー連携大学院をPRする
●スーパー連携大学院コンソーシアムの運営委員会等に加わる
●スーパー連携大学院修了生（Innovative PhD）の就職面接
＜オプション＞
●講義の実施
●社会人学生の派遣
●インターンシップの受け入れ
●共同研究の実施（タイプＡ，Ｂ，Ｃ）
●スーパー連携大学院修了生（Innovative PhD）の採用
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７．学生・産学官の立場からの利点
学生 産学官の立場からの利点
（１）学生の立場からの利点
【自分の望む人物像に向けたカリキュラムで学べる】
【自分の望む人物像に向けたカリキ
ラムで学べる】
・一人ひとりの学生に応じたカリキュラム（テーラーメイド）
・多様なキャリアパスに対応したカリキュラム
副専攻が自由自在，新規（化＋機械＋知財など）の人材に
・自大学だけでは難しい多様な講義を受けられる
・多様な人材と交流できる（視野拡大）
【就職】
・就職候補先が明確に提示されている
・産学共同研究プロジェクトにより，企業とのマッチングが行える
・長期のインターンシップにより，自身の適性が理解できる
・起業の支援を受けられる
起業の支援を受けられる
【産学共同研究プロジェクトへ参加】
・実社会の課題，問題意識，意義を体験する
・企業人等との人的交流，コミュニケーションから広い社会を
企業人等との人的交流 ミ
ケ シ ンから広い社会を
認識する
【その他】
・一旦社会人になった後，スーパー連携大学院に戻って学位取得
旦社会人にな た後 ス パ 連携大学院に戻 て学位取得
・国際性（海外インターンシップ，留学）
・奨学金の可能性
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７．学生・産学官の立場からの利点
学生 産学官の立場からの利点
（１’）学生の立場からの抑制要件
【教育の負担の重さ】
・講義の単位が多く，また，評価も厳格になされる．
・半年ごとに履修状況や成績等を総合的にフォローされ，最悪，
履修停止（ドロップアウト）と判定される．
・集合教育のために他大学に出向く必要がある．
【遠隔講義や手続き】
・e-learningを用いた遠隔講義が多い．
・教員，事務員との対話は，メール，Skypeになる．
【所属専攻・教員との関係】
・所属専攻の修士論文，博士論文に平行して取り組まなければならない．
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７．学生・産学官の立場からの利点
学生 産学官 立場から 利点
（２）企業の立場からの利点
【人材獲得（卒業生）】
・優秀な人材確保
・企業のリーダ像（基礎力，国際性，コミュニケーション力など）に
合致した人材
【研究】
・全国大学との連携が可能となる
・共同・受託研究受入窓口が一元化されている
・他社との連携，ドリームプロジェクトへの参加
・インターン学生の長期受け入れにより，新規の研究推進も可
能
【自社社員養成】
・自社の有望な人材の再教育を行う
多様な講義が用意されている
・多様な講義が用意されている
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７．学生・産学官の立場からの利点
学生 産学官 立場から 利点
（３）大学の立場からの利点
【研究】
・新たな専門領域の教育 研究への素早い対応が可能
・新たな専門領域の教育，研究への素早い対応が可能
・全国的な産業界（企業），行政との横の連携構築
・隣接分野，異なる関連研究分野の研究者との連携
・博士課程進学者増大による研究加速
博士課程進学者増大による研究加速
【教育の充実】
・博士後期課程のカリキュラムの豊富化
・産学官共同研究ベースの学位研究システムにより，大学の
研究の場で大学院生にOJTを実施（インターンシップ含む）
・多様な学生・研究者との交流（他流試合）
【学生の就職】
・博士課程進学者の増大
地域において求められるリ ダ 像に合致した人材の育成
・地域において求められるリーダー像に合致した人材の育成
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７．学生・産学官の立場からの利点
学生 産学官 立場から 利点
（４）官・地方自治体の立場からの利点
【地域の活性化】
・地域のニーズに対応する 地域に根差した研究プロジェクトの
・地域のニーズに対応する，地域に根差した研究プロジェクトの
推進
・地域の内発的発展に資する研究プロジェクトの開拓，推進
【地域を越えた連携】
・全国的な多様な情報交換，人的交流の機会の提供
・国際的ネットワークの構築
【地域における多様な人材育成】
・地元企業・自治体の人材育成機会の確保と選択肢の拡大
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８．まとめと期待
まとめと期待
●スーパー連携大学院の実現に協力して欲しい
・野心的で新規の取り組み（問題意識と取り組み方には賛同）
・まだ始まってもいない（不十分なところが残されている）
●スーパー連携大学院を前向きに活用して欲しい
・各大学，地方の特徴を生かし，本取り組みを前向きに活用して欲しい
各大学 地方の特徴を生かし 本取り組みを前向きに活用して欲しい
＜今後の期待＞
●第一ステップとして「仮想的な大学間連携プログラム」での実現を目指す
理由＝法律・大学事情・経済状況に縛られず自由な制度設計が可能
●各大学の既存専攻・研究科への波及
●将来的には，「大学間連携プログラム」が法制化され，
●将来的には
「大学間連携プログラム」が法制化され
正式の大学院として認められ，
独自学位として「イノベーション博士」を授与可能になり，
さらに，各大学の学位とのジョイントデグリー授与が可能となる
さらに，各大学の学位とのジョイントデグリ
授与が可能となる
ことを目指している．
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補足資料（１）
参考資料
○ スーパー連携大学院 公式ホームページ
http://super-daigakuin.jp/index.html
○ スーパー連携大学院 パンフレット（日・英・中）
http://super-daigakuin.jp/inquiry/pamph.html
○ スーパー連携大学院 ニューズレター「Agora」
http://super-daigakuin.jp/inquiry/newsletter.html
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補足資料（２）

想定Ｑ＆Ａ
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想定Ｑ＆Ａ
Ｑ１．

＜大学幹部向け＞

大学としてのメリットは？

Ａ１．

スライド37「大学の立場からの利点」にあるとおり，様々なメリッ
トがある．
博士課程後期の学生が少ない大学でも多い大学でも，共同研
究がす
究がすでに活発な大学でも，活発でない大学でも，大規模な大
活発な大学 も 活発 な 大学 も 大規模な大
学でも小規模な大学でも，中央の大学でも地方の大学でも，す
べての大学で，大きなメリットがある．

Ｑ２．

コンソーシアムでの運営では，現行の法律上正式な学位が出せ
ず，サーティフィケートの授与に留まり，心配だ．

Ａ２．

イノベーション博士の育成には，産学官のイコールパートナーでの
教育研究が必須である．現在の法律では許されていないが，我々
の取り組みが成果を上げれば，理解してもらえると考える．
最も重要なのは，法律に則った形式的な博士学位の授与ではなく，
活躍するイノベーション博士の実質的な育成である．
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想定Ｑ＆Ａ
Ｑ３．

＜大学幹部向け＞

将来的な費用についての考え方は？

Ａ３．

将来的には，よいInnovative PhDを輩出し，多数の共同研究が
進むにつれて，共同研究費，寄付金，企業奨学金，企業寄付講
座などの形で，費用がまかなえると予想している．

Ｑ４．

立ち上げ時期の費用負担は？

Ａ４．

講義の負担は大学間で分担する必要があり，また，運営事務等も
各大学の応援をお願いする．まずは，このような人的な協力をお
願いしたい．
また，全体運営のための事務や共同研究の発掘などのために，
スーパー連携大学院事務局を設置する必要があり，この費用を確
保しなければならない．
立ち上げ時期では，産学官コンソーシアムメンバの会費として確保
するが，当初は大学側のメリットが大きいため，相応の負担をお願 43
いしたいと考えている．
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想定Ｑ＆Ａ
Ｑ１．

＜教員向け＞

学生は２つの学位論文を提出することになるのか？

Ａ１．

学生は所属専攻での学位審査を受ける必要があるので，形式
学生は所属専攻での学位審査を受ける必要があるので
形式
的には2種の学論文を書く必要がある．スーパー連携大学院，
所属専攻は，それぞれの特質を反映した審査基準を持つため，
学位論文の記述は異なる可能性はある しかし 担当教員の指
学位論文の記述は異なる可能性はある．しかし，担当教員の指
導により，ほとんどの場合，同じ研究内容で審査可能になると想
定している．

Ｑ２．

必ず博士課程に進むことが前提の学生のみを募集するのか？

Ａ２．

イノベーション博士になって活躍したいと強く希望する学生が主体で
あるが 博士課程進学を確約する必要はない
あるが，博士課程進学を確約する必要はない．
博士に興味を持っているだけでもよく，優秀な学生を広く募集したい．
前半2年間（修士課程）での履修を証明するInnovative PhD
(C did t ) を授与する．社会人となった後，復学し，後半の3年間
(Candidate)
を授与する 社会人とな た後 復学し 後半の3年間
の教育を受け， Innovative PhDを目指すこともできる．
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想定Ｑ＆Ａ
Ｑ１．

＜企業向け＞

企業としてのメリットは？

Ａ１．

スライド36「企業の立場からの利点」にあるとおり，様々なメリッ
トがある．
自社内に博士が多い企業でも少ない企業でも，外部との共同研
究がす
究がすでに活発な企業でも，活発でない企業でも，大企業でも
活発な企業 も 活発 な 企業 も 大企業 も
中小企業でも，中央の企業でも地方の企業でも，イノベーション
を起こそうとしているすべての企業で，大きなメリットがある．

Ｑ２．

コンソーシアム入会の負担は？

Ａ２
Ａ２．

まずは，ス
まずは
スーパー連携大学院の考え方に賛同して頂き
パ 連携大学院の考え方に賛同して頂き，「卒業
「卒業
生を喜んで受け入れる可能性がある」として宣言することが入
会の前提である．
会費は 企業の規模や本取り組みで受けるメリットに応じて柔
会費は，企業の規模や本取り組みで受けるメリットに応じて柔
軟に設定する予定である．
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想定Ｑ＆Ａ
Ｑ１．

＜学生向け＞

学生としてのメリットは？

Ａ１．

スライド34「学生の立場からの利点」にあるとおり，様々なメリッ
トがある．
社会に出てイノベーションを起こしたいと希望する学生であれば，
専門分野 関係なく 中央 大学や地方 大学 違 もなく
専門分野に関係なく，中央の大学や地方の大学の違いもなく，
大きなメリットがある．

Ｑ２．

デメリットは？

Ａ２
Ａ２．

スライド35「学生の立場からの抑制要件」にあるとおり，教育内容は多
ラ
学
場
抑制要件」 あ
おり，教育 容 多
岐にわたり，成績評価も厳しくなっており，デメリットと感じるかもしれな
い．
しかし本質的には利点である．
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想定Ｑ＆Ａ

＜学生向け＞

Ｑ３．

スーパー連携大学院に入学するにはどうすればよいか？

Ａ３．

スーパー連携大学院コンソーシアムに加入している大学・専攻
パ 連携大学院
シ ム 加入
る大学 専攻
に入学することが必要である．入学前後に，大学よりスーパー
連携大学院プログラムの申込書が配布されるので，それにより
履修を申し込む 審査に合格するとス パ 連携大学院に入学
履修を申し込む．審査に合格するとスーパー連携大学院に入学
することができる．

Ｑ４
Ｑ４．

どのような研究室を選べばよいか？

Ａ４．

まず，あなたの興味のある研究分野の研究室を選ぶことが大前提であ
る 加えて ス パ 連携大学院に協力している研究室であれば 履
る．加えて，スーパー連携大学院に協力している研究室であれば，履
修がスムーズになる．

Ｑ５．

スーパー連携大学院の入学金，授業料はどのようになっているか？

Ａ５．

所属する大学への入学金・授業料以外は不要である．
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補足資料（３）
詳細資料
特徴１：明確な人材像と産学官連携での育成
特徴２：修士 博士５年をト タルに考えた教育課程
特徴２：修士・博士５年をトータルに考えた教育課程
特徴３：共同研究ベースのみの学位研究
特徴４：厳格かつ多様な質保証制度
特徴５：４種のe-learning＋Skype
特徴６：入学 修学 就職 起業などを含む生涯学生支援
特徴６：入学・修学・就職・起業などを含む生涯学生支援
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特徴１：明確な人材像と産学官連携での育成

産学官連携（byチーム１）
産学官連携（byチ
ム１）
≪なぜ，ここでも産学官連携か≫
なぜ
も産学官連携
ス パ 連携大学院は産学官連携が起点
スーパー連携大学院は産学官連携が起点
↓
地域の連携を全国の連携へ
全国の連携を地域へ
↓
実践を導く産学官連携組織が必要
（大学内に設置）
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産学官の地域ユニットとその連携
• 産学官連携の地域ユニットを確実なものに
産学官連携 地域
を確実なも
①地域運営委員会
（個々の大学院を支える）
②全国運営委員会
（全体の連絡調整）

敵は内にあり

地域的合意・推進と全国的連携へ
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地域運営委員会と全体委員会

地域１
地域運営委員会
地域２

全体委員会

地域３

地域運営委員会 （東京・江戸川区） 地域運営委員会
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地域運営委員会
産学官文化を注入するしくみ
• 地域での大学院中心の共同研究，学位研究の方針づくり
• 関係大学院における教育研究課題の調整（地域の特色に
あった教育研究の要望を受付，提供方針を検討）
• 地域リ
地域リーダーの養成方策
ダ の養成方策
• 地域の強みを生かした研究協力
• 地域貢献活動の計画調整
• 住宅支援等の大学院生への福利厚生方針
• スーパー連携大学院の地域レベルでの活動評価
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全体運営委員会
全体調整機能をも しくみ
全体調整機能をもつしくみ
• 構成する地域運営委員会の代表と全体運営委員により
構成される委員会 あ
構成される委員会であって，地域的産学官連携を視野
，地域的産学官連携を視野
におきながら，スーパー連携大学院全体の運営を担う．
• 全体運営委員会は地域運営委員会の状況を掌握し地
域間で跨る研究テーマの推進を図るべく活動を行う．活
動イメージとしては，以下のチームの活動が想定される．
○教育課程チ ム
○教育課程チーム
○共同研究チ ム
○共同研究チーム
○学位研究チーム
○学生支援チーム
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産学連携の３ステップ
スーパー連携大
学院開始に向け
たシステム

スーパー連携大
学院運営におけ
るシステム

産学官における
人材活用のシス
テム

・イノベーション
博士人材育成に関
する産学官連携の
模索
・対象となる育成
人材イメージの形
成
・専門性と共同研
究スタイルづくり

・本格的産学官連
携の推進
携
推進
・専門性と共同研
究スタイルの維持
・質保持のための
アウトカム評価

・本格的産学官連
携の推進
携
推進
・人材の流動化の
ための活動
・課題・問題点の
明確化
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特徴２：修士・博士５年をトータルに考えた教育課程

２０１０．３．１８

ＷＧ２ チーム２
チ ム２

２．特徴２：高度な（柔軟で多様な）カリキュラム
２．１ 目的と意義
ス
スーパー連携大学院プログラムは次の７つの志に基づい
連携大学院プ グラムは次の
の志に基 い
て履修カリキュラムが作られている．
①ベンチャー精神旺盛で自立をめざす
②
②実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する
ざ
創
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 ダ として尊敬される深い教養を備える
⑥リーダーとして尊敬される深い教養を備える
⑦国際感覚を備えて世界で活躍する
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２．２
２
２ カリキュラム体系と受講支援
カリキ ラム体系と受講支援
７つの志と科目群の関係
①ベンチャー精神旺盛で自立をめざす
②実社会のさまざまな分野で
創造的能力を発揮し活躍する
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
⑦国際感覚を備えて世界で活躍する
プロジェクト実践型

語学，ネイティブ会話

交渉術（ネゴシエーション）

経営者３０名の話
科学技術史
短期インターンシップ
長期インターンシップ

専門分野科目
ＭＯＴ基礎・応用科目
地域学（地方の特色ある科目）
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科目群
•
•
•
•
•
•
•

イノベーションの“志”教育科目群（必須，選択）
イ
ションの 志 教育科目群（必須，選択）
共同研究型学位研究（必須）
イ ベ シ 博士教養基礎科目群（選択）
イノベーション博士教養基礎科目群（選択）
イノ
イノベーション博士教養応用科目群（選択）
ション博士教養応用科目群（選択）
プロジェクト実践型科目群（選択）
専門分野科目群／地域学科目群（選択）
海外研修
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イノベーションの 志 教育科目群
イノベーションの“志”教育科目群
• “志”の育成
志”の育成
・・・・・相互啓発
相互啓発，集合教育
集合教育
• ベンチャー論，地域振興論
• 経営者３０名の話を聴講（必須）
・・・最前線の経営者から直接話を聴く
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イノベーション博士教養基礎科目群
• 基礎数理・論理科目
基礎数理 論理科目
• ＭＯＴ基礎科目（ソフトウェア・生産システム）
• 科学技術史

イノベーション博士教養応用科目群
博 教養応
群
• ＭＯＴ応用科目（技術経営戦略
ＭＯＴ応用科目（技術経営戦略，グローバル
グロ バル
戦略，サプライチェーンマネジメント）
• コミュニケーション論
ミ
ケ シ ン論
• イノベーション論・発想技法
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ＭＯＴ（技術経営）科目群
• ［情報］
［情報］ソフトウェア応用，経営分析，ＩＴ戦略論，ＣＡ
トウ
応用 経営分析
戦略論
Ｄバーチャル技術，システム思考
• ［生産］研究マネジメント，サプライチェーン，生産シ
［生産］研究 ネジメ ト サプライチ
生産シ
ステム論，品質マネジメント，イノベーション論
• ［企画］技術経営戦略，知的財産戦略，産業政策論
［企画］技術経営戦略 知的財産戦略 産業政策論
，技能伝承論，創造製品開発論
• ［販売］マーケティング，会計･財務論，交渉戦略論，
［販売］
ケテ ング 会計 財務論 交渉戦略論
グローバル戦略論，商品・ブランド戦略論
• ［環境］経営組織･行動リーダーシップ，中小企業論
［環境］経営組織 行動リ ダ シ プ 中小企業論
，地域産業論，環境エネルギー論，関連法規
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表１. 「７つの志」と「科目群」
７つの志
科目群

１．ベンチャー ２．ノンアカデ ３．専門性と ４．先見性と ５．コミュニ ６．リーダー ７．国際感覚
ケーション力 資質と教養 世界で活躍
革新性
ミアでの活躍 マネジメント力
精神，自立

イノベーションの
イノベ
ションの
“志”教育科目群
イノベーション博士教養
基礎科目群
イノベーション博士教養
応用科目群
専門分野科目群
／地域学科目群
プロジェクト実践型科目群

共同研究型学位研究
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カリキュラム構造
博士前期課程
前半

博士後期課程

後半

前期

中期

後期

イノベーションの“志”教育科目群（必須，選択）
“志”の育成
（相互啓発，集合教育）

経営者３０人の
話を聴講

ベンチャー論，
地域振興論，ほか

イノベーション博士教養
基礎科目群（選択）

スーパー連携
ス
パ 連携
大学院

イノベーション博士教養
応用科目群（選択）
ＭＯＴ応用科目，
コミュニケーション，
ミ
ケ シ ン
イノベーション論

基礎数理・論理科目
ＭＯＴ基礎科目
科学技術史，ほか

プロジェクト実践型科目群（選択）

共同研究型学位研究（必須）

プロ
短期
短期インターン
タ
ポー
シップ，海外研修 ザル

長期インタ ンシッ
長期インターンシップ
による共同研究開発

志と能力を
持って社会
へ

分析
まとめ

専門分野科目群／地域学科目群（選択）
地域学科目
ＸＸ系基礎科目

同一の
場合あり

ＸＸ系専門科目
ＸＸ系特論科目

所属大学院

修士論文研究

学位論文研究
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特徴３：共同研究ベースのみの学位研究

共同研究ベ ス学位研究
共同研究ベース学位研究
３．１ 目的と意義
３．２ 学位研究のフロー
（１）博士前期課程への入学

（２）博士前期課程での研究

（３）博士後期課程への進学／入学

（４）博士後期課程での研究

３．３ 委員会構成などの仕組み
３．４ 学位研究向け共同研究の支援
（１）研究テーマの分類と選定

（２）研究テーマの公開

（３）学位研究テーマの選択
３．５ 学位の審査基準・方法
３．６ 実現と発展
（ ）入学試験
（１）入学試験

（ ）産学官共 研究
（２）産学官共同研究
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３．１ 目的と意義
産学官共同研究ベース学位研究で達成する志
産学官共同研究
学位研究で達成する志
１） ベンチャー精神が旺盛であり自立を目指す人材
（第１の志）
２） 実社会のさまざまな分野で創造的能力を発揮し活躍する
（第２の志）
３） 専門分野への深い造詣とマネジメント力の両者を兼ね備えた人材
（第３の志）
４）） 未来
未来志向の先見性と革新性を有する人材
向 先見性 革新性を有する 材
（第４の志））
（第
５） 質の高いコミュニケーションを発揮する人材
（第５の志）
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３．２ 学位研究のフロー
（１）博士前期課程への入学
学 生
（当面は連携大学の大学院博士前期課
程に入学後の学生を対象とする．）

入学手続き

試 験
書類選抜と面接試験

願 書
学部成績，志望理由書，推薦書

スーパー連携大学院博士前期課程入学資格審査委員会
産（連携企業），学（連携大学），官（地方自治体，公設の試験研究機関）から選出された委員

報告
スーパー連携大学院全体運営委員会

合格通知

合格者の判定

入学許可証
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３．２ 学位研究のフロー
（２）博士前期課程での研究

所属大学院博士前期課程

スーパー連携大学院博士前期課程

履修科目

履修科目
一部に単位互換あり

修士学位研究
共同研究に関連する内容
共同研究としての発展性を有する内容

スーパー連携大学院博士後期課程で行う
産学官共同研究プロジェクトの提案
学
案
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３．２ 学位研究のフロー
（３）博士後期課程への進学
スーパー連携大学院博士前期課程学生
進学手続き
願 書
試 験
前期課程成績
面接（産学官共同研究プロジェクトの説明）

スーパー連携大学院博士後期課程進学資格審査委員会
産（連携企業），学（連携大学）から選出された委員，官（地方自治体，公設の試験研究機関）
報告
スーパー連携大学院全体運営委員会
合格者の判定

合格通知
進学許可証
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３．２ 学位研究のフロー
（４）博士後期課程への入学
学 生（スーパー連携大学院博士前期課程学生を除く）
応募資格
①スーパー連携大学院博士前期課程の修了要件に相当する教育・研究歴を有する者
①については 修了要件の有無について書類による事前審査を行う
①については，修了要件の有無について書類による事前審査を行う

入学手続き

試 験
書類審査
面接（産学官共同研究プロジェクトの提案）

願 書
修士課程成績，志望理由書

ス パ 連携大学院博士後期課程入学資格審査委員会
スーパー連携大学院博士後期課程入学資格審査委員会
産（連携企業），学（連携大学）から選出された委員，官（地方自治体，公設の試験研究機関）
報告
スーパー連携大学院全体運営委員会
合格者 判定
合格者の判定

合格通知

入学許可証
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３．２ 学位研究のフロー
（５）博士後期課程での研究
所属大学院博士後期課程

スーパー連携大学院博士後期課程

履修科目

履修科目
一部に単位互換あり

所属大学院指導教員
指導

スーパー連携大学院研究指導員会
ス
連携大学院研究指導員会
指導

学位研究
スーパー連携大学院で認可された産学官共同研究プロジェクト

所属大学院提出用
学位審査論文

スーパー連携大学院提出用
学位審査論文
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３．３ 委員会構成などの仕組み
（１）入学試験担当組織
スーパー連携大学院博士前期課程入学資格審査委員会
ス パ 連携大学院博士後期課程入学資格委員会
スーパー連携大学院博士後期課程入学資格委員会
（２）大学院博士後期課程進学資格担当組織
スーパー連携大学院博士後期課程進学資格審査委員会
（３）産学官共同研究ベース学位研究
スーパー連携大学院研究指導員会
産学官共同研究運営チ ム
産学官共同研究運営チーム
スーパー連携大学院地域運営委員会
（４）ス パ 連携大学院の統括的運営
（４）スーパー連携大学院の統括的運営
スーパー連携大学院全体運営委員会
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３．４ 学位研究向け共同研究の支援
（１）研究テーマの分類と選定
スーパー連携大学院産学官コンソーシアム

３種の産学官共同研究テーマ

産学官コーディネータ

A：ドリームテーマ
B1：共研テーマ（広域型）
企画・立案

B2：共研テーマ（地域型）
C：潜在共研テーマ
申

地域運営委員会A

地域運営委員会B

連携企業C

連携企業D

連携大学E

連携大学F

請

スーパー連携大学院全体運営委員会

産学官共同研究テーマの発掘
マッチング作業
共同研究チ ムの結成
共同研究チームの結成

「産学官共同研究運営チ ム」
「産学官共同研究運営チーム」
産学官共同研究ベース学位研究
プロジェクトの選定
スーパー連携大学院全体運営委員会
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３．４ 学位研究向け共同研究の支援
（２）学生の提案による研究テーマの発掘
スーパー連携大学院産学官コンソーシアム
産学官コーディネータ

スーパー連携大学院産学官コンソーシアム
ス
パ 連携大学院産学官コンソ シアム
大学院博士前期課程学生

地域運営委員会A

地域運営委員会B

連携企業C

連携企業D

連携大学E

連携大学F

産学官共同研究の提案
プロジェクト化のための折衝
共同研究チームの結成

スーパー連携大学院全体運営委員会
「産学官共同研究運営チーム」
申

請

企画・立案

２種類の産学官共同研究テーマ
種類の産学官共同研究テ
B：共研テーマ
C：潜在共研テーマ

産学共同研究ベース学位研究
プロジェクトの選定
スーパー連携大学院全体運営委員会
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３．４ 学位研究向け共同研究の支援
（３）研究テーマの公開と学生の選択
スーパー連携大学院全体運営委員会
「産学官共同研究運営チーム」
産学官共同研究ベース学位研究プロジェクト
採択結果の報告
スーパー連携大学院全体運営委員会
産学官共同研究ベース学位研究プロジェクトの承認と公開
３種類の産学官共同研究ベース学位研究プロジェクト
学位研究プロジェクトA

学位研究プロジェクトＢ

企業（産）
大学（学）

学位研究プロジェクトC

企業（産）

自治体（官）

大学（学）

企業（産）

自治体（官）

大学（学）

自治体（官）

学位研究テーマの選択
連携大学A
所属学生

連携大学B
所属学生

連携大学C
所属学生

連携大学D
所属学生

連携大学E
所属学生

スーパー連携大学院産学官コンソーシアム
産学官共同研究テーマの提案
産学官共同研究テ
マの提案
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スーパー連携大学院全体運営委員会
産学官共同研究運営チーム

３．５ 学位の審査基準と方法
学位 審査基準 方法
博士前期課程の修了要件
（１） ＧＰＡが3.2以上（秀4，優3，良2，可1）
（２） 面接試験（後期課程における産学官共同研究計画の提案）

博士後期課程入学資格審査委員会
スーパー連携大学院全体運営委員会

修了証
Innovative PhD (Candidate)

博士後期課程の修了要件
（１） 所定単位数の修得 （２） 学位論文の提出 （３） 最終試験（研究成果の発表）
表

修了年限短縮による審査あり

審査基準（外部公開）
共同研究の成果
イノベーション力，リーダーシップ力の資質

博士後期課程修了審査委員会
スーパー連携大学院全体運営委員会

修了証
Innovative PhD
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３．６ 実現と発展
（（１）） 入学試験
平成27年度以降，募集要項の公開と入学試験の時期を従来の大学院と
同期させる．
（２） 産学官共同研究
初年度（平成23年度）はドリームテーマを中心に展開．
平成25年度までに共研テ マをプロジェクト化し，
平成25年度までに共研テーマをプロジェクト化し
潜在共研テーマや学生の発案に基づく共同研究を発掘．
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特徴４：厳格かつ多様な質保証制度
厳格かつ多様な質保証制度
透明性が高く，かつ厳密な質保証システムを我が国の大学院で初めて導入
スーパー連携大学院に設置する「質保証委員会」で全体を統括
入学者の質保証
入 学
産学官での入学審査：GPA基準(3.2/4.0)＋志望理由書＋面接

＜産学官で構成する「入学資格審査委員会」を設置＞

Ｍ

個別のカリキュラム作成

教育の質保証

Qualification Exam
学位研究

修了

シラバス公開
宿題公開
試験問題＆解答＆成績
の公開
開

学生

個々の評価

＋

Ｄ

タイプごとに厳密な評価法

…

講義
演習
インターンシップ
PBL(project-based
l
learning）
i ）
e-learning など

研究の質保証
教員

半期
半期ごとに
研究，教育，イノベーション力
の総合評価＋学生指導

共同研究ベースの研究計画（Proposal）を審査
共同研究
スの研究計画（Proposal）を審査
＜産学官で構成する評価委員会を設置＞

研究の質保証
修了時の質保証

＜産学官で構成する「修了審査会」を設置＞

共同研究の成果
＋
イノベーション力，リーダーシップ力
プロジェクトリーダーとしての資質
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質保証システムの概要
質保証委員会
教育（授業科目）の質保証
博士後期課程
入学者

1

2

講義
演習
E-ラーニング

3

4

5

後期課程
入学審査
GPA:3.2/4.0

入学時の質保証

入学資格審査
（入口）

・入学資格審査委員会
（所属大学＋スーパー
連携大学院教員＋連携
企業教員）による厳密
な資格審査
・学部成績はGPA3.2/4.0
以上を要求
・アドミッション・ポリシー
に適合する意欲ある学
生の選抜
・博士後期課程からの
入学も資格審査に合格
すれば認める

・質保証システムの維持
点検見直し
・自己評価
・修了できなかった学生
修
な
学
の原因調査

修了時の質保証
Innovative
成績
成績
成績
PhD
Follow up (Candidate) Follow up Follow up
・シラバスに履修内容と成績評価基準を明記
（講義，演習，E-ラーニングに対応した評価基準を設定）
・単位取得水準の標準化（各連携校での格差をなくす）
・演習問題 宿題 レポート
・演習問題，宿題，レポ
ト，定期試験問題の公開で透明
定期試験問題の公開で透明
性を確保
・成績のチェックを半年ごとに実施

学位研究の質保証
博士後期課程入学者

後期課程
入学審査

Check
Point

Innovative
PhD
(Candidate)

企業等との共同研究
長期インターンシップ

Check
Point

Check
Point

・複数指導教員体制
所属大学の教員 共同研究先の指導者 連携校の教員の3名
所属大学の教員，共同研究先の指導者，連携校の教員の3名
（連携校の教員には，秘密保持契約をお願いする）
・半期に一度のチェックポイント（研究目標・計画・進捗状況に加え
イノベーション力を有しているかどうか，カリキュラムに沿って
体系的な受講科目を修得し，その内容を理解しているかを審査）

アドバイザー
アドバイザ
（教育・学位の
質保証）

外部評価委員会

修了生・企業からの
フィードバック

修了
（出口）
Innovative PhD
・指導教員（3名）を含め，5名以上
の審査員で学位審査（指導教員
以外の審査員はスーパー連携大
学院の教員とし，必要に応じて秘
密保持契約を結ぶ．ただし，他企
業は入れない）
・スーパー連携としての修了基準
1) 所定の単位を修得
2) 最終試験（学位研究の発表＋質
疑応答）に合格すること．
最終試験については，学位研究
の内容により，多様な評価基準を
設定し，総合的に判定する（透明
性を確保するため基準は公表）．
・最終試験では，学力に加えて，イ
ノベーション力，リーダーシップ力
等を評価し 修了生として適格か
等を評価し，修了生として適格か
どうかの判断を行う．
・スーパー連携大学院としては，
Innovative PhDの修了証を授与

修了生
連携企業
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入学時の質保証
入学資格審査委員会による厳密な審査
産官学の連携教員で構成
コンソーシアム参加大学院入学後に希望者より選抜

学力評価＋面接試験
・ 学力：学部成績GPA3
学力：学部成績GPA3.2/4.0以上を要求
2/4 0以上を要求
・ 面接試験：意欲のある学生の選抜
アドミッションポリシー（７つの志）への適合
イノベ ション博士としての将来性
イノベーション博士としての将来性
○ 博士後期課程からの入学も資格審査に合格すれば認める．
○ ただし，前期課程からの進学者と同等の資格審査（後述）に
合格することが必要．
○ 入学後，博士前期課程のス
入学後 博士前期課程のスーパー連携大学院科目の履修が必須
パ 連携大学院科目の履修が必須
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教育（授業）の質保証
シラバスに履修内容と成績評価基準を明記
多様な授業形態（講義，演習，E-ラーニング）に対応した厳密な評価基準を設定
様
態 講義
グ
厳密
基

単位取得水準の標準化（各連携校での格差をなくす）
演習問題，宿題，レポート，定期試験問題の公開で透明性を確保
研究指導員会が成績のチェックを半年ごとに実施
前期課程から後期課程への進学には，GPA 3.2/4.0が必須

前期課程で成績あるいは本人の希望により進路志望の申し出があった場合，
前期課程で成績あるいは本人の希望により進路志望の申し出があ
た場合
後述の学位研究計画（Proposal）の試験に合格すれば，Innovative PhD
(Candidate)の修了証を授与
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学位研究の質保証
複数指導教員体制
所属大学の教員，共同研究先の指導者，連携校の教員の3名
所属大学の教員
共同研究先の指導者 連携校の教員の3名
（連携校の教員には，秘密保持契約をお願いする）

半期に 度のチ クポイント
半期に一度のチェックポイント
○ 研究目標・計画・進捗状況に加え，イノベーション
力を有しているか
○ カリキュラムに沿って体系的な受講科目を修得し，
その内容を理解しているか

前期課程から後期課程へのチェック
研究指導員会以外の産官学の連携教員を
含めた資格審査委員会を設け，博士後期課
程における共同研究ベースの学位研究計画
（P
（Proposal）に関して発表を行い，イノベー
l）に関して発表を行い イノベ
ション博士としての適格性審査を行う．
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修了時の質保証
指導教員（3名）を含め，産官学5名以上の審査員で学位審査
指導教員以外の審査員はスーパー連携大学院の教員とし，必要に
指導教員以外の審査員はス
パ 連携大学院の教員とし 必要に
応じて秘密保持契約を結ぶ

スーパー連携大学院としての修了基準
1) 所定の単位を修得
2) 最終試験（学位研究の発表＋質疑応答）に合格すること．
最終試験（学位研究の発表＋質疑応答）に合格すること

最終試験
○ 学位研究の内容により，多様な評価基準を設定し，総合的に判定
（透明性を確保するため基準は公表）

○ 学力に加えて，イノ
学力に加えて，イノベーション力，リーダーシップ力，プロジェクトリーダー
ション力，リ ダ シップ力，プロジェクトリ ダ
としての資質等を評価し，修了生として適格かどうかを判断

修了者には Innovative PhDの修了証を授与
修了者には，Innovative
成績優秀者には，短期修了制度を設ける
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質保証システムの実現と発展
スーパー連携大学院内に「質保証委員会」を設置
「入学者の質保証」，「教育の質保証」，「研究の質保証」，「修了者の質保証」，
「教員の質保証（スーパー連携大学院担当教員としての適性）」を統括
質保証システムの自己評価，外部評価への対応
質保証が実質的な機能を果たしているかの自己点検
本大学院の質保証審査において不適格と判断された学生についての原因調査
学院
保 審
適格
学
外部評価意見の教育，研究システムへのフィードバック

外部評価制度
産官学から構成されるアドバイザリーボードの設置
修了者 連携企業 国研等からの意見聴取
修了者，連携企業，国研等からの意見聴取

PDCAサイクルが確立した質保証システムを構築
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特徴５：４種のe-learning＋Skype

チ ム５ e-learningの活用方法
チーム５
l
i の活用方法
(1) 同時で双方向に行われる遠隔授業を基本
（設問解答，添削指導，質疑応答等による指導）
(2) 当該授業に関する学生の意見交換の機会の確保
（利用ログなどのきめ細かい学習進度の記録（ポ ト
（利用ログなどのきめ細かい学習進度の記録（ポート
フォリオ）化）
(3) 定期的な集合教育・個別指導との相補的な運用
83

４つのe-learning 形態＋個人間コミュニケーション
Skype

Skype

Skype
個人間の基盤ツールとする
学生⇔学生
学生
学生⇔学生 （SkypeIDが必須）
教員⇔教員

Skype

学生
職員

教員

メンター
Sk
Skype

E-learning 4

Skype

教員
E-learning 1

学生

研究室・実験室

蓄積コンテンツ
E-learning 3

El
E-learning
i 2
SNS?

ゼミ室

講義室
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E-learning 1

tele-self-learning(自習)

自宅や東京キャンパス，サテライトキャンパスのパソコン室で，広義の予習・復習・補習
として利用する．
(1)学生の「なりたい人物像，習得し
たい教科」等をヒアリング

①コミュニケーション機能

メンター

②学習計画・管理機能

学生
(2)ヒアリングを元に，
学習計画策定
③学習実施機能
(コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

(3)計画に基づき学習

（教材登録等）

③学習実施機能

(4)学習後は成果測定

(各種資料共有等)

③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)

指導教員

（単位管理
システムアカウント登録等）

（受講状況管理）

職員
④在学支援機能
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E-learning 2

tele-formal-lecture(遠隔講義)

専門部員屋の基礎知識を教授する授業など，１：Ｎ形式の講義に，自宅や東京キャンパ
ス，他のサテライトキャンパスのパソコン室から，本機能を利用して，講義に参加する．
（受講確認）
①コミュニケーション機能

学生

メンター

（質問受付）
②学習計画・管理機能

学生

（講義模様の配信）

③学習実施機能
（講義資料の閲覧） (コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

（講義登録）
（講義資料掲載）

指導教員

③学習実施機能
(各種資料共有等)

③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)
（受講状況管理）

職員
④在学支援機能
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E-learning 3

tele-informal-lecture(遠隔ゼミ)

東京キャンパスや複数のサテライトキャンパスのパソコン室をつないで，複数の教員・学生
がＮ：Ｎの形式のゼミ，討論を行う．
①コミュニケーション機能
（ゼミ模様の共有，質疑応答）

学生
②学習計画・管理機能

学生

③学習実施機能
(コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

指導教員

③学習実施機能
(各種資料共有等)
（資料共有・会議（ホワイトボード）機能）

③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)

④在学支援機能
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E-learning 4

tele-laboratory(遠隔研究室)

東京キャンパスや複数のサテライトキャンパスの実験室・研究室をつないで，複数の教員・
企業研究者・学生がＮ：Ｎ：Ｎの形式の研究討論・研究打合せを行う．
①コミュニケーション機能

（質疑応答）
②学習計画・管理機能

学生

（資料・データ共有）

③学習実施機能
(コンテンツ配信，
成果測定テスト等)

③学習実施機能
(各種資料共有等)

（機器コントロール）
③学習実施機能
（遠隔機器コントロール)

④在学支援機能
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個人間コミュ ケ ション
個人間コミュニケーション
学生同士の会話や事務員との質問，教員同士の
打ち合わせなどを，Skype 等を用いて行う．

事務職員

メンター

学生

学生

指導教員
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指導教員

集合教育
集合教育を導入し，対面指導を行うことにより，相互に理解を深め，コミュニケーショ
ンをスムーズにする．また，集合教育の機会を一種の「イベント」と考えて，人対人
（教員対学生，学生対学生，学生対企業）のリアルな交流の場とする．
（スケジュール）
開催時期

開催地

Ｍ１

Ｍ２

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

首都圏

地方

首都圏

地方

首都圏

ガイダンス

インターン
インタ
ン
シップ報告
会

Ｄｒ研究課
Ｄ
研究課
題の紹介

地方での共
同研究体制
視察

博士研究成
果の合同発
表会

概要
カリキュラ
ムの概要説
明
e-learning
の利用説明

地方の共同
研究体制視
察

経営者の講
話（起業マ
インド）

交渉術（ネ
ゴシエーシ
ョン）発想
法講話

顔合わせ，
顔合わせ
親睦

同時開催
同時開催

Ｄ３単独開催
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特徴６：入学・修学・就職・起業などを含む生涯学生支援

生涯支援システム（チーム６）
＜メンバー＞
（L）水田義明（崇城大学） （SL）渡海義紀（セイコーエプソン）
（L）水田義明（崇城大学），（SL）渡海義紀（セイコーエプソン），
檜槇貢（弘前大学），中山良一（東芝）
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Ⅰ．支援の全体フロー

他大学

入 学

教 育

海 外

研 究

企 業

・進学支援
・進路相談
（メンター）

・経済支援
（企業からの奨学金等）
・住居支援

・インターン
シップ制度

ポスドク

・就職支援

起 業

・経営支援
・研究支援

就 職

・共同研究支援
（コーディネーター，
アドバイザー）
・連携機関での研究
支援

・就職支援
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Ⅱ 各支援内容の詳細
Ⅱ．各支援内容の詳細
１．入学の段階
入学 段階
（１）進学支援
進学支援
・学生が有意義に学べる環境を提供
・情報ネットワーク（広報，英語HP）によるPR活動
・産・学・官との連携による支援
（２）進路相談
・各連携機関へのメンター配置
・留学生に対する進路相談強化
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２．教育の段階
（１）経済支援
産 学 官 ら 学資， 活費 支援
・産・学・官からの学資，生活費の支援
（２）住居支援
・自治体，大学等との連携による住居の供給支援
（ ）イ タ
（３）インターンシップ制度の充実
シ プ制度 充実
・企業との連携による実績効果の出る制度構築
（４）研究支援
・コーディネーター，アドバイザーの本部への配置
連携機関（ 域
研究開発
等）
研究 技術支援
・連携機関（地域共同研究開発センター等）での研究・技術支援
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３．就職段階
（１）企業への就職支援
会員企業数の拡大
・会員企業数の拡大
・企業への個別訪問
・海外企業，海外日系企業との連携
（２）起業支援
・インキュベーション施設の確保と経営支援
・TLOコーディネーター，弁理士の確保
TLOコ ディネ タ
弁理士の確保
（３）ポスドク支援
活躍の場の確保
・活躍の場の確保
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Ⅲ．支援体制
１．仕組み・体制
・「産・学・官」の連携による支援プロジェクトチームを立ち上げ
「産 学 官 連携
援プ ジ
げ
る．（２０１０年４月 目標）
・経済支援のための資金集めは各連携・提携機関が分担して
行なう．
地域部会」と連携した活動を行なう
・「地域部会」と連携した活動を行なう．
２．実現するためのアイデア
（ ）各大学施設 制度 活
（１）各大学施設・制度の活用
・プロジェクトチームで実施
（２）サポーター獲得の強化
・企業への個別訪問による勧誘
・マスコミ，メディア，HPを通じてのPR活動
， ディア， を通
活動
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