
小特集の発行にあたって

再び，大学 ・ 大学院で学ぶことの意味
編集チームリーダ　山崎克之

　シリーズ掲載している関屋先生のアメリカ留学記ですが，今回は小特集に合わせてアメリカ・
カナダの大学院事情です．日本との違いなど大変に勉強になります．ITの技術力や産業力に
おいてシリコンバレーに遅れをとったことから，国内では大学院教育の充実とか工学博士の育
成とかいろいろな議論があります．ですが，留学記に書かれているように，かの地のシステム・
制度は，一朝一夕には我が国が見習えるものでもなさそうです．
　ずいぶん前ですが，知り合いのスタンフォード大学の教授と雑談の折，「卒業，つまり
Ph.D.を出す条件は何か」と聞いたことがあります．彼の答は明確でした．「ベンチャー企業の
社長ができること」．むろん，実際にベンチャーを起業するか否かにかかわらず，つまり，技 
術・知識だけでなく，経営的センスや他組織・企業との交渉能力など，ジェネラリストでもあ
ること，ということでしょう．
　また，よく知られていることですが，アメリカ西海岸のベンチャー企業の多くは，大学院の
学生が起業したものです．彼らは Ph.D.を取得して卒業することよりも起業を選択します．大
学院は Ph.D.取得の場であるよりも，起業の incubator（孵化機関）でもあるわけです．

　今回の小特集に合わせて，通ソマガジンでは社会人を対象とする大学・大学院の学科，専攻，
プログラムなどの寄稿をお願いしました．受領した計 16大学の寄稿を受付順に掲載しました．
また，日本におけるMOT教育，早期修了制度，通信学会の生涯教育活動の紹介記事を寄
稿頂きました．我が国でも様々な特色ある取組みが提供されていることが分かります．
　一度社会に出た技術者・研究者が再び大学・大学院で学ぶには，明確な目的・目標があ
ると思います．この地のシステムや制度だけでなく，かの地のシステム・制度を含めて，幅広
く視野を広げて見て頂ければと思います．
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1．ま え が き

　夏も終わり秋に移り変わろうという時期にこの原稿を書い
ています．夏はちょっとした芝生の上にはホタルが舞い，幻
想的な世界を作り出します．日本で野生のホタルを見たこと
のない私にとってはそれだけで感激でした．ホタルの姿が見
えなくなるのと入れ替わりに，今度は秋の虫の大合唱が始ま
ります．木々も何となく色づき始めた気がします．長い冬を
前にした一番いい季節です．自然を通じて四季の移ろいを感
じながら，楽しく研究を進めています．
　さて，今回は「社会人のための大学・大学院」と連動した記
事として，北米の大学院と学生の考え方について実際に話を
し，聞いたことを咀嚼しながらまとめてみたいと思います．
日本と同様，大学院・研究室のあり方は，大学ごと，更には
同じ大学でも研究室ごとに様々であり，先生が 100人いれば
100通りのパターンがあります．そこで，今回は少しでも話
を一般化できたらと 3名の共著で話を進めさせて頂きたいと
思います．ここで各自の留学先，留学時期，専門分野などは
表のとおりです．場所，大学のレベルも適度に散らばってい
ると思います．
　こちらの大学に滞在し，日本とシステムが明らかに違うと
ころがあり，魅力的なところも目につきますが，かといって，
すべてにおいて日本より魅力的かと言いますと，そうとは言
いきれません．私も日本の大学教員の一人として，日本の大
学の方がいいと自信をもって言えなければなりませんし，そ

う思う点も多々あります．どちらにせよ，選択肢の一つとし
て海外の大学院を検討することは決して悪いことではないと
思います．本稿をその検討の一助という位置付けでお読み頂
ければ幸いです．

2．アメリカも理系離れ？

留学生が多い！
　6月にこちらの学位授与のセレモニーに出席しました．そ
こで学部・修士・博士の卒業者一覧が冊子になって配布され
ました．その中を見ると，学部生はほとんど地元の出身なの
ですが，修士になると，留学生（International Student） の割
合が高くなり，博士はほとんど留学生でした．アメリカ人は
どこにいってしまったのか？　と思ってしまうほどです．こ
ちらの教授に聞いてみると，ほとんどの学生は進学せずに就
職してしまうそうです．また，就職してから，改めて大学院
に戻るケースもあるそうですが，その場合も卒業大学にこだ
わることなく，今やりたいこと，興味のあることができる大
学（研究室）を選ぶ傾向にあるそうです．
　一方，アメリカでも，工学系を志望する学生が減少傾向，
つまり「理工離れ」がじわじわ進行しているようです．それは，
医者，弁護士，経営などの給料がいいので，そちらを志向す
る学生が増えているとのことで，理工離れは先進国共通の悩
みなのかもしれません．また，工学系の中で，3名の筆者が
それぞれ在籍した電子通信分野に関し，アメリカ人の興味が
薄いという可能性もあります．通信関連の論文の著者を見て

ある編集委員の留学記
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関屋大雄　千葉大学　萬代雅希　静岡大学　宮澤高也　情報通信研究機構

連載企画

筆者の留学先と時期
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萬代
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Wright State University (WSU)

OH, USA

The University of British Columbia 

(UBC) Victoria, Canada

University of California, Davis,

(UC Davis) CA, USA

博士　　
修士　　

博士       

修士        

ポスドク
博士　　
修士　　

パワーエレクトロニクス
通信用電源回路

符号理論・無線通信システム
無線ネットワーク

次世代ネットワークシステム
光 CDMA・無線プロトコル等

ポーランド

インド

韓国

2008 年 2月～
 

2006年 10月
    ～2007年 9月

2006年 4月
    ～2007年 3月

 著者　　  　　　  　 留学先　　                   構成 ( 留学当時 )　　　　　  研究分野　　　            教授の出身　　　  留学時期

5 名
2 名

10名
1名

6名
9名
8名
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も，最近アジア系がものすごく多いと感じる方が多いのでは
と思います．

アジアからの留学生
　関屋のいる研究室は小規模ではありますが，博士課程は 5

名います．その中でアメリカ人は 1名しかおらず，そのほか
はインドから 3名，エジプトから 1名です．また，萬代，宮
澤の留学先研究室も International Student の占める割合は
高く，インド，バングラデシュなどの南アジア，韓国，中国
などの東アジアからの留学生が多数を占めています．この中
で日本の割合が低いのは，日本の大学が魅力的なためか，英
語の問題なのか．答は分かりませんが，こちらにいると，（日
本以外の）アジアのパワーを感じます．

エンジニアの社会的ステータス
　工学部離れのような傾向があったとしても，アメリカ，カ
ナダにおけるエンジニアの社会的ステータスは日本より高い
であろう，というのが筆者 3名の共通した認識です．また，
例えばインドでは，エンジニアに対するあこがれは強いらし
く，親に工学を強く勧められるのが一般的だそうです．一流
のエンジニアになるべく，そのステータスを求めて世界中か
ら様々な学生が集まる．それがこちらの大学院の姿かと思い
ます．

教員も国際的
　教員もとても国際的です．筆者 3名の留学先の教授も，ポー
ランド，インド，韓国出身の教授であり，外国からの教員が
いても何の違和感もありません．WSUを例にとると，半数
以上がアメリカ以外の出身です．世界各国から優秀な研究者
を教授として取り込み，その上で世界各国から優秀な学生を
取り込む．また，研究者から見てそれに見合った環境が整備
されているともいえます．これが日本の （目指すべき） 将来
の姿かもしれない，とも思います．

3．大学院進学のモチベーション

最大の動機は探究心
　さて，そのような中で，大学院進学のモチベーションはど
こにあるのでしょうか．実際に博士課程の学生数名に進学し

た目的を聞いてみました．すると，ほとんどの学生が「研究
を深く掘り下げたい」という回答でした．もうちょっと突っ
込んで，将来の希望給料・職種などについて聞いてみると，
当然のように「いい提示があるところに行くし，それなりの
対価を求める」と答えてくれました．これは，「博士のステー
タスはあらためて言うまでもなく高いものである」という認
識をもっていることを示しています．ちょっと変わった動機
としては，「自分の教わった教授が博士をもっていないので，
自分が博士を取って，国に帰って教授を指導したい」という
のもありました．これはインドからの留学生の話です．

学位を「資格」ととらえる
　一方，こちらの人にとっての大学院進学の意味を垣間見ら
れる例として，次の 2例を紹介したいと思います．
　お世話になっている教授の学生で，工学で修士を取得し，
2年ほど社会人として働いていた人がいました．しかし，そ
の仕事をしているうちに，放射線技師になるといい給料がも
らえて，かつ人材不足ということを知ったそうです．すると，
すっぱり仕事をやめ，放射線技師に必要な知識を付けに，改
めて専門の大学院に入り直し，今は相当な高給取りになって
いるそうです．学位の取得が，会社を辞めること，2年間新
たに学ぶことを差し引いても余りあるリターンがある一例か
と思います．

▲ International Friendship Affairでの一幕
（Wright State University）：多く国からの
留学生が集まります．

▲ナイアガラの滝（9月末）：デイトンから車で 6～ 7時間の距離です．
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　同様に工学部で修士を取得したある人は，そのまま博士に
いくことも考えたそうですが，あえて博士に進学せず，経営
修士（MBA）を取得するために，もう一度修士課程に入り直
し勉強したそうです．就職時には「工学修士をもっている経
営修士」として，良い待遇で就職できたそうです．この例では，
修士課程在学中に自分の将来設計が理系から文系に変わった
ことになります．このとき，改めて文系の大学院に入り直す
ことに何の躊躇もなかったと言っていました．これも，新た
に大学院に入って勉強し直すことによる時間と費用のマイナ
スよりも，MBAを取得することのプラスの方が大きいと判
断した例だと思います．
　以上のように，工学に限らず，大学院進学，修士，博士の
取得は自分のキャリヤアップととらえている傾向は強いと感
じます．自分の将来のビジョンをもち，そこに必要な「資格」
として修士，博士を取得するという感覚のように感じます．
修士，博士の社会的ステータス，企業の雇用制度，及び給与
体系など社会的背景の違いがあってのことで，簡単にこの考
えを日本に当てはめることはできません．しかし，日本では
なかなかない発想であり，大変興味深く感じました．

社会人への対応
　アメリカにも会社に勤めながら大学院に通う学生がいま
す．日本と同様，会社から学位を取るために大学院への入学
を許可される学生もいますが，個人的に仕事とは別の時間（夕
方や休日）を使って，学位を取りにくる学生もいます．した
がって，大学院の講義も夕方から始まる講義があり，それが
社会人対応のコースとなっています．例えば通常 8時から
17時までが定められた勤務時間とすると，7時から 16時ま
で仕事をし，16時から大学院に来て勉強・研究をします．
聞いているだけでとてもハードなのですが，学位を取得する
ということにそれだけのメリットがあるようです．また，研
究に関しても会社から派遣される場合は会社での研究を大学
院での研究成果とします．一方，仕事をもちながら個人的に
くる学生は，仕事が終了した後，及び土日に来て研究を進め
ます．

博士の社会的待遇は？
　実際に学部，修士，博士で給料はどのくらい変わるものな
のでしょうか．ある教授は「学部：修士：博士 = 2：3：4」
と言っていました．博士は学部の倍もらえるのが相場だとい
うことです．実際に具体的な額を何人かに聞いてみたところ，
博士をとった直後に年収 1000万円（10万ドル）を超えるケー
スは決して珍しくないようです．このような給与体系も，大
学院進学の大きなモチベーションの一つとなっていることは
間違いなさそうです．

自分を売り込む手段として
　日本では「博士をもっているからといって全員優秀とは限
らない．かえって視野が狭いので…」というネガティブな方
向で，博士の評価を聞くことがあります．この話をこちらで
すると，「自分が優秀であることをどうやって主張するのか？
自分が優秀であり，能力をもっていることを示す手段の一つ
が博士の取得である」という意見が返ってきました．学位に
対する考え方の違いを端的に表しているのではないかと思い
ます．

4．大学と研究室

研究室配属は大学院から
　日本のように学部から全員が研究室に配属され，研究を進
めるという大学はそれほど多くないようで，少なくとも著者
3名の留学先はいずれも研究室は大学院に入ってから配属さ
れます．UC Davis， UBC は修士から，WSUでは修士論文
も選択制となっており，希望者のみが研究室に所属します．
その代わり，学部生には学科が企業と協力して進めるテーマ
や，ロボコンのような大会に出場することを目的とした「学
科プロジェクト」を準備し，研究と同等な経験ができる場を
提供しています．このような仕組みがあることはこちらに来
るまで全く知りませんでした．
　また，前章のとおり，学生は自分の将来設計に従って柔軟
に大学院を選ぶ傾向もあり，修士，博士の進学のタイミング
で，大学，専攻，研究室を変えていくことに何の抵抗もない
ようです．したがって，学部─修士─博士と一つの大学 /研究

▲左：Wright State University（冬）， 中：The University of British Columbia（秋）， 
右：University of California， Davis（夏） 場所が違えば雰囲気も違います．
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室で終えることなく，いろいろな場所を経験して博士を取得
する学生の方が多いのではと思います．

指導教授との信頼関係
　大学院進学，特に博士課程進学の場合は，指導を受けたい
教授を決め，その教授のいる大学に進学するという順序で進
学先が決まります．教授の選択が自分の将来を決めるといっ
ても過言ではありません．大学入学の前に，教授にアポイン
トを取って，面接をし，両者納得の上で進学を決定します．
博士の取得に関しては，学内で内規はあるものの，最終的に
は教授の判断にゆだねられる部分が非常に大きく感じます．
博士取得の要件は日本と同様論文数，学会発表数が基準と
なっています．しかし，論文数は学内の内規に足りていても，
もし教授が内規以上の論文数を求める場合，修了は先送りに
なります．また，そうしても学内で何の問題にもなりません．
逆に論文の本数に対する内規がない大学もあるようです．そ
の場合，教授と学生自身が「博士号に値する見識と知識を有
する」と自信をもって言える状態になり，他の審査委員を納
得させられれば博士号を取得できるというわけです．修士も
同様で，教授が認めなければ，2年で修士を取得することは
できません．つまり，2年間で修了できる保証は入学時点で
どこにもないケースもあります．逆に教授に認められ，修士
は 1年間で博士にスキップした学生もいました．結局は実力
次第ということになります．

研究室決定にもマッチング
　たいていの教授は，研究室配属を希望する学生に対し，あ
らかじめ面談をし，相互のマッチングを取って配属を許可す
るようです．教授の示す条件に学生が納得できない場合，逆
に教授が学生の力量的に受け入れることが厳しいと感じた場
合は他の研究室に，ということになります．このとき，教授
は学生に対し何年間で博士を取らせる，という類の話は一切
ありませんし，学生もそれを求めません．教授は学生が博士

に相当する力をもったと判断した時点で博士を与え，学生も
その点に関しては教授に全幅の信頼を寄せている．そのよう
な目に見えない信頼関係が感じられます．　　

博士授与は教授にとっても名誉
　WSUの学位授与式では，学部，修士，博士を一緒に行い
ました（ただし，学部単位で分かれる）．この中で，博士号授
与は特別で，一人ひとり登壇し，学長から直接学位記を授与
されます．また，博士を取得した学生とともに指導教授も名
前が呼ばれ，学生と一緒に登壇します．そして壇上で指導教
授から学生にケープをかけるという儀式がありました．そこ
からは，学位を取得した学生に対するお祝いはもちろん，そ
れを指導した教授にも畏敬の念を表す，という姿勢が見えま
す．他大学の状況などは分かりませんが，これを見て，博士
という学位を取得すること，また授与することはとても大き
なことである，ということを感じました．

5．海外留学のために（入学方法）

まずは自分で調査
　こちらの学生にどのような手順で大学，研究室を選んだの
かを聞いてみました．まず大前提として，自分の進みたい方
向，やりたい研究をしっかりもっていることがあります．そ
の中で，Webで研究室を検索し，更に知人，先輩など，既
に留学している人の話を聞いて，研究室を選択し，教授に直
接アポイントを取るようです．もちろん，理想は大きな大学
の有名な教授の研究室に所属することですが，競争率も激し
く，そう簡単には入れません．その場合，次の考慮として，
大学のレベルは落ちるが有名な先生を選ぶか，または大学の
レベルは高いが名前があまり通っていない先生を選ぶかとい
うことになります．

Weakness produces weakness

　これは，ある教授が言っていた言葉で，一度負の連鎖に入っ
てしまうと立ち直ることは極めて難しい，ということを表し
ています．アメリカの一般社会でも言えることかもしれませ
んが，これは教授がアメリカの大学の状況を指して言った言
葉です．アメリカの大学では多額の予算を日本以上に局所的
に投入する傾向があるそうで，大学・研究室ごとに研究費の
ある，なしは極端です．大きなプロジェクトを動かしている
研究室は，多くの人材が集まり，それにより多くの研究成果
が生まれ，また多くの資金が集まる，と好循環に回ります．
一方，逆のパターンにはまり込むと，なかなか好循環にもっ
ていくことはできません．研究室選びのポイントとして，「い
かにアクティブに活動しているか」は最重要項目です．大き
なプロジェクトを多数抱えている教授，プロジェクトはもっ
ていないが多くの論文を発表している教授，など学生の立場
から見ていろいろな指標がありますが，自分なりに明確な基
準をもって研究室選びをする，というのが多くの人から聞け
た共通事項です．

▲学位授与式（Wright State University）：学部・大学
院にかかわらず多くの家族がお祝いに駆け付けます．
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　プロジェクトは共同研究という形で違う大学がメインに
なっていることもあります．例えば，WSUでは，いくつか
の研究室は隣の空軍大学院と共同でプロジェクトをもってお
り，主研究者としてこちらの教授は出てきませんが，密接に
連絡をとりながら，学生は一緒に研究を進めている，という
例もありました．日本からネットだけで調べられるとは思い
ませんが，大学間の教授同士のつながりも研究室選びの重要
な情報のようです．

国際会議もアピールの場
　論文誌，国際会議の発表論文は，研究室に入るための大き
なアドバンテージになることは間違いありません．更に，大
きなプロジェクトをもっていて，特にアクティブに動いてい
る研究室の教授は，優秀な学生を確保すべく，国際会議の場
で学生をスカウトすることもあると聞きます．学生時代にそ
のようなことを考えたことは一度もありませんでしたが，国
際会議は研究成果だけでなく，自分をアピールする大切な場
所と考えている学生がこちらには多いように感じます．国際
会議の場では，どのような人がどのように見ているか分かり
ません．もしかすると大きなチャンスが転がり込んでくるか
もしれません．学生の皆さんが国際会議で発表する機会に恵
まれましたら，自分をアピールする，ということを少し意識
しながら発表してはどうでしょう．それも国際会議の一つの
楽しみ方かもしれません．

Graduate Record Examination（GRE）
　大学院入学のためのセンター試験のようなものが，この
GREです．GREは 1年間にわたって，何回も行われており，
1人年 5回まで受験ができるそうです．GREは English， 
Math， Analytical（小論文）の 3科目からなり，配点はそれ
ぞれ 800点， 800点， 6段階の評価になります．一般的には
大学院入試に代わりこの試験の点数を要求されます．それぞ
れの科目，特に英語に関しての難易度に関する情報，各大学
で要求される点数などについてはよく分かりませんでした．

これまでの成績・業績・その他
　GREの結果に加え，自己アピール，志望動機，そして学部，
更には修士の成績を提出します．更に，推薦書を添付するの
が一般的だそうです．当然，成績は大学内の相対評価である
ため，大学間のレベルの差を考慮しなくてはなりません．そ
のため，Webなどで志望者の出身大学について徹底的に調
べることもあるそうです．ただし，多くの場合は研究室にア
ポイントを取る際にあらかじめ資料を提出していますので，
そこである程度ふるいにかけられていることになります．し
たがって，研究室から入学許可が出た場合は，よほどのこと
がない限り入学できると考えていいようです．

6．大学院の講義はきついのか？

大学院の講義内容は教授が自由に決定
　WSU を例にとると，学部の講義は学科カリキュラムに
従って教えるべき内容が詳細に決まっているため，教授に授
業内容を自由に決定する余地はほとんどありません．一方，
大学院の講義内容は，各教授の裁量に任されているところが
大きいため，教授が個人的に興味のある，現在進行形の問題
を扱うことが多いようです．授業を締切りとして，自分で本
の内容を書き進め，それを講義資料とする教授もいます．し
たがって，毎年講義の内容が変わる先生も多いと聞きます．

多種多様な評価方法
　評価の付け方は様々です．日本と同様，大きく分けると試
験かレポートか，ということになりますが，両方課す講義も
あります．また，レポートの課題の与え方も個性があります．
前述の本を書きながら講義をする先生は，本に載せる例題を
作るべく，学生に課題を解かせ，数通りの回答例を得るとい
うことを行っています．また，これらを通じて，本の中の分
かりにくいところを修正していくそうです．一方，一端の研
究になるような具体的な課題を与え，その問題に対し独自の
アイデアを要求し，結果とレポートを求める場合もあります．
このタイプは講義時間外の作業が非常に多くなります．この
ような科目が 2，3個重なると，それだけで四苦八苦して研
究どころではない，という学生もいます．

必要単位は ?

　WSUを例にすると，修士，博士で必要な単位数はそれぞ
れ 45単位，135単位です．なお，博士論文が合格した時点
で 60単位が付きますので，講義からもらうべき単位は 75単
位となります．更に，修士から博士に直接進級した場合は，
修士の 45単位を繰り替えることができます．この単位数は
日本と比較して少し多いぐらいでしょうか．なお，WSUで
は，Semester（2学期）制ではなく，Quarter（4学期）制をとっ
ており，1コマ 4単位が基本ですので，Semester制の多い
日本の大学と単位の単純比較はできないことに御注意下さ
い．
　Semester制は試験を入れて 16週，Quarter制は試験を入
れて 11週ですから，Quarter制は 1年でトータルすると
Semester制と比較して 12週多いことになります．しかし，
ほとんどの学生は，夏学期はインターンシップに出るため，
または途中長期旅行などを入れるため講義を全く取りま 

せん．この場合，学生にとってはセメスタ制と実質の講義量
は変わらないことになります．夏学期は社会人大学院生のた
めに必要であると説明してくれました．夏学期は休みを取り
やすいことなどもあり，社会人大学院生の割合が増えるよう
です．また夏学期には集中講義なども準備されており，それ
が社会人学生対象のプログラムになるようです．
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すべてがドライなわけではない
　試験期間中，点数の譲歩をお願いにくる学生の列を見かけ
ます．私が日本でもっていた印象ほどドライでなく，人情味
のある柔軟な対応も見ることができます．このような学生に
対しては，追加レポート，または研究室学生の書いた論文の
スペル /文法チェックなどを課し，多少おまけしてあげてい
るようです．私の論文もこの救済処置を使ってチェックして
もらったことがあり，「ネイティブチェック」として個人的に
は大変助かっています．また，レポートの文章が複数人全く
同じ内容だった，ということで，当該学生を全員呼び出して
いる光景も目にしました．そこら辺は日本と変わらないな，
と思いました．

7．在学中の学費

学費は高額だが
　こちらの学費ですが，日本と比較して高いと思われます．
一例として WSUの International Studentの学費は，およそ
修士で年間 1万ドル，博士は年間 2.4万ドルになります．州
立大学ですので，アメリカ人はこれと比較して費用が軽減さ
れ，また，私立大学はこれよりも高いのが相場のようです．
ところが，博士の学費に関しては，ほぼ全員何らかの補助を
得ており，額面は高額ですが，実際に学費を直接負担してい
る学生はほとんどいない，というのが現状のようです．

学費の負担
　学費の補助はいろいろな形態があります．WSUの場合，
博士に進学する学生が少ないこともあり，ほとんどの学生が
大学から Scholarship を得ており，実質学費は一切かかりま
せん．そのほか，研究室の経費から出る場合も多いと聞きま
す．また，会社などから派遣されて学位取得を目指す学生も
います．そのような学生は，学費は会社が負担するケースが
ほとんどです．会社から派遣される場合，研究内容も職務と
関連した内容で，仕事の内容がそのまま研究成果になる例が
ほとんどです．ただし，これらも入学前に指導教授との打合
せがあり，両者納得の上で研究を進めることになります．

いろいろな形で収入を得ている
　博士課程では，既に結婚している学生も多く，ある程度の
収入を確保する必要があります．例えば，プロジェクトに携
わっている研究室では，そのプロジェクトから学費補助以外
に Research Assistantとして収入を得る学生もいます．こ
の場合，博士を取得するための研究とはいえ，半分仕事をし
ているような感覚で研究室に通うことになります．
　同じような例ですが，教授が仕事場を紹介することもあり
ます．例えばWSUのある学生は，教授が空軍研究所の仕事
を紹介し，講義以外はそこで仕事をしています．ここでの仕
事内容は，研究プロジェクトの一環にもなり，仕事をしなが
ら研究を進めるという形になります．講義のほかに研究に関
する教授とのディスカッションは大学で行い，また空軍研究

所に戻り仕事をする，という生活サイクルです．このように，
研究をする場所は大学内とは限らず，大学外で研究を進めて
いる例も見受けられます．そのほかには TAで収入を得て
いる学生もいます．TAで年間 1.5万ドルほど収入があるそ
うです．
　以上のように，決してすべての生活費が賄える状況とは言
えませんし，日本人が海外留学するとしたら，それなりの負
担が増えます．しかし，このような補助が期待できるという
ことは知っておいて損はないと思います．

8．修了後の進路

就職活動は早くても半年前から
　こちらの大学院は，入学は学期替りを区切りにいつでも可
能で（Quarter制では年 4回），修了時期も教授が認める時期
によりますので，いろいろなタイミングで卒業することにな
ります．基本的には，アカデミックカレンダーに従って，秋
から仕事につくケースが多いようですが，御存じのように，
終身雇用ではありませんので，特に専門的な力が要求される
博士に対する求人は，1年中何らかの形であるようです．ま
た，日本のように 1年近く前から就職活動をすることはなく，
学部生の場合，6月卒業の学生は 3月くらいから就職活動を
する学生が多く，修士の場合は半年くらい前から就職活動が
始まります．

インターンシップ
　就職するための有効な手段として，インターンシップがあ
ります．前述のとおり，夏の間，多くの学生がインターンシッ
プで大学を留守にします．インターンシップの探し方は，自
分で応募する，教授に指定され送り込まれる，の両方がある
ようです．インターンシップを通じて互いに仕事のマッチン
グをし，そのまま内定をもらうというのも，就職するための
一つの方法です．そのため，インターンシップに参加するた
めに，自分を売り込む必要があり，ここで就職活動と同じよ
うなプロセスを踏むことになります．学生の立場から見ると，
インターンシップへの参加には，実際の職場を経験する，産
業的な立場から現状の課題を知り自分の研究に生かす，仕事
を探す手段として参加する，と様々な参加動機があるようで
す．

就職の難易度
　就職の難易度に関しては，国にかかわらず共通で，景気に
左右されます．景気がいいときは仕事に就くのは簡単で，逆
に景気が下り坂のときは，なかなか仕事に就くことはできま
せん．一方，景気の悪いときに力を発揮するのが学位だそう
で，給料が低くてもかまわないという姿勢であれば，仕事に
あぶれることは滅多にないそうです．ただし，給料の低い仕
事は契約せず，常にいい条件の会社を探す姿勢をもっている
人がほとんどです．
　例えば博士をもつ人に対しての求人があった場合は当然博
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士をもつ人の間で競争することになります．最終的にはその
人の能力が評価されるわけですが，厳然たる事実として，出
身大学，指導教授の名前で競争のスタートラインが変わると
いうのはあります．入学時に研究室探しを真剣にする理由の
一つはここにあると思われます．ただし，一度就職してしま
えば，大学名などは関係なく「博士取得者」として同じ条件で
仕事をするそうです．
　一度就職したあと，条件の良い仕事を求めて，転職を重ね
て自分のキャリヤアップを図るという例はエンジニアの世界
にもあるようです．教授のお嬢さんは，最初の仕事で良い条
件の仕事につき，結婚を機に西海岸から東海岸へ引っ越すこ
とになり，転職したそうですが，「娘は西海岸で既にひと財産
できた」と言っていました．転職するときは，アプライしたら，
その経歴書を見て逆に一本釣りされたそうです．キャリヤ
アップに博士という学位をどのように使うかは人それぞれで
すし，すべての人が成功するとは限りません．しかし，博士
という学位は自分のステータスを上げるための強力な武器と
なることは間違いなさそうです．

9．む　す　び

　今回は，こちらの学位に対する考え方，及び大学院につい
て紹介しました．ここに書いた内容は，それほど多くない 

サンプルから紹介した例であり，これがすべての場合にあて
はまるわけではない，という点は御理解下さい．本稿を通じて，
北米の大学院の様子を少しでも感じて頂き，進学の選択肢の
一つとして，海外留学を考えるきっかけとなれば幸いです．
　日本の大学にもこちらにはない，いいところがいっぱいあ
ります．いろいろ検討して，自分を高めるために最もいい進
路を決定できればいいのではないでしょうか．私は大学院を
海外で，ということは 1秒も考えませんでしたので．

関屋　大雄 （正員）
▶ 2001 慶大・電気・博士課程了．現在， 
千葉大学融合科学研究科・助教．2008よ
りWright State University訪問研究員．博
士（工学）．留学中の息抜きはゴルフとネッ
ト将棋．

萬代　雅希 （正員）
▶ 2004 慶大・開放環境・博士課程了．現在， 
静岡大学情報学部・助教．2007から 1年
間 University of British Columbia訪問研究
員．博士（工学）．留学中，息抜きの小旅行
で熊に遭遇．

宮澤　高也 （正員）
▶ 2006 慶大・開放環境・博士課程了．現在， 
（独）情報通信研究機構に勤務．2006から
1年間 University of California， Davis訪問
研究員．博士 （工学）．留学中， 息抜きで，
友人とハイキングや JAZZクラブへ．
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社会人国内留学時代を振り返って

清水　聡　沖電気工業株式会社

1．昼休みのたわ言

　大学を卒業して入社 5年ぐらいたつと，おおむね仕事の進
め方などは分かってくる．それにつれて自分の能力不足とい
うのも分かってくるのではないだろうか．大学時代にもっと
勉強しておけばよかったと後悔するとともに，どうすればい
いのか，何とかできないものかと考える．与えられた業務に
集中することで能力不足を補えるのか，それとも別な方法が
あるのか．私は漠然とそのような不安を感じつつ，仕事を続
けていた．
　そんなとき，昼休みの雑談でどういうわけか社会人国内留
学の話になった．当時の上司から「だれかうちからも行かせ
ようかな」と，ぽろりと出た言葉に，「それは私が行きます」と
とっさに答えてしまっていた．職場には，社会人国内留学を
させた実績も計画もなく，その上司としては昼休みのたわ言
だったろうが，私には何か今までの不安の解決の答があるよ
うに直感し，すぐに大学院を探し始めた．
　会社に行きながらの国内留学を考えていたので，当時の業
務（音響や通信のディジタル信号処理の研究開発）に役立つ研
究をしていて，会社とさほど離れていない大学院が条件にな
る．数日後，受験できそうな大学院のパンフレットをもって
上司に説明した．そこでやっと私が本気だと気づいたらしく，
上司もいろいろと相談に乗ってくれるようになった．平成 4

年 4月に千葉大学大学院自然科学研究科（谷萩研究室）の博士
課程に入学することになった．

2．入 学 し て

　大学院に入学して，気を付けたこと，目標にしたことがい
くつかある．
　（ 1） 朝，早く研究室に来る
　当時，会社はフレックスタイムで出勤時間は比較的自由で
あったが，社会人留学生として恥ずかしくない行動の最低条
件とした．また，仕事の都合もあり，大学院に毎日，通える
わけでもないので，行ける日は十分な時間を確保する意味も
あった．

　（ 2） 谷萩先生と会話する
　会社の場合，職場は大部屋でいやでも上司と顔を合わせて
会話しなければならないが，大学は教官が別室であることが
普通である．ゼミだけでは不十分で，日ごろの何気ない会話
からも学ぶべきところがあると思い，昼食など可能な限り先
生と行動をともにするようにした．学部学生のとき，移動通
信の分野で著名な先生の研究室にいながら，自分の能力不足
から十分に学びとれなかった反省からでもある．
　（ 3） 学生とコミュニケーションをとる
　入学当時，研究室には博士課程の学生が 3名いたが，皆，
外国人で社会人経験があった．そのため，各自やるべきこと
をきちんと理解して，それをていねいに黙々とやっていた．
ただ，博士，修士，学部の学生間のコミュニケーションが少
ないように感じられたので，日本人で社会人という少し特殊
な立場の自分ができる範囲で改善しようと心がけた．といっ
てもやったことは非常に単純なことで，数名で協力して英語
の信号処理の本を翻訳したり，休日に温泉旅行に行ったり．
他の院生にとっては，うるさいオッサンの提案だったかもし
れないが，よく協力してくれたと思う．
　（ 4） 3年で修了する
　当時から，基準を超えれば 3年を待たずして，博士の学位
を得る制度はあった．しかし，そもそも学位をとることだけ
が目標でもなかったので早く修了する気はなかった．一方で，
会社に通いながら来ている以上，4年はまずいと考え，3年
で修了することを目標とした．最低必要な正論文の数や，採
択率，採択までの時間などを考え，1年の後半から，最初の
正論文を書き始めた．それまでに海外や国内での学会発表の
経験があったので，論文には少なからず自信があったのだが，
先生にチェックをお願いした最初の論文原稿は，論旨から単
語の使い方まで真っ赤に添削されて帰ってきた．学年が進む
ごとに赤ペンチェックが減ってきたのは，先生が指導をあき
らめたのでないのであれば，少しは論文作成がうまくなった
からであろう．3年で無事に修了できたのは，何より谷萩先
生の指導のおかげである．
　（ 5） 多くの講義を受講する
　大学や大学院での授業は，その分野で一流の研究者が教え
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てくれる．こんな学生には当たり前なことでも，社会人に
なると，そういう機会はめったにない．自分の専門外の分
野からでも何か学びがあるのではないかと必要以上の単位
を取得した．博士課程の数名の学生のために授業を行わな
ければならない教官には大変なことだろうが，マンツー 

マンに近い状態で教えてもらえたので，私は本当に有難く
思った．単位をとることだけを目標にしていた学部学生時代
が本当に悔やまれる．

3．Doctor of Philosophyとは

　同じ研究室の外国人留学生に，英語での学位記をもらう
際に，Dr. of Eng.ではなく，Ph.D.と記入することに非常
にこだわって，大学と交渉している人がいた．私には，そ
の違いが分からず聞いたところ，彼の説明はこうだった．
　「Ph.D.（Doctor of Philosophy）というのは，その人がもっ
ている工学とか理学といった専門的な知識に対してではな
く，『課題を明確にして，きちんと論じ，更に解決する』とい
う，ある意味では哲学的な姿勢や能力に対して与えられる
もの．だから，Doctor of Philosophyなのだ」．
　それを聞いて何か合点がいった気がした．最先端の知識
や技術は，時によって変わっていく．長い歴史のスパンで
見れば，あるときは仏教の教義であり，軍事技術であり，
バイオであり．もちろん，それらの知識は重要ではあるが，
それだけを単純に追いかけていてはダメだ．課題を分析
して解決するという普遍的な能力にこそ価値があるはず
なのだ．
　身近に会社の中を見ても，通信だけでなく，デバイス，情報
処理の事業があり，また，職種も研究，開発，マーケティング，
営業など様々である．会社員である以上，諸般の事情で自
分の業務が変わることもあり得る．当然，得手不得手はあ
るだろうが，どんな状況においても自分に与えられたフィー
ルドで課題を見つけて分析し，それを解決（少なくとも努力）
する．これが Doctor of Philosophyのスピリットであると
私は理解している．
　ここで，その学位をとるための苦労というものを書けば
いいのだろうが，それが思い当たらない．もちろん研究室に
泊り込んで論文を書いたこともあったが，楽しんでやった
記憶しかない．あえていえば，大学院の研究で苦労できる
のも，喜びであった．社会人だからそう思える心の余裕が
あったのかもしれない．
　ただ，当時もっと考えるべきだったと思うことは，研究
生活における効率である．3年での修了は計画的に実行でき
たが，効率までは頭が回っていなかった．頑張ってはいたが，
ただ頑張るだけでは知恵がない．何をいつまでにどういう
順序でやれば効率的なのかを常に考え，ノートなどに記録
し，それを淡々と実行すべきであった．仮に計画どおりで
きなくとも，明日，今日，そして今，何をすべきかを強く
意識していれば，成果もより良い方向に変わったはずだ．

4．当時を振り返って

　平成 7年 3月，無事に社会人国内留学を終えることがで
きた．昨年，10数年ぶりに会った研究室の OBに「清水さ
んは，本当に楽しそうに研究室に来ていましたね」と言われ
た．過去を振り返って，あのころは楽しかったというのは
よくあることだが，社会人留学をしているときは，その当
時から毎日がとても楽しいと感じていた．自由に研究がで
きるから，着実に自分の成長が分かるから，研究室の仲間
に会えるから，単純に会社に行かなくていいから，いろい
ろな理由があったろう．ただ，楽しく研究している雰囲気
は同じ研究室内に伝搬して，他の学生にもいい影響を与え
たと思う．
　また，個人的にも，この留学を通じて，信号処理の知識
や課題を見つけて分析・解決する能力だけでなく，物事を
全体的にとらえて，しかもポジティブに考えられるように
なった．これは社会人経験を踏まえて，大学院で学ぶこと
ができたためであろう．
　社会人留学のためには，自分，会社，大学のバランスが
重要である．私の場合，昼休みのたわ言がきっかけだった
にもかかわらず私が社会人国内留学できたのは，当時は会
社に余裕があり，職場の協力もあり，また何より物事をじっ
くり学ぶことが大切だという雰囲気が会社内はもちろん社
会全体で強かったためと感じている．
　最近はどこの会社でも短期間での成果を求められ，イン
ターネットや携帯電話で面的にも時間的にも仕事に拘束さ
れることが多くなっている．一方で大学は少子化の影響も
あり社会人への門戸が広くなっており，留学にこだわらな
ければ，放送，インターネット，市民講座など学ぶチャン
スは確実に増えている．自分にあった方法で常に学び続け
ることが大切だ．
　このような社会人国内留学を終えて約 10年後，私はまた
自分に何か不足しているものを感じて，今度は 18か月ほど
ビジネススクールに通うことになるのだが，それは本題と
は関係ないので割愛する．

（平成 20年 9月 16日受付，11月 10日再受付）

清水　　聡 （正員）
▶昭 62京大・工・電子卒．同年沖電気工業（株）入社，現在に至る．
以来，ディジタル信号処理，音響分析，無線通信，ITSの研究開
発に従事．平 7千葉大学大学院博士課程了．平 7海洋音響学会論
文賞受賞．工博．

▶

恩師の谷萩先生（右）と
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小特集　社会人のための大学・大学院

今回の小特集に合わせて，通ソマガジンでは社会人を対象とする大学・大学院の学科，
専攻，プログラムなどの寄稿をお願いしました．受領した計 16大学の寄稿を受付順に
掲載しました．

長崎県立大学シーボルト校大学院国際情報学研究科
京都大学大学院情報学研究科
総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻（国立情報学研究所）
筑波大学
九州大学システム LSI研究センター
情報セキュリティ大学院大学
千葉大学工学部（千葉大学大学院工学研究科）
関西大学大学院工学研究科
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
秋田大学工学資源学部
横浜国立大学大学院工学府（物理情報工学専攻電気電子ネットワークコース）
北海道大学大学院情報科学研究科
千歳科学技術大学大学院光科学研究科
東北大学工学部・大学院工学研究科・情報科学研究科・医工学研究科
県立広島大学大学院総合学術研究科経営情報学専攻
東京工業大学

あなたの学びたいものはここにある
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　本研究科は今年 4月に開講されたばかりの新しい大学
院（修士課程）である．国際交流学専攻と情報メディア学
専攻からなり，それぞれ定員は 1学年 6名と 4名である．
　2009年度の入学時期は，4月と 10月で，試験は 2月
と 7月に行う予定である．詳細は下記の大学事務局に照
会されたい．
　本誌に関連した分野である，情報メディア学専攻は社
会情報領域と情報技術・コンテンツ領域からなっている．
社会情報領域は，社会情報関連の科目とメディア関連科
目から構成され，情報技術・コンテンツ領域は，情報技
術関連科目と情報コンテンツ関連の科目から構成されて
いる．
　情報メディア学専攻は，先端性と学際性を重視した教
育研究に基づき，情報と社会のかかわりについて幅広い
高度な知識をもった人材，最先端の情報技術を修得し，

活用できる人材，あるいは，情報システムを創造的に構
築できる高度な知識と技術をもった人材の育成に力を入
れ，高度専門職業人の養成を目的としている．
　教授陣も理論と実践を併せて教授できるように，実務
経験者をそろえ高度専門職業人の育成に対応できるよう
になっている．
　本研究科は，特に社会人に配慮した入試システムとカ
リキュラム編成をとっている．入試科目は情報メディア
学専攻では，専門分野における論文と面接のみで社会人
にも受験しやすくなっている．
　授業は昼間ばかりではなく，夜間と土曜日にも開講さ
れ，また，夏期及び冬期における集中講義も設け，社会
人が勉学できる環境を提供している．更に，社会人を対
象とした長期履修制度がある．通常 2年で修了するコー
スであるが，働きながら学ぶ社会人のために，3年ない
し 4年で修了できるように配慮されている．
　実際，本年度入学した学生は 9名であるが，6名まで
が社会人であり，その多くが長期履修制度を選んでいる．
このことは，カリキュラムや履修制度が，社会人に適し
ていることを示しているといってよいであろう．
　こうした特徴をもつ本研究科は，社会人に開かれた大
学院として今後，ますます，長崎県内ばかりでなく，広
く九州全域から学生が集まってくるものと予想され，地
域社会から求められる大学院となると自負している．
［問合せ先］　学生支援課095-813-5065

　　　　　　gakusei-g@sun.ac.jp

社会人を対象とした長期履修制度

長崎県立大学シーボルト校大学院
国際情報学研究科
http://sun.ac.jp/graduate/global/

小特集　社会人のための大学・大学院
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　 　研究科概要
　京都大学大学院情報学研究科は，認知科学，生命・生
物学，言語学，計算機科学，数理科学，システム科学，
集積回路工学及び通信工学といった情報関連学問領域に
対して，学問体系の高度化，並びに総合的な視野から先
駆的・独創的かつ学際的な学術研究を推進し，視野の広
い優れた人材を多数養成することを目的として，1998

年 4月に設置されました．本研究科は以下の 6専攻のも
と，3本柱の研究を推進しています．
　（ 1）　人間と社会とのインタフェース
　●　 知能情報学専攻：知の解明と構築─人間らしいし

なやかな情報処理の実現
　●　 社会情報学専攻：社会と情報化技術の調和
　（ 2）　 数理的モデリング
　●　 数理工学専攻：工学／自然システムのモデル化，解

析，運用，設計と解法探索
　●　 複雑系科学専攻：複雑系における多様な挙動の解

明とそのモデル化
　（ 3）　情報システム
　●　 システム科学専攻：情報とシステムのニューフロ

ンティア
　●　 通信情報システム専攻：情報化社会を支える基盤

技術の確立
　上記の専攻間の連携を進め，より広い領域の研究教育
を推進するため，例えば以下のような教育研究プログラ
ムが遂行されています．
　（ 1）　京都大学グローバル COEプログラム（文部科学

省）：「知識循環社会のための情報学教育研究拠点」
　（ 2）　けいはんな大学院・研究所連携プログラム
　●　 京大，阪大，奈良先端大，けいはんな地区研究所

群との情報学（情報科学）に関する連携プログラム
　 　 社会人を対象とした受講プログラム：通信情報シ

ステム専攻等の取組み
　情報学研究科通信情報システム専攻等では，神奈川県
横須賀市横須賀リサーチパーク（以下 YRP）に設置され
た京都大学次世代モバイルネットワーク研究グループ
YRPラボ（以下京大 YRPラボ）におきまして，この地域

から受け入れている社会人博士課程学生等に対する遠隔
教育を実施しております．京大 YRPラボには教育・研
究活動を行うための基盤環境として以下のシステムが設
置されています．
　（ 1）　計算機ネットワーク環境：京大 YRPラボは京

大キャンパスネットワークの一部して機能し ,社
会人博士課程学生等は YRPに居ながらにして京大
キャンパスネットワーク内の教育・研究システム
が利用可能となっています．

　（ 2）　遠隔講義システム機器（図 1）：本機器は，京都
の京大吉田・宇治キャンパスにおいて既に稼動中
の遠隔講義システムの一部として機能し，社会人
博士課程学生等への遠隔講義あるいは遠隔指導に
用いられています．

　（ 3）　遠隔学習システム（図 2）：本システムによって，
京大キャンパスネットワークを経由した Eラーニン
グ環境が利用可能になっています．

　京大 YRPラボの遠隔講義システムには本学学術情報
メディアセンターが運用している学内遠隔講義システム
の機能がコンパクトに実装されており，京大 YRPラボ
を学術情報メディアセンターのサテライト講義室の一つ
として吉田・宇治地区合わせて 15箇所の講義室との間
で遠隔講義が実施できるほか，SCS （Space Collabora-

tion System）との相互接続も可能になっています．本遠
隔講義システムを利用して，例えば通信情報システム専
攻では社会人博士課程学生を含む大学院生を対象とした
必修科目である「通信情報システム談話会」の遠隔講義を
平成 15年度より実施しています．
　 　最 後 に
　京都大学大学院情報学研究科では，様々な経歴や価値
観をもった学生をあらゆる大学・学部から受け入れ，ま
た社会人や外国人留学生も歓迎する開かれた研究科を指
向しています．博士後期課程の入試では社会人特別選抜
を実施しています．本研究科の詳細や入試情報について
は，研究科Webページを御参照下さい．
　［入試情報問合せ先］
　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町
　 京都大学大学院情報学研究科事務室教務担当（工学部 10号館）
　TEL （075）753-4894, 5508 （平日：午前 9時～午後 5時）

視野の広い優れた人材養成を目指して

京都大学大学院情報学研究科
http://www.i.kyoto-u.ac.jp/

図 2　遠隔学習システム図 1　遠隔講義システム
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　 　 研究所で学ぶ─研究機関を学びの場とする大学院教育─
　総合研究大学院大学は，学部をもたずに大学院だけを
置く国立大学として，昭和 63年 10月に開学した我が国
最初の大学院大学です．本部は神奈川県の葉山にありま
すが，ほかにも全国に散在する 18の基盤機関（研究所や
独立行政法人）に支部があり，人文社会科学から自然科
学にわたる諸分野で，学際的な大学院教育を実施してい
ます．国立情報学研究所（通称 NII）は，こうした基盤機
関の一つとして，平成 14年 4月に複合科学研究科情報
学専攻を開設し，5年一貫制博士課程と博士後期課程を
設置しています（入学時期：4月，10月）．これら二つの
課程では，情報学の先駆的な国際的研究機関である NII

の専門性を生かし，21世紀の「知識社会」をリードする
優れた人材の育成を目指しています．
　 　 情報学分野のリーダの育成─高度な専門職業人の

養成と社会人学生の受入れ─
　情報学専攻は，情報基礎科学，情報基盤科学，ソフト
ウェア科学，情報メディア科学，知能システム科学，及
び情報環境科学の 6分野で構成されています．これらは
従来の計算機科学，情報工学を基盤としつつ，人文社会
科学や生命科学を広くカバーする新しい学問分野です．
また，当専攻では基礎・応用・実用の様々なフェーズの
研究 ・ 教育が行われており，アドミッションポリシー
（下記）に掲げられているように，研究者の養成のみなら
ず，情報学の分野でリーダとして活躍する高度な専門職

業人の養成も目指しており，在職の
まま広い視野と深い専門知識を獲得
しようとする社会人学生も，求める
学生像の一つとして明記しておりま
す．社会人のための定員枠など特別
な制度は設けておりませんが，平成
20年 4月現在，71名の在学生のう
ち，半数近い 34名が社会人学生となっています．入学
の目的は様々ですが，一般企業での仕事の蓄積を理論的
にまとめ直したい，情報学分野での研究開発能力を磨き
たい，といった学生が多いようです．
　 　柔軟な指導体制と社会人学生への配慮
　情報学専攻の学生は，NIIの最先端の研究環境のもと
で，情報学に対する幅広い視野と見識を養うとともに，
それぞれの専門分野における高度な知識を身に付けるこ
とができます．また，入学者選抜の早い段階から教員と
コンタクトを取ることにより，個々の学生の目的や計画
と教員の専門とする研究領域が合致するよう配慮されて
おり，マンツーマンに近い形での指導が受けられます．
カリキュラムについては，個々の学生の事情に合わせて
柔軟に対応できるようになっており，時間的制約の多い
社会人学生に対しては，次のような配慮が行われています．
　●　遠隔教育システムなど情報技術の活用
　●　夕方以降の講義を増やしたカリキュラム編成
　●　時間的拘束の少ない集中講義やレポート課題の活用
　●　マンツーマンに近い体制を生かした柔軟な研究指導
　また，社会人学生の研究成果の帰属についても，個々
の事情に合わせた柔軟な取扱いに努めており，例えば勤
務先の業務にかかわることを研究テーマとする場合，
NIIと勤務先間の知的財産にかかわる取決め・契約締結
を NIIの知的財産管理部門を通じて支援しており，学生
及び勤務先に不利益がないように配慮しています．
　社会人学生だけの特別な制度は設けておりませんが，
これらの配慮並びに都心にあるという立地の良さから，
社会人にとっても魅力的な大学院になっているようです．
　 　情報学の中核的研究機関として
　国立情報学研究所は，情報学を専門に扱う学術研究機
関としては，国内唯一の存在であり，各研究者は国際的・
学際的にも最先端の成果を追究する優れた人材ばかりで
す．そうした教員たちと，様々なバックグラウンドをもっ
た社会人や留学生との異業種・異文化交流を図ることが
できるのは，当専攻の最大の魅力といえます．
　しっかりとした問題意識をもち，幅広い視野を備え，
経験を積まれた社会人の方々，更に，自ら選んだ研究分
野において，リーダ的な活躍を目指す意欲あふれる方々
の入学を歓迎します．

［問合せ先］　国立情報学研究所総務部研究教育促進課
　　　　　　国際・教育支援チーム　daigakuin@nii.ac.jp

国内唯一の情報学専門学術研究機関

総合研究大学院大学複合科学研究科
情報学専攻（国立情報学研究所）
http://www.nii.ac.jp/graduate/

情報学専攻アドミッションポリシー（抜粋）
■専攻の基本方針 

　情報学は，従来の情報科学・情報工学を基盤としつつ，人文・
社会情報学等を包含した，情報に関する新しい総合的学問分
野である．このような先端の情報学の素養を身につけ，広い
視野，柔軟な思考力と高度な専門知識をもつ研究者，および
高度な専門職業人を養成する． 

■求める学生像 

　高度情報社会の実現に向け，自然科学から人文社会科学を
幅広く横断した学際領域である情報学に関して強い興味を持
ち，情報学の分野でリーダとして活躍する研究者や社会に役
立つ情報技術を開発する高度な専門職業人となる素質を有す
る学生，あるいは，在職のまま広い視野と深い専門知識を獲
得しようという意欲を持つ社会人．
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　 　概　　要
　筑波大学では，“筑波大学は頑張る社会人を応援しま
す！”のキャッチフレーズのもと，「社会人のための博士
後期課程『早期修了プログラム』」を導入しています．
　このプログラムは「一定の研究業績や能力を有する社
会人を対象に，標準修業年限が 3年である博士後期課程
を最短 1年で修了し，課程博士号を取得させるプログラ
ム」です．
　本プログラムは，平成 19年度から実施しており，平
成 19年度は 21名が入学し，16名が 1年間で修了しま
した．平成 20年は 24名が入学し，平成 21年 3月末の
学位取得を目指して頑張っています．
　 　対　　象
　本プログラムの対象は「一定の研究業績を有する社会
人」です．ここで「社会人」とは常勤，非常勤を問わず，1

年以上の社会的経験（企業・官公庁・教育関係機関等で
の就業．家事従事等などを含む）を有する者を指します．
現在実施している研究科は下表のとおりで，主として企
業等で関連する研究をしている方を対象としています．
　「一定の研究業績」は専攻により異なった基準を設けて
いますが，おおむね 2編以上の査読付き学術論文が必要
です．詳しくは http://www.souki.tsukuba.ac.jp/risyu.

htmlを参照して下さい．
　 　履修するためには
　早期修了プログラム履修希望者は，通常の社会人向 

け入試を受験し，合格した後，合格発表後入学手続き 

（3月上旬の予定）までの間に研究科または専攻指定の書 

類を提出しプログラム適用の審査を受けることになり 

ます．
　研究科または専攻の指定する書類は，「希望者概要（履
歴書，最終学歴における専門分野，業務内容と志望分野
の関係等），業績リスト（おおむね 2編以上の査読付き学
術論文，学会・研究会での口頭発表，その他），達成度
に関する自己評価書，博士論文の構想」等であり，これ
らの書類をもとに「一定の研究業績」を有する者か否かを
判断します．なお，必要に応じて面接を課すことになり
ますが，審査及び審査手続き書類の詳細は，合格通知書
と一緒に送付致します．
　この審査において早期修了プログラムの履修が適当で
ないと判断された場合は，通常の入学として取り扱われ
ますので，課程修了のためには，標準 3年の在学が必要
となります．ただし，通常の入学となった場合において
も，在学中に優れた研究業績を上げたと認められる場合
は，従来の早期修了制度の適用が可能となりますので，
その場合においては，3年未満（1年数か月から 2年数か
月）での修了が可能です．
　 　ね ら い
　修士課程を修了し企業に勤務する技術者が学位を取得
する主な方法は，論文博士制度であると思われてきまし
た．ところが近年，論文博士制度を見直そうという動き
が高まってきています．その一つの理由は，論文博士制
度が国際的にあまり見当たらない我が国独特の制度であ
るためと思われます．急激にグローバル化する経済活動
の中で，我が国独自の制度が今後も国際的に認知されて
いく保障はありません．そう考えると，課程博士の制度
の中で学位を取得する方が本筋ですが，休職することな
く，企業に勤務しながら，3年間の博士の課程を修了し，
博士論文を完成させて学位を取得するのは，時間的・経
済的に大変な労苦が伴います．
　このように考えて，企業に勤務する技術者の多くは，
学術的成果も十分に上げ，実力も大学等の研究者に劣ら
ないと自覚しているにもかかわらず，博士の学位を取得
していないのではないでしょうか．中央教育審議会では，
このような状況にかんがみ，「新時代の大学院教育」答申
（平成 17年 9月 5日）の一部に，課程博士でありながら，
既に研究実績のある社会人に対して，短期に博士の学位
を取得させる短期在学コースを示唆しています．
　現在，このような学位短期取得コースは実現していま
せん．筑波大学の早期修了プログラムはこのような状況
の中，がんばる社会人を応援するためにスタートしたプ
ログラムです．秋葉原から 45分と東京からのアクセス
も容易でありながら広大なキャンパスの充実した研究・
教育環境をもつ「つくばキャンパス」と地下鉄丸の内線沿
線にある通学に便利な「東京キャンパス」，二つのキャン
パスをうまく使いながら，博士号の取得という高い目標
にチャレンジする社会人からの応募をお待ちします．

早期修了プログラム

筑波大学
http://www.tsukuba.ac.jp/admission/graduate/
s-program.html

実施研究科 実施専攻

数理物質科学
研究科

数学，物理学，化学，物質創成先端科学，電子・
物理工学，物性・分子工学，物質・材料工学

システム情報
工学研究科

社会システム ・ マネジメント，リスク工学，コンピュー
タサイエンス，知能機能システム，構造エネルギー
工学

生命環境科学
研究科

構造生物科学，情報生物科学，生命産業科学

ビジネス科学
研究科

企業科学 （夜間社会人大学院）
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集

　シリコンシーベルト福岡プロジェクトの研究拠点であ
る九州大学システム LSI研究センターのミッションの
一つは，福岡発の地域社会人教育モデルを全国に波及さ
せ，我が国の社会人教育プログラムの研究・開発・普及
に貢献していくことである．システム LSI設計人材養
成実践プログラム QUBE（Q-shu University hardware/

software Borderless system design Education program）
はその具体的な取組みの一つで，文部科学省科学技術振
興調整費により平成 17年 7月から平成 22年 3月までの
5年間の予定で実施している．電子情報系企業において
システム LSI設計の高度かつ先端技術の修得を必要と
する中堅，ベテラン技術者及び研究者を対象とし，大学
院レベル以上の先端レベルへスキルアップする講座群を
各講座 1～ 7日間の短期集中型講義で提供する．ここで
は，QUBEの目的，カリキュラム，実施状況を紹介する．

　 　 目的は，ハードウェア設計，組込みソフトウェア
設計，及び HW/SWコデザインのシステム LSI
設計 3分野の技術者養成

　システム LSI設計に携わる技術者及び研究者には，
ハードウェアや組込みソフトウェアの垣根を超え，先端
技術や製品市場に対する広い視野をもつことが要求され
る．このようなシステム全体を見渡す高い能力を有する
システム LSI設計技術者の育成という企業ニーズにこ
たえる社会人向け教育プログラムである．

　 　 カリキュラムは，システム LSI設計・先端設計・
実践設計の 3技術習得プログラムで構成

　（S） システム LSI設計技術習得プログラム
　2～ 7日間の 2講座からな
る．HW・SW・コデザインの
3分野の設計者がチームを編
成し，共同でシステム LSIの
設計・試作・実機評価を実践
し，一貫設計フローと先端設
計技術を習得させる．九州大
学若手教員が企画開発した全
国にも例がないプログラム
で，平成 19年度まではマル

チメディアフォンを演習題材として実施してきた．
　（A） 先端設計技術習得プログラム
　1～ 4日間の 35講座からなる．技術マネジメント知
識等（4講座）も盛り込み，ハードウェア設計（10講座）・
組込みソフトウェア設計（13講座）･HW/SWコデザイン
（8講座）の 3分野の最先端設計技術を身に付けさせる．
各テーマ研究の第一人者を講師に招聘し，個々の技術を
深く掘下げて学ばせるプログラムである．
　（P） 実践設計技術習得プログラム
　1～ 4日間の 6講座からなる．実務の入口で必要な実
践技術を身に付けさせる．平成 19年度から新規に追加
したプログラムで，（S）（A）受講前の補習講座と位置づけ
ている．
　 　 特徴は，短期集中型講義で受講料は無料，新規講座の追

加や出張講義などで受講者及び派遣企業のニーズに対応
　QUBE講座は，文部科学省の科学技術振興調整費に
よる新興分野人材養成事業のため受講料は無料（教材費
のみ必要な場合あり）である．EDAツール，FPGAボー
ド等を用いた実践的演習を短期集中型で実施している．
　QUBEホームページ に実施講座のシラバスを掲載
し，講座単位で一般公募する．受講生はシラバスを見て
受講したい講座を自分自身で選択・申込み，QUBE事
務局 qube@slrc.kyushu-u.ac.jpから選考結果通知が届く
と受講できる．講座ごとに合否判定され，「（S）の 1講座
合格」または「（A）の 2講座合格」ごとに修了証が授与さ
れる．
　実施講座数は，平成 17年度は 16講座で始め，新規講
座の追加により 18年度は 28講座，19年度は 35講座と
拡大してきた．通常の講義場所は福岡市の九州大学百道
浜サテライトキャンパスであるが，講師・講義内容はそ
のままで講義場所のみ変更する出張講義も大分県・宮崎
県及び東京大学・大阪大学などで実施してきた．
　平成 19年度の受講延人数は，前年度比 2.7倍の 432

人に大幅に増加した．同じ場所（福岡市百道浜）で入門・
基礎レベルの講座群を社会人向けに提供している福岡シ
ステム LSIカレッジ（平成 13年 12月開校，福岡県が管
理運営）でも 994人の受講があり，両者が地域としての
大きな人材源となっている．

システムLSI設計人材養成実践プログラム

https://qube.slrc.kyushu-u.ac.jp/

九州大学システムLSI研究センター
http://www.slrc.kyushu-u.ac.jp/

QUBEカリキュラム

コース

HW/SW
コース

「雑音問題」「Power/Signal Integrity問題」
「回路設計技術：A/D・D/A、RF・アナログ」
「テスト設計技術」「実践的設計手法」

コース

コース
「開発方法論」「モデリング」「モデル検査手法」

「プロダクトライン」「コーディング技術」「テスト手法」
「リアルタイムOS」「ミドルウェア」

コース 「知的財産」「プロジェクト管理」「MOT（Management Of Technology）」

コース コース
「ハードウェア技術者のための組込みソフトウェア設計技術入門」

「組込みソフトウェア開発基礎」
「組込みソフトウェア技術者のためのハードウェア設計技術入門」

「デジタル設計基礎」「アナログ設計基礎」「DA基礎知識」

「システムレベル設計」「協調設計」「低消費電力設計」3 1
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　 　 技術からマネジメントまで幅広く学び企業活動の
根幹を支える情報セキュリティプロフェッショナ
ルへ

　IT技術の進展や企業活動のグローバル化に伴い，ヒ
ト・モノ・カネに次ぐ第 4の経営資源としての情報を扱
う情報セキュリティは，リスクマネジメントやコーポ
レートガバナンスの一環としても重要な経営課題となっ
ており，官民を問わず社会のあらゆる領域で高度な情報
セキュリティ専門人材への需要が高まっている．
　こうした背景から，2004年 4月，我が国初の情報セ
キュリティに特化した独立大学院として，横浜駅直近に
誕生したのが情報セキュリティ大学院大学である．教学
組織としては，情報セキュリティ研究科情報セキュリ
ティ専攻のみ（学部を置かず大学院のみ）を設置してお
り，文字どおり全学一丸となって同分野の教育研究に取
り組んでいる．本学では情報セキュリティを学際的な総
合科学ととらえ，『暗号技術』『ネットワーク技術』『情報シ
ステム』といった技術的要素から，『管理運営』『法制度』
『情報倫理』といった非技術的要素までを網羅したカリ
キュラムを編成している．
　博士前期課程においては，学際的アプローチにより，
情報科学や法制の基礎，情報セキュリティ専門技術，セ
キュリティ脅威の実例，社会制度の現状と課題等に関す
る専門知識，新技術やセキュリティ問題の調査とそれに
関する議論を中心とした輪講，実験，実習などを組み合
わせ，深い専門知識の獲得と現場知識の涵養を目指す．
また，各人の興味・関心領域，研究テーマ，バックグラ
ウンドによって，それぞれの研究推進に必要な知識を明
確にするために，「暗号テクノロジ」「システムデザイン」
「法とガバナンス」「セキュリティ／リスクマネジメント」
の四つのコースを設定し，履修指導，研究指導を行って
いる．課程修了者には，修士（情報学）が授与される．
　博士後期課程においては，内部進学者のみならず，現
職の大学教員をはじめ既に相当の研究業績を有する学外
からの入学者が多数在籍し，それぞれの専門分野におけ
る先端的な研究を遂行しつつ，新たな学問分野ともいう
べき「情報セキュリティ学」の体系化に努めている．課程

修了者には，博士（情報学）が授与される．
　 　 社会人比率 8割強─ SIerからユーザ企業，マス

コミ，官公庁まで多様なバックグラウンドをもつ
社会人学生が多数在籍─

　入学者選抜にあたっては，基礎学力のほか，情報社会
に対する倫理観と問題意識，真摯な態度で研究に臨む積
極性や主体性を重視している．博士前期課程の社会人特
別選抜の場合，筆記試験は課さず，研究計画書等の出願
書類と面接によって選抜を行い，広く門戸を開いている．
　在学生の 8割強を現職の社会人が占める本学では，シ
ステムインテグレーター，ISP，ソフトウェアハウス等
に勤務する SE，研究者，営業担当者をはじめ，ユーザ
企業のシステム担当者，人事・総務担当者，教育・研究
機関や官公庁の職員など，所属業界も多岐にわたる．博
士前期課程入学者は 4年制大学卒が約 7割を占めるもの
の，短大，専門学校，他大学院修了者と最終学歴も様々
である．また，出身学部についても，理工系のみならず，
社会科学系や人文科学系，学際系など幅広い．
　 　 夜間・土曜の授業と奨学金制度でキャリアを中断

せずに修学可能
　本学キャンパスは横浜駅より徒歩 1分に位置し，都内
の各主要ターミナル駅からのアクセスも良好である．
　また，研究指導のみならず，必修科目を含む授業時間
の多くを平日夜間（18:20～ 19:50，20:00～ 21:30）と土曜
昼間に開講しており，離職することなく修学することが
可能である．入学時期は，4月，10月の年 2回となって
いる．
　更に，社会人も利用可能な独自奨学金制度のほか，時
間的に制約のある社会人学生が存分に研究活動に取り組
めるよう，附属設備や利用時間にも配慮をしている．大
学院生研究室は，土日祝を含め年間を通して 8:00～
24:00の利用が可能であり，大学院生研究室以外にも，
実験実習室・情報処理室・講義室も授業等の使用状況に
応じて適宜自習スペースとして開放．併せて，大学事務
局は，平日は 22:00まで，土曜日は 17:30まで窓口業務
を行っており，仕事と学業の両立を目指す社会人学生の
サポートに努めている．
　［問合せ先］　 情報セキュリティ大学院大学事務局

E-mail：iisec@iwasaki.ac.jp

　

情報セキュリティ教育のスタンダードを
世界に向けて

情報セキュリティ大学院大学
http://www.iisec.ac.jp/
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　 　千葉大学工学部における社会人用教育コース
　千葉大学は約 1万 3千人の学生が学ぶ，全国でも有数
の規模をもつ総合国立大学です．千葉大学工学部には，
以前より社会人用の教育コースがおかれ，多数の社会人
学生を受け入れてきました．工学部は 39万m2に及ぶ
千葉大学のメインキャンパスである「西千葉キャンパス」
にあります．西千葉キャンパスは，JR総武線西千葉駅
の駅前という通学に便利な場所に位置しています．
　現在，工学部の社会人用教育コースは，「都市環境シス
テム学科」に設置されています．都市環境システム学科
は「都市環境」というシステムを総合的にとらえ，高度な
専門知識と豊かな創造性をもって都市にかかわる諸問題
に対処する専門技術者，研究者の養成を目的として，平
成 10年 4月に工学部の 1学科として発足しました．そ
の教育・研究範囲は，都市計画，防災，リサイクル，エ
ネルギーなど多岐にわたります．情報システムや通信
ネットワークは都市に欠かせないインフラであることか
ら，情報や通信関連の授業も多く開講されており，それ
らを専門とする研究室も複数おかれています．
　都市環境システム学科は，都市空間計画（都市計画等），
都市基盤工学（防災，ライフライン等），都市環境工学（エ
ネルギー，リサイクル等），都市情報工学（数理，情報，
通信等）の四つの領域をもち，これらが相互に連携して
教育・研究を実施します．更に，博士前期課程・後期課
程に進学したい学生のために，大学院工学研究科内に「都
市環境システムコース」が用意されています．学生の就
職先も幅広く，通信事業者や電機メーカーなど電子情報
通信学会通信ソサエティに関係の深い企業にも，毎年相
当数の学生が就職しています．
　 　逆 T字型・昼夜循環開講制カリキュラム
　都市環境システム学科には社会人学生だけでなく，高
校を卒業し，千葉大学の一般入試を受験して入学してき
た学生も在籍しています．そのため，昼間に通学する学
生と夜間に通学する社会人学生の両方が無理なく学べる
よう，大半の専門科目は昼と夜（若しくは土曜日）に開講
されています．
　社会人学生の中には，週に 1日程度集中して受講でき

るカリキュラムの方が望ましい方もいます．この点を考
慮し，都市環境システムコースでは，平日の 1日集中開
講日と夜間開講を組み合わせた逆 T字型時間割が組ま
れています（図 1）．この逆 T字型時間割において，1年
ごとに昼間開講科目と夜間開講科目を入れ換えることに
より（昼夜循環開講制），夜間受講の社会人学生，昼間集
中受講の社会人学生，一般学生のいずれもが 2年間で希
望科目を履修することができます．
　 　 3年次編入から大学院博士後期課程まで：社会人

教育の高度化
　平成 19年度まで，都市環境システム学科には昼間主
コース（Aコース：定員 40名）と夜間主コース（Bコース：
1年次入学定員 50名，3年次編入定員 40名）が並存し，
Bコースにおいて社会人学生を受け入れてきました．し
かし，高度な社会人教育に対する需要が高まっているこ
とにかんがみ，平成 19年度を最後に Bコース 1年次入
学を廃止し，平成 22年 4月入学者を対象とした 3年次
編入から大学院博士前・後期課程までつなげる社会人教
育の高度化を図りました．3年次編入定員は 45名で，
30名分が「社会人特別選抜」枠として社会人学生用に確
保されています．
　高等専門学校，大学，理工系短期大学を卒業し，社会
人として 2年以上の経験をもつ方は，社会人特別選抜枠
での受験ができます．加えて，高校を卒業し，千葉大学
指定の放送大学科目を修得すれば，社会人特別選抜枠で
の受験資格が得られる制度を新たに設けました．平成
21年 11月ごろに実施される，平成 22年 4月入学者を
対象とした 3年次編入学試験社会人特別選抜の詳細は，
千葉大学工学部 HP若しくは当学科 HP（http://www.

tu.chiba-u.ac.jp）に掲載される予定です．直接大学院に
入学することももちろん可能です．大学院入試は例年 8

月に行われ，大学院進学希望者を対象とする大学院説明
会が 4月末ごろに開催されます．
　千葉大学工学部には，多彩な専門をもち，国際的にも
優れた研究を行う教員が数多くおります．社会での経験
をベースに，より幅広い知識や高度な専門性を身につけ
て社会に戻って活躍したいとお考えの皆様，是非お待ち
しています．

逆 T字型で学びやすい社会人用コース

千葉大学工学部（千葉大学大学院工学研究科）
http://www.tu.chiba-u.ac.jp

図 1　 逆 T字型時間割（平成 20年度 都市環境システムコース 前期時間割：
6限は 18:30～ 20:00の開講）

月 火 水 木 金

1限

2限

3限 都市防災
工学

4限 環境資源
循環学

都市基盤
工学

5限 通信ネット
ワーク工学 都市計画学

6限 都市再生論 環境エネル
ギー保全論 住環境計画学 数理解析論 都市知能

情報論
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　関西大学大学院工学研究科は，関西大学工学部（1958年
設立，2007年 4月からシステム理工学部，環境都市工学部，
化学生命工学部の 3学部に改組）の第 1期生が卒業した
1962年度に開設されました．
　2009年度から数学分野，物理・応用物理学分野の理
学系 2分野を増設し，関西大学大学院理工学研究科とし
て新たに再出発する予定です．新生関西大学大学院理工
学研究科博士課程は，前期課程ではシステムデザイン専
攻（数学分野，物理・応用物理学分野，機械工学分野，
電気電子情報工学分野），ソーシャルデザイン専攻（建築
学分野，都市システム工学分野，エネルギー・環境工学
分野）及びライフ・マテリアルデザイン専攻（化学・物質
工学分野，生命・生物工学分野）の 3専攻を有し，後期
課程は，総合理工学専攻として総合的な研究指導体制を
とっています．この後期課程では，学内に設置されてい
る先端科学技術推進機構との連携はもちろん，国内の他
研究機関や海外の大学との連携・交流を強化拡大し，広
い学識と国際的視野をもつ専門研究者の育成を目指して
います．
　関西大学には，「学の実化（がくのじつげ）」という学是
があります．これは，大学が研学の府として学問におけ
る真理追究にだけ終わることなく，社会のあるべき姿を
提案し，その必要とするものを提供することによって，
学理と産業界，官界との橋渡しをするという姿，すなわ
ち，「学理と実際との調和」を求める考え方です．大学が，
その成果を実社会へ還元すること，逆に，社会における
ニーズを吸収し，より良い社会を目指した学問のあり方
を追求することを大学に求めたもので，今でいう，産学
連携，産官学連携の基本となる考え方であると理解でき
ます．このような理念のもと，関西大学は，「大阪の大学」
「日本の中の大学」から「世界の中の関西大学」を目指し，
発展していきます．
　この「学の実化」の考え方を大学院の入口論に当てはめ
ると社会人入学試験になるのではないでしょうか．社会
人入学生は経験に裏打ちされた多くのノウハウをもって
おられます．これらを，学問体系の中で正確に位置づけ
るとともに，更に新たな知識を身に付けることは，技術

革新の激しい現代社会で技術者が生き残るための，強力
な実践力と先端理論を身に付けることになります．大学
にとっても，社会経験を積んだ方々が，その社会での経
験を大学院での研究・教育にフィードバックして頂ける
ことは大変価値のあることです．一般の学生のモチベー
ションが上がるだけでなく，社会が求めている大学院で
の研究・教育を直接知ることができるからです．このよ
うな学びと実践の正しい循環を作ることが大学院の新し
い役割として求められているのではないでしょうか．関
西大学理工学研究科では，社会での経験をもった多くの
方に入学して頂けることを期待しています．
　社会人に対する入学試験制度は，前期課程，後期課程
ともに，10月と 2月に，企業，官公庁，教育・研究機
関等において継続して 2年以上の勤務経験者（あるいは
予定者）を対象とした「社会人入学試験」を実施していま
す．試験科目は口頭試問のみで，これまでの職務経験や
勉学・研究意欲を評価し，選考しています．学費は前期
課程：1,139,000円（別途，入学金：130,000円），後期課程：
819,000円（別途，入学金：130,000円）となっています．
なお，後期課程の学費は，2009年度から減額改定され
ています．
　また，後期課程では，ゼミナールは土曜日を中心に，
社会人の方の仕事との両立を可能とする形で行われてい
ます．また，個別の研究指導も，指導教員の裁量で，土
曜日，夕刻などの時間帯に行うように配慮されています．
標準修業年限は前期課程 2年，後期課程 3年ですが，後
期課程においては，優れた成果を上げた学生に対しては，
早期修了の道もひらかれています．特に，電気電子情報
工学分野では，ここ数年，継続的に社会人の後期課程修
了生を輩出しており，電気電子情報工学分野としては積
極的に社会人の入学生を受け入れています．
　本研究科へ興味のある方は，遠慮なく，個々の研究指
導教員に問合せをお願いします．電気電子情報工学分野
では，電気系のみならず，広く通信分野，情報分野を専
門とする教員も充実しており，関西大学大学院工学研究
科のホームページ（http://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/

eng/）には各教員の研究紹介が掲載されています．
　［参考］
　Kansai University Syllabus System

　（http://jmss3.jm.kansai-u.ac.jp/search/SyllabusBridge)

　関西大学 HP問合せ一覧
　（https://www.kansai-u.ac.jp/global/top/faq.html）

「学の実化（がくのじつげ）」を世界へ

関西大学大学院工学研究科
（2009年 4月1日から理工学研究科に名称変更します）
http://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/eng/
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　 　大学・研究科概要
　奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）は，先端科学
技術の発展に資する人材を養成するために，学部を置か
ない大学院大学として平成 3年 10月に設置されました．
情報科学研究科の募集人員は，博士前期課程（修士）が
146名，博士後期課程（博士）が 43名です．博士前期課
程では，旺盛な好奇心と何にでも挑戦する実行力をもっ
た人を，博士後期課程では，専門テーマにおける問題発
見と解決の方策を見出す力をもった人を求めています．
もちろん社会人にも門戸を広く開いています．以下で紹
介するように，入試制度や教育プログラムに工夫を凝ら
しており，数多くの社会人学生が本研究科を修了し学位
を取得しています．
　 　社会人に配慮した入試制度
　博士前期課程入試では，筆記試験を行わず，英語と数
学の口頭試問を含む面接と提出書類に基づき合否を判定
します．英語の口頭試問については，TOEIC公開テス
トのスコアで代えることもできます．入学時期は，春期
（4月）と秋期（10月）の年 2回です．文科系・理科系は不
問で，社会で活躍中の研究者や技術者も受験できるよう，
選抜は年 3回実施しています．なお，博士後期課程入試
では，修士の学位を有していなくても，相応の職務歴が
ある社会人には受験資格を与え，積極的に受け入れてい
ます．
　 　柔軟で多様な教育プログラム
　2カ月で講義の単位を取得できる 4学期制をとってお
り，短期間に集中的に履修するなど，時間的制約の多い
社会人でも無理なく履修計画を立てることができます．
また，大学院教育改革プログラム　「創造力と国際競争
力をはぐくむ情報科学教育コア」や「先導的 ITスペシャ
リスト育成推進プログラム（ソフトウェア技術者養成，
情報セキュリティ管理者養成）」の推進拠点に選ばれてお
り，より実践的で応用力をもつ技術者の育成にも力を入
れています．更に，中小企業産学連携製造中核人材育成
事業「次世代ロボット分野でのイノベーション型製造中
核人材育成」では，起業，スキルアップ，社員教育をキー
ワードに，関西圏の社会人教育の中核組織として展開を

始めています．
　多くの社会人学生が，短期修了制度を利用しています．
修士号は，1年ないし 1年半で取得できます．博士号も，
博士前期課程と通算して最短 3年で取得可能です．なお，
修士号については，企業での実務で開発した製品などを
テーマにした「課題研究」で取得する道もあります．
　 　社会人修了実績
　2003年度から 2007年度の 5年間に，本研究科を修了
した社会人は，修士 58名（学生定員の 7.9％），博士 50

名（同 23.3％）です． 短期修了者は，修士 16名（社会人
修了者の 27.6％），博士 29名（同 58.0％）にものぼります．
社会人博士修了者の 2割にあたる 10名は，資格審査に
より受験資格が与えられ，本研究科に合格・入学した者
です．
　情報科学研究科の詳細は，ホームページに掲載されて
います．「NAIST　情報」で検索してみて下さい．受験
生向けにブログやメールマガジンもあります．情報通信
技術の発展や変化に柔軟に対応できる能力を身に付けた
いと考えている社会人の皆さん，是非，NAIST情報科
学研究科へ．
　［問合せ先］　 学生課　gakusei@ad.naist.jp

関西圏の社会人教育の中核組織

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
http://isw3.naist.jp

社会人在校生の声：
深江唯正さん（三菱電機）

　現在，博士後期課程に在学中で，移動
体向け短距離通信システムの研究を行っ
ています．私が，NAISTを希望したのは，
やはり会社での研究テーマとリンクして
いる点が第一です．それだけ，NAIST
が名称のとおり先端技術を目指している
証でもあると考えます．

過去5年間の社会人学生の修了状況
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　秋田大学工学資源学部において社会人を対象とした通
信教育講座とMOTコースを御紹介する．
　通信教育講座は昭和 23年に全国に先駆けて，工学資
源学部の前身である秋田鉱山専門学校が，職場の勤労者
に技術を教授することを目的に通信教育部を開設し，そ
の後通信教育講座として採鉱・地質，冶金・金属材料，
電気・電子課程に拡充された．現在，国立大学唯一の社
会通信教育として重要な役割を果たし，今まで約 1,600

名以上の修了生を社会に輩出している．入学時期は随時
となっており，受講希望者が都合のよいときにいつでも
入学できる．また，入学試験もなく 18歳以上の方であ
れば学歴・性別を問わず入学できることも特徴の一つで
ある．履修コースは 8コースあり，テキストをもとに自
学自習したものを郵送により報告し，これに添削と評価
を受けて学習を進めていく．職業上の知識・技術の習得
や新たなリフレッシュ，また一般的な教養を身に付けた
い方々が自宅にいながらにして受講できることが，本講
座の最大の魅力といえる．なお，成績優秀な修了生は，
文部科学大臣や（財）社会通信教育協会長の表彰を受ける
ことができ，現在までに 309名が表彰を受けている．
　秋田大学大学院工学資源学研究科において開設されて
いるMOT（Management of Technologyの略）コースは，
大学で学んだ知識や技術を事業・経営に活かし，創造力，
マネージメント力を発揮できる人材の養成を目的とした
教育プログラムとなっており，講義は，産業界や他大学
において第一線で活躍中の講師が担当している．この
MOT教育プログラムでは①企業経営者の心得とすべき
基礎的な知識，②「ステークホールダー」，「キャッシュフ
ロー」，「デリバティブ」，「ヘッジファンド」，「サブプライ
ムローン」等のアップツーデートなテーマ，③「地域金融
機関機能と地域経済」，「ものづくり中小企業の持続性と
発展」等地域経済を重視する点が特徴であり，（1）経営の
基礎（2）ものづくり・ベンチャーの基礎（3）事業・経営戦
略と管理の三つの教育分野で構成されている．本コース
は，社会人も科目等履修生として受け入れている．入学
時期は原則として，4月と 10月であるが，社会人であ
ることを考慮して，随時受入れ可能であり，現在 4名が

大学院生に交じって熱心に受講している．大学院生にお
いては，既に 120名以上が受講しており，予想以上の人
気となっている．
　［問合せ先］　 通信教育講座担当事務（通信教育係）

tukyo@jimu.akita-u.ac.jp

MOTコース 担当事務（大学院係）
koudai@jimu.akita-u.ac.jp

社会人を対象とした通信教育講座と
MOTコース

秋田大学工学資源学部
http://www.eng.akita-u.ac.jp/
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　情報通信工学分野に従事されている社会人の皆様へ，
横浜国立大学大学院工学府を御紹介致します．横浜国立
大学は，横浜駅に最も近い国立大学です．特に神奈川県
内に在住の社会人の皆様には，仕事帰りに大学へ通学す
る場合にも大変便利です．本学府では，特に社会人に配
慮した入試制度や社会人向けの特色あるプログラムを設
けており，社会人を積極的に受け入れる体制を充実させ
ています．本稿では，特に博士号取得をお考えの社会人
の皆様に，博士課程後期を中心にこれらの特徴を御紹介
致します．
　 　社会人特別選抜制度
　本大学院では，社会人技術者または研究者で，博士課
程後期への入学にふさわしい専門知識と学力をもつ方を
対象として，高度な学術の継続研究と博士の学位取得の
道を開くため，特別選抜による入学者選抜を実施してい
ます．具体的には，社会人技術者または研究者であって，
同一企業等に 2年以上正規職員として勤務した経験のあ
る方には，筆記試験等が免除となる特別選抜の出願資格
があります．
　 　長期履修学生制度 
　職業を有している社会人の皆様には，標準修業年限（博
士課程前期 2年，博士課程後期 3年）を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了する
「長期履修学生」に認定される資格があります．長期履修
学生に認定された方は，一般の学生とは異なり，修学年

数に関係なく，標準修業年限（博士課程前期 2年，博士
課程後期 3年）分の授業料で修学することができます．
　 　柔軟な募集及び学位取得スケジュール
　社会人の募集は例年，4月入学と 10月入学の年 2回
の機会があり，入試はそれぞれ 1月と 8月に実施してお
ります．修了の機会は年に 4回（3月，6月，9月，12月）
あり，研究業績次第では標準修業年限からの短縮修了も
可能です．
　 　PEDプログラム
　 本 学 府 で は 平 成 19年 4月 よ り，PED（P

パイ

i-type 

Engineering Degree）プログラムと呼ばれる独自のプロ
グラムを開設しました．このプログラムは，科学技術の
進展をイノベーションを通じて「高度なものづくり」へと
結実させることのできる実務家型技術者・研究者の育成
を目指すものです．PEDプログラムは，“Pi（Π）”のギ
リシャ文字が表すように，工学基盤知識（Πの横棒）で連
結された複数の専門性（Πの二つの縦棒）を身に付けるこ
とを目的としたものです．博士課程前期においては，二
つの異なる専門技術を指しますが，博士課程後期では実
践的技術者・研究者の育成を指し，まさに社会人の皆様
をターゲットとしたカリキュラムが用意されています．
　PEDプログラムでは，夜間開講及び土日開講を取り
入れ，知識集積型産業が密集している横浜に実践性の高
い大学院教育サービスを提供しているため，社会人学生
の方にも無理のない履修が可能です．また，既に修士号
を取得して研究業績を上げている社会人の方は，最短 1

年で博士号を取得することも可能です．
　なお，工学府 物理情報工学専攻電気電子ネットワー
クコースでは，電気電子デバイスから情報通信・情報工
学に至るまで，幅広い分野をカバーしています．所属教
員の専門分野・連絡先は，募集要項を御参照下さい．募
集要項及び入試日程等の詳しい案内は，本学大学院工学
府のホームページ http://www.eng.ynu.ac.jp/ENG/

jpn_in/index.htmlを御覧下さい．志の高い社会人の皆
様の積極的なチャレンジをお待ちしております．

社会人に向けた独自の PEDプログラム

横浜国立大学大学院工学府（物理情報工学専攻
電気電子ネットワークコース）
http://www.eng.ynu.ac.jp/ENG/jpn_in/
index.html
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　北海道大学大学院情報科学研究科には，社会人を対象
とした博士後期課程への特別選抜制度があります．ここ
では，この社会人特別選抜制度の概要について紹介させ
て頂きます．
　 　北大の情報科学研究科とは
　「情報科学」というと，計算機科学あるいはソフトウェ
ア科学といった分野を思いがちですが，北大大学院の情
報科学研究科は，英語でいうと，「Graduate School of 

Information Science and Technology」で，「情報科学技
術」に関する教育研究を担っています．つまり，ハード
ウェアからソフトウェアまで，また，デバイスからシス
テムまで，実に幅広い分野に対応し，「情報・電気・電子」
といった分野すべてに関係した学術分野を対象として教
育研究を推進しております．
　現在，本研究科では，「世界最高水準の卓越した教育研
究拠点形成と大学院教育の抜本的強化」を目的とし，文
部科学省所管の二つの大型プロジェクトを推進していま
す．一つは，「グローバル COEプログラム」に採択され
た「知の創出を支える次世代 IT基盤拠点」（2007～ 2011

年度）というプロジェクトであり，今一つは，「大学院教
育改革支援プログラム」に採択された「多元的な資質伸長
を促す学びの場の創成」（2007～ 2009年度）というプロ
ジェクトです．
　 　大学院博士後期課程の社会人特別選抜とは
　情報科学研究科では，社会人の方に広く門戸を開放し
ております．学士や修士の学位を取得していなくても，
また，在職したままでも，博士後期課程に入学すること

ができます．標準修了年限は 3年ですが，在学期間を短
縮して修了することも可能です．
　出願資格審査から博士の学位取得までの流れを図 1に
示しました．この図では，例として，平成 20年度 10月
入学者に関する日程（予定も含む）が記述されておりま
す．「社会人として 2年以上の在職と卒業後 2年以上の
研究・開発歴がある」ことが，この特別選抜の資格であ
りますので，その審査を入学試験より前に行っております．
　これらの詳細は下記へお問い合わせ下さい．
　 　博士後期課程（社会人特別選抜）での教育と研究
　入学後の研究は，会社に勤務した状態で，指導教員と
ともに研究活動を進めることになります．研究を進める
にあたっては，北大に在学している学生とほぼ同様なサ
ポートが得られます．
　大学のスクーリングは，指導教員との相談により，年
間スケジュールに従って実施されますが，そのほかに，
授業科目を収録した eラーニング教材の閲覧による予
習・復習を常時可能とし，様々な期待に応える単位の実
質化を図っています．eラーニング教材の科目数は平成
19年度後期には 17科目にまで増加しています．科目数
の履歴を図 2に示しました．
　このように，社会からの要請にこたえて社会人入学を
積極的に受け入れ促進する設備・制度を拡充しており，
今までの社会人入学者数の推移は，表 1のようになって
おります．
　 　ま と め
　「守破離（しゅはり）」という言葉を御存知でしょうか．
「守」は師の教えを守る，「破」は自分の殻を破る，「離」は
もっと先に進んで従来の世界を離れて，自分の世界を創
造していくという意味です．是非，北海道大学大学院情
報科学研究科の博士後期課程に入学され，最先端の情報
科学技術を学び，皆様それぞれの「離」の実現に向けて，
学位の最高位である「博士」の学位を取得されることを期
待しております．
［問合せ先］
　〒060-0814　札幌市北区北14条西9丁目
北海道大学大学院情報科学研究科事務室教務担当
電話011-706-6946　E-mail: kyomu-t@ist.hokudai.ac.jp

ICT活用の社会人博士後期課程

北海道大学大学院情報科学研究科
http://www.ist.hokudai.ac.jp/examinfo/
a_student.html

図 2　eラーニング閲覧可能科目数の推移

図 1　博士学位取得までの流れ

表 1　社会人入学者数の推移（単位：人）
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　千歳科学技術大学光科学部は，光サイエンスにかかわ
る教育・研究を軸として設立され，2008年に開学 10周
年を迎えました．10周年を機に学科改編を行い，「グロー
バルシステムデザイン学科」「光システム学科」「バイオ・
マテリアル学科」の 3学科からなる「総合光科学部」体制
となっています．
　千歳科学技術大学では開学以来，地域社会や産業界と
のかかわりを重視し，前者では千歳市の地域ポータルサ
イト「ハローちとせ」の運用に対する協力や小学校から高
校に至る各種学校との連携を活発に進めています．特に
本学で開発した eラーニングシステムの活用を中心とす
る高大連携協定は 23高校に及んでいます．
　更に千歳科学技術大学『eカレッジ』では，社会貢献の
一環として，本学独自で開発・運用をしている eラーニン
グシステム『CIST-Solomon』の各種コンテンツを無料
で広く社会に公開しています．また産業界とのかかわり
では本学の開学と機を同一にして開設されたホトニクス
ワールドコンソーシアムが，「光」をテーマとして千歳科
学技術大学を核に産・学・官の連携により先端技術の研
究・開発・産業の集積された頭脳拠点と新技術産業の創
出・育成の場の形成を目指しており，研究クラスターを
軸とする研究交流や各種講演会などを通して産・学・官
の連携を進めています．
　大学院／光科学研究科では，社会人学生を対象とした
募集を行っています．
　学部は 3学科構成ですが，大学院は 1学科 1専攻となっ
ており，博士前期課程では，狭い専門分野を指向するの
ではなく，光科学全般の基礎知識をベースに，物質・シ
ステム・情報の各分野を結合・融合することにより光科
学分野の高度な専門職業人の育成を目指しています．ま
た博士後期課程では光科学に関する新分野の開拓を担う
高度な研究者・先端技術開発者の育成を目指しています．
　博士前期課程は完成年度から 5年，後期課程は 2年の
実績ですが，既に 4名の社会人修了者が出ており，後期
課程の在学者は 11名中 6名を社会人が占め，社会人主
体の構成になっています．また，社会人入学者のうち他
大学出身者が半数を占めており，実学を重視する本学が

企業との密接なつながりのもとに企業における研究・開
発活動に合致した大学院プログラムとなっていることの
証と考えています．
　社会人に対する施策として，博士後期課程では仕事の
関係や所属企業との調整等に配慮し，より柔軟な入学タ
イミングをとれるように春（4月）または秋（9月）の入学
が可能であり，特に秋入学は社会人のみを対象としてい
ます．更に後期課程では単位制ではなく，スクーリング
主体でロケーションを問わず研究に専念できる環境を整
えています．
　また，企業における研究・開発は問題解決型であり，
学問的な業績に直接リンクしていない場合も散見される
ため，入学前にそれまでの実績に対して学問的な価値判
断を行い，在学期間で学位論文の取りまとめが可能であ
るか等，事前打ち合わせを十分行うとともに，本学大学
院に対する理解を深めた上で入学することにより，ス
ムーズな修学体制が築かれています．
　更に近年，専門職大学院の社会的な要請がたかまりつ
つある中で，札幌医科大学，室蘭工業大学，小樽商科大
学，北海道医療大学と連携して，公衆衛生修士号（MPH）
の学位授与を最終目標とする異分野大学院連携プログラ
ムを策定し，平成 20年度文部科学省・戦略的大学連携
支援事業に選定されました．
　今後本学の特徴である eラーニングシステムの効果的
な活用を核に，社会人教育に向けた更なる充実を図って
いく予定です．
　［問合せ先］　 www-admin@guppy.chitose.ac.jp

異分野大学院連携プログラム

千歳科学技術大学大学院光科学研究科
http://www.chitose.ac.jp/
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　東北大学大学院工学研究科，情報科学研究科，医工学
研究科には，社会人特別選抜入学試験があります．入学
時期は各年度の 4月と 10月です．4月入学の試験は秋
と春にあり，それぞれ願書受け付けは 6月下旬，1月初
旬です．10月入学の試験は秋だけで，願書受付けは 6

月下旬になります．工学研究科博士後期 3年の課程では，
期待する学生像を以下のように「工学研究科のアドミッ
ションポリシー」に掲げています．出願資格は基本的に
修士の学位を有するものですが，修士号をもっていない
場合は，大学，研究所等において 2年以上研究に従事し
ていて，その成果により修士と同等以上の学力と認めた
者です．学力確認の審査のため事前に問い合わせること
が必要です．研究実績により通常は認められます．
　後期課程への編入学のための特別選抜試験は通常とは
違い，受験勉強の負担が軽くなっています．専攻により
少し違いますが，面接試問及び提出書類等だけ，あるい
はそれらに加えて小論文または筆記試験が課されます．
　通信ソサイエティの会員諸氏の専門である情報通信技
術に関連する工学研究科の専攻は電気・通信工学専攻，
電子工学専攻，技術社会システム専攻になります．また，
情報科学研究科，医工学研究科の各専攻も深く関連して
ます．これらの 3研究科において，通信・情報に関する

ほとんどすべて，すなわち通信源である音声，画像，言
語に関係する分析，生成，認識，理解，符号化等の分野，
有線，無線，光に関係する発信，受信，変調，暗号化の
方式やデバイス等の分野，インターネットの各階層に関
係するアルゴリズムやソフトウェア，コンピュータに関
係するハードウェア，ソフトウェア等の分野，電気や通
信の技術を利用した医工学機器の方式や開発の分野を学
ぶことができ，最先端の研究ができます．
　基本的に博士後期課程は博士論文の執筆のほか，3科
目以上の受講で修了できます．社会人向けには 8月最初
くらいに集中講義を行い単位をとりやすくしています．
また，入学前に研究がかなり進んでいて，博士論文にま
とめる時間さえあればよいというとき，最短で 1年の在
学で修了できます（申請により入学試験時に審査しま
す）．社会人院生には研究室に来て毎週のゼミに参加し，
通常の院生に良い影響を与えることが期待されています
が，やむを得ないときは月 1回ぐらいに軽減されること
もあります．逆に，仕事と勉学研究を両立させるために，
短い期間では履修できない，という場合に，標準修業年
限の倍の期間以内で一定の期間にわたり計画的に教育課
程を履修する長期履修学生制度があります．授業料は標
準年限で支払うものと同額になります．申請は入学時だ
けで，通常の入学後に長期履修には変更できません．申
請した履修期間を後で短縮することは可能です．
　博士課程前期 2年の課程（修士課程）への入学の社会人
特別選抜は，ほぼ博士後期課程への編入学と同じですが，
出願資格は，「原則として大学等卒業後，技術者・教員・
研究者等として，2年以上勤務した経験がある者」にな
ります．大学を卒業していない場合も，仕事での研究な
どにより入学資格があると判断されることもあります．
事前に問い合わせて下さい．入学後は，社会人というこ
とによる特別扱いはありません．16単位の講義（8科目），
セミナーを受講し，研究を進め，修士論文を完成させ，
審査を受けて，修了となります．通学を考えると仙台な
いし仙台近郊に職場がある人でないと難しそうです．
　東北大学工学部には，社会人向けの入試としてAO入
試 I期があります．出願資格は，高等学校（または相当す
るもの）を卒業後 4年以上たった者です．選抜方法は小
論文試験と面接試験及び出願書類により判定されます．
入学後は通常の学生と同じで特別な扱いはありません．
  以上について詳細はウェブページを参照して下さい． 

東北大学大学院をキーワードに検索して，「学部・大学院・
研究所等」のページから，次に進んで下さい．
　東北大学工学研究科・工学部 ＞ 大学院受験生の方へ
　東北大学大学院情報科学研究科 ＞ 入学希望の方へ
　東北大学大学院医工学研究科 ＞ 受験生の方へ
　東北大学＞受験生の方へ＞入試情報ページ＞募集要項
問合せ先は上記各ページに記載されています．

来たれ杜の都へ

東北大学工学部・大学院工学研究科・情報科学
研究科・医工学研究科
http://www. {eng, is, bme}.tohoku.ac.jp/ 

 ●   工学を学ぶために必要な基礎学力を有し，本学にお
ける勉学に強い意欲をもっている人

 ●   独自の発想を展開し，自発的に，かつ粘り強く研究
に取り組める人

 ●   チームの一員として取り組める協調性及び周囲との
コミュニケーション能力を備えている人

 ●   自然界，人間社会に深い興味をもち，人類の福祉の
ために，人や環境に優しい未来の科学技術を創造し
たいという意欲をもっている人

 ●   柔軟で幅広い知識とその展開能力を備え，国際的にも
活躍できる技術者・研究者となる意欲をもっている人

 加えて，社会人特別選抜では次のようです．
 ●   大学等を卒業後，技術者・教員・研究員等として活
躍している社会人の中で，自己の経験を勉学・研究
に生かしながら，知識・技術レベルを高度化し，創
造的能力を発展させることを希望する意欲的な人
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　社会人のための働きながら学べる大学院として，経営
情報学専攻では昼夜・土曜日に開講しています．本専攻
には通常の 2年制修士課程のほかに社会人 1年制課程が
あります．大学院の社会人 1年制課程は，全国的にも珍
しい短期集中型の修士養成課程で，現代の忙しいビジネ
スマンにとって，1年間で課程を修了できるのはハード
ですが魅力的といえます．
　経営情報学専攻の人材養成の目標は，企業，行政，
NPOなどの多様な活動主体のマネジメントリーダとな
ることができる人材を育てること，これらの組織体にお
いて，情報化戦略の策定や情報化企画・設計，システム
運営ができる高度専門職業人，また中小企業診断士や証
券アナリスト，税理士などの上級経営専門家及び IT

コーディネーター，システムアナリスト，SEなどの上
級情報処理技術者を養成することです．本専攻の教育研
究の特色は，マネジメントと情報の両分野に精通した学
際的大学院教育，最新の理論・スキル教育とソリュー 

ション型の大学院教育及び理論に基づいた実践的高度専
門職業人の育成を目指していることです．
　次に，入試制度についてですが，社会人特別選抜は小
論文と口述試問及び出願書類を総合して行いますが，受
験の際に提出する書類は 2年制課程の場合は研究志望調
書のみであるのに対し，社会人 1年制課程の場合は，こ
れまでの実務経験や仕事の内容及び大学院進学目的につ
いての実務経験報告書と修士論文の研究課題や研究内容
及び研究方法等の四半期別実施計画についての修士論文
実施計画書を提出しなければなりません．
　本専攻では，社会人 1年制課程も通常の 2年制課程と
同じカリキュラムで教育研究を行っています．講義及び
演習科目において，課題発見，企画・解決方法の提示な
ど一連のプロセスを修得させるために，学生には常に問
題意識をもって課題を発見し，改善のための解決方法を
探すことを求めます．
　また，修士課程の修了要件は講義科目 18単位以上，
演習 12単位以上の合計 30単位の取得と修士論文の作成
です．それを 1年間で行うため，カリキュラムは春学期，
夏学期，秋学期及び冬学期の 4学期制を採用し，年 5回

の修士論文中間研究発表会を行うなど研究指導密度強化
方式となっています．中間研究発表会では，「マネジメン
ト」と「情報」の分野を超えて教員全員が院生に質問やコ
メントを加え，課題を鮮明にし，テーマについて複眼的
な視点から研究できるような指導体制をとっています．
この共同指導体制の短期フィードバック方式と指導密度
強化方式が本専攻の修士論文指導の特徴であり，これに
より短期でレベルの高い研究を完成させ，修士（経営情
報学）の学位の取得を可能にしています．
　更に，本専攻では，社会人に対する専門教育機関とし
て，また再教育の場としての役割を重視し，学外の第一
線で活躍中の経営者や情報技術者など実務経験者を講師
陣に迎えています．
　なお，社会人課程の院生には，税理士，中小企業診断
士，ITコーディネーターとしての会社経営者や会社員，
高校及び大学教員など様々な分野で現在活躍中の人をは
じめ，一部上場企業の経営者を経てライフワークとして，
「経営現場から見たリーダーシップ論」をまとめた 69歳
の大学院生など多彩な院生が学修しています．このよう
な多彩な顔ぶれは，院生同士の相互啓発に有効であるだ
けでなく，また教員にとっても刺激的であるといえます．
少人数教育による教員との学問的かつ人間的な交流は，
県立広島大学大学院経営情報学専攻の魅力といえるで 

しょう．

1年間の短期集中型の修士養成課程

県立広島大学大学院総合学術研究科
経営情報学専攻
http://www.pu-hiroshima.ac.jp/

▲修士論文中間発表会風景

入学試験に関する問合せ

◆ 経営情報学専攻
　公立大学法人 県立広島大学　本部教学課入試担当
　〒 734-8558

　広島市南区宇品東一丁目 1-71

　電話　082-251-9540　FAX　082-251-9545

　メールアドレス　puhnyusi@pu-hiroshima.ac.jp
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　国立大学法人東京工業大学（以下，東京工業大学）は，
世界最高の理工系総合大学を目指して，日々最先端の研
究に取り組んでいる大学です．したがって，大学院学生
として本学に所属する学生は，最先端の研究に実際に携
わりながら，研究者，技術者として必要な様々な能力を
身につけることができます．
　東京工業大学では，大学院の全専攻で，社会人大学院
プログラムを実施しています．社会人大学院プログラム
の内容は各専攻で異なるため，御希望の専攻に御確認頂
きたいのですが，いずれの専攻においても，社会人とし
ての日常業務と東工大における学業が両立できるよう，
可能な限り配慮がなされています．また，修士課程を修
了されていない方でも，企業での勤務実績などを考慮し
た上で本大学が認定することにより，博士課程への出願
資格を得ることができます．
　なお，社会人大学院プログラムに出願を行うためには，
志願者は，入学時において，各専攻の定める年数以上，
同一企業に正規職員として勤務している必要がありま
す．また，出願時（願書の提出時）には，所定の様式に従
い，企業での研究開発に関する経験を証明する「研究経
験証明書」（所属機関等の代表者または所属長発行のも
の），及び，企業が社会人大学院プログラムに学生とし
て在職のまま通学することを承諾する「派遣承諾書」（所
属機関等の代表者または人事担当責任者等発行のもの）
が必要になります．また，専攻によっては，筆答試験の
うち外国語試験（英語）を行わず，代わりに外部テスト
（TOEFL - iBT，TOEFL -CBT，TOEFL -PBT，
TOEIC）のスコアシート（成績証明書）の提出が必要な場
合があります．専攻によっては入学願書提出時に必要で
すので，早めの準備が必要です．なお，企業などでよく
実施されている，TOEFL-ITPや TOEIC-IPなどの団
体特別受験制度によるスコアシート（成績証明書）は，出
願には利用できませんので，御注意下さい．
　電子情報通信学会の会員に特に関係のある研究分野の
専攻は，以下のとおりです．様々な研究が，様々な専攻
で行われていますので，大学院への入学に御興味をおも
ちの方は，まずは各専攻や研究室のWWWページ，及

び大学院の募集要項などから，志望する研究室の候補を
選び，その志望教員に，事前にコンタクトをとるように
して下さい．また，毎年 10月に開催されている学祭「工
大祭」に合わせて，オープンキャンパスも開催しており
ます．学科や専攻紹介のほか，研究室公開も行われます
ので，御興味をおもちの方は，まずは足を運んでみて下
さい．場所は，東急目黒線・大井町線の大岡山駅下車，
すぐです．

　●　大学院理工学研究科
　　▶　電気電子工学専攻
　　▶　電子物理工学専攻
　　▶　集積システム専攻
　●　大学院総合理工学研究科
　　▶　物理情報システム専攻
　　▶　物理電子システム創造専攻
　●　大学院情報理工学研究科
　　▶　計算工学専攻
　●　大学院社会理工学研究科
　　▶　人間行動システム専攻
　●　大学院イノベーションマネジメント研究科
　　▶　技術経営専攻 （修士のみ）
　　▶　 イノベーション専攻 （博士のみ）

日常業務と両立できる社会人大学院
プログラム

東京工業大学
http://www.titech.ac.jp



報告

1．ま え が き

　MOT専門職大学院は，科学技術を活用し新しいビジネス
を創造し，社会に対して新たな価値を提供し，競争に勝ち利
益を得るためのマネジメントを学ぶところである．このため，
MOT専門職大学院は，先端技術の事業化に関する科目，企
業経営に関する科目など，実践的なMOT教育を実施してい
る．多くのMOT専門職大学院は理工系大学院に設置されて
いるが，それぞれ特色のあるMOT教育を実施している．
　本報告では，日本におけるMOT専門職大学院の多様な
MOT教育を紹介するとともに，東京工業大学を事例に
MOT教育の具体的内容について解説する．

2．MOT専門職大学院の現状

2.1　MOT専門職大学院とは
　（ 1）   MOTとは何か
　MOT（Management of Technology）とは，技術を創造し，
それを知的財産として活用し，事業化・社会化し新たな価値
を創造するイノベーションのマネジメントであり，イノベー
ション創出サイクルのマネジメントである．イノベーション
創出のサイクルとは，イノベーションを持続的に創出するた
めには，新技術により新ビジネスを市場に提供するとともに，
更なる市場ニーズを反映した新技術の創造・新たな事業化と
いうダイナミックな活動サイクルを表現したものである．な
お，カリフォルニア大学バークレー校は，工学研究科とビジ
ネススクールが共同でMOTプログラムを運営しており，
MOTを「ハイテク製品を市場に届けることに関連する活動
の集合」と定義している．
　ビジネススクール（MBA）で学ぶマネジメネントが，存在
する技術・ビジネスを前提にした企業成長のマネジメントで
あることが中心であるのに対し，MOT大学院で学ぶマネジ
メントは不確実性の高い新たな価値創造（イノベーション）の
マネジメントであるということができる．しばしばMOT教

育は，「技術の分かる経営者を育てる」，「経営の分かる技術者
を育てる」といわれることがあるが，「イノベーション創出を
主導する経営者・技術者を育てる」がより適切な表現である．
　日本においてMOTが注目されるようになった背景は，
2003年度から経済産業省が，イノベーションを主導できる
技術経営人材を育成プログラムの開発を推進したことによ
る．それは，日本企業は研究開発投資を積極的に行っている
ものの，新事業の創出，新たな価値創造につながっていない
状況にあるため，市場ニーズに基づき研究開発を効率的に行
い，高い技術力を確実に事業化に結び付けることができる，
技術と経営の両方に通じた技術経営人材（MOT人材）の育成
を図ったものである．
　（ 2）   MOT教育と専門職大学院
　現在，日本において多くのMOT教育（技術経営人材育成
プログラム）が開講され，年間約 4000人がMOTを学んでい
るといわれている（企業内の研修を除く）．日本における
MOT教育プログラムには，次の 4種類がある．
　①　MOT専門職大学院
　②　経営系専門職大学院MOTプログラム
　③　一般大学院MOTプログラム
　④　ノンディグリーMOTプログラム
　MOT専門職大学院は，2003年度以降，次の 8校が設立さ
れている．
　2003年度　芝浦工業大学
　2004年度　東京理科大学
　2005年度　東京工業大学，東京農工大学，日本工業大学，

山口大学
　2006年度　長岡技術科学大学，新潟大学
　経営系専門職大学院が行うMOTプログラムには，早稲田
大学，九州大学，同志社大学，関西学院大学などがある．
　専門職大学院でない一般大学院が行うMOTプログラムと
しては，北陸先端科学技術大学院大学，東北大学，立命館大
学，東京大学などがある．

日本におけるMOT専門職大学院の現状

田辺孝二　東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科

報告

小特集

社会人のための大学・大学院

小
特
集

報告：日本におけるMOT専門職大学院の現状 37



　ノンディグリーMOTプログラムは，大学または民間企業
が実施しているもので，民間企業では，あいサポート，グロー
ビス，東レ経営研究所などがある．
　（ 3）   MOT専門職大学院の特徴
　MOT専門職大学院は，MOTに関する「高度の専門性が求
められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培う
ことを目的」とするもので，法科大学院などと同様に専門職
大学院として次のような規定が設けられている．
　・必要専任教員中の 3割以上は実務家教員
　・体系的に教育課程を編成
　・事例研究，現地調査，双方向に行われる討論など実践的
　　な授業の実施
　・客観性及び厳格性を確保するため，成績評価基準の明示
　・授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及
　　び研究の実施
　修了要件に修士論文はなく，40単位程度の科目の修得と
ともに，プロジェクトレポートなどの作成が求められている．
通常は 2年間の在学期間が必要だが，大学院によっては他大
学院での修得単位を認めることにより，1年間で短縮修了で
きる．
　入学者は社会人を中心としており（社会人のみを対象とす
る大学院と，就職経験がない学部卒業生も対象とする大学院
がある），授業はほとんどが平日夜と土曜日に行われている．
同年齢の学生しかいない一般大学院と異なり，多様な年齢，
多様な産業，多様なバックグラウンドをもつ学生が入学する
ため，深い議論を行うことができ，また幅広い人脈形成がで
きる．
　MOTの授業は，講義，討論，演習，ケーススタディ，グルー
プ学習，フィールドスタディ，インターンシップなど実践的
な授業形態が採用されている．こうした実践的な授業では，
学生はMOT教育サービスの「学ぶ側」の立場だけではなく，
自らの経験・考えを積極的に発言することが求められ，質の
高いMOT教育をともに実現する「教える側」の立場でもあ
る．
　（ 4）   MOT専門職大学院の意義
　MOT教育は，専門職大学院のみならず，上述のMOT教
育プログラムや企業内においても実施されており，それぞれ
固有の意義を有している．MOT専門職大学院によるMOT

教育の意義は次のように考えられる．
　第 1に，理論と実践に基づく技術経営を学ぶことができる
ことである．MOTの研究・教育の専門家を有する専門職大
学院だからこそ，現実の実践ケースを抽象化し，最新の論文
や理論に基づくMOT教育を行うことが可能となる．
　第 2に，多様な考え方・経験，成功・失敗事例を学ぶこと
ができることである．MOTは一般解の世界ではなく特殊解
の世界であり，多様な考え方や事例を知ることや，異なる経
験・見方を有する教員・学生との討議が極めて重要であるが，
企業内のMOT教育にはない多様性がある．
　第 3に，MOTのみならず先端技術について学ぶことがで

きることである．専門職大学院は理工系の大学院を有する大
学に設置されており，技術そのものについても学ぶことがで
き，イノベーションと密接な関係にある先端技術の「かんど
ころ」を習得できる環境にある．
　第 4に，年齢が異なる多様な産業・企業の学生と人脈形成
ができることである．異業種や同業他社から多くの優秀な学
生が入学しており，ディスカッションやグループ活動をベー
スとする講義・演習を通して，広範かつ深い交友関係やネッ
トワークを形成することができる．

2.2　日本の MOT専門職大学院
　現在，日本には 8校のMOT専門職大学院が設立されてい
る．それぞれが特色あるMOT教育を実施している．各校の
目的，特色を以下に紹介する（技術経営系専門職大学院サイ
ト［1］等から抜粋）．
　（ 1）   芝浦工業大学大学院　工学マネジメント研究科
　技術展望力や戦略構想力が身に付く MOT教育により，
「経営のわかる次世代の技術幹部」や「技術のわかる次世代
の経営幹部」になる人材を養成

　●　目的
　高度化，複雑化する現代社会では，技術の全体像を展望す
る力がますます求められるようになってきている一方，技術
中心の発想で生み出された製品，サービス，システムは，市
場ニーズに合致していないことが少なくありません．した
がって，企業活動の最前線で活躍するリーダには，技術展望
力と同時に，「経営や戦略を構想する能力」や「市場とマーケ
ティングについてのセンス」も重要になってきています．工
学マネジメント研究科では，MOT教育を通じて技術展望力
や戦略構想力を身に付けてもらい，将来，「経営のわかる次世
代の技術幹部」や「技術のわかる次世代の経営幹部」になる人
材を養成していきます．
　●　特色

－MOTの学位を取得できる日本初の専門職大学院で
あり，芝浦工業大学が約 80年にわたって培ってきた
工学教育をベースに設けられています． 

－文理融合型科目群で，技術経営力を養成します． 

－実務と理論を有機的に融合した実理融合型教育を行
います． 

－学外との連携を重視し，教育現場で有効に活用しま
す． 

－多種多彩な職種，業種の実務経験者による多様な発想
の集約で高い教育効果を実現します．

　（ 2）   東京理科大学大学院　総合科学技術経営研究科
　理学と工学が一体となった「総合科学技術」と「経営」の
実践的融合を図った教育で，次代を拓く人材を育成

　●　目的
　これまで科学技術は，人々の生活を豊かにし，経済社会の
発展に寄与してきました．
　しかし，今我が国では，科学技術が産業の競争力に結び付
かないという問題に直面しています．欧米の技術や発想を改
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良研究するという，これまでのキャッチアップ型を脱却し，
萌芽的研究を製品化し，新事業や新市場を創出することが求
められているのです．
　そこで，東京理科大学はこれまでに築き上げた科学技術研
究を通じて得られる成果を基礎に，技術開発から市場化への
プロセスにおける一連のイノベーションを担う人材の育成を
目指します．
　●　特色

－「理学の普及をもって国運発展の基礎となす」という建
学の精神に基づくMOT教育を実践しています． 

－産学連携メリットを生かした実践的教育を実施して
います． 

－科学・技術・市場をつなげる技術経営の実践的能力を
備えた人材を育成します． 

－社会人が学びやすい環境とシステムに配慮していま
す．

　（ 3）   東京工業大学大学院　イノベーションマネジメント
研究科

　グルーバルな視野と高い倫理観を持ち，イノベーション
創出のリーダとして活躍できる能力を持つ人材の育成

　●　目的
　本研究科技術経営専攻（専門職学位課程 :修士）は，技術を
創造し，知的資産として事業化・社会化するイノベーション
創出サイクルのマネジメントに秀でた，リーダとして活躍す
る実践的人材を育成します．
　本研究科では，アメリカ流MOTの優れた部分を導入する
一方で，今日までの我が国　「ものづくり」の強みや日本独自
の企業文化・マーケット文化に根ざした 「和魂洋才」ともい
うべき日本型MOTの教育を通じて，国内外で活躍する
MOT人材を育成しています．
　また，本学の他研究科の全面的な協力を得て，MOTを学
びながら実際に最先端の技術を体感し，ビジネスへのヒント
を模索することが可能です．各分野で最先端の研究が行われ，
新しい技術に触れる機会に恵まれている東京工業大学だから
こそ実現できるMOT教育です．
　●　特色

－常に最新の優れたケース教材の提供とリーダシップ
の養成 

－最先端の研究が行われている東京工業大学ならでは
の，技術経営と先端技術を体得できるカリキュラム 

－多彩な教授陣による総合型MOTプログラムの提供
と人脈構築 

－産官学連携によるMOTプログラムの提供 

　（ 4）   東京農工大学大学院　技術経営研究科
　技術リスクを予見し，豊かな社会を実現する

　●　目的
　先端技術の事業化においては，事業の創出・拡大・維持の
それぞれの局面に様々な技術リスクが潜在しており，時には
牙をむいて経営者を襲い事業を破壊に導きます．本専攻では，

日本で初めて事業経営に伴う技術リスクをいかにして経営者
のコントロール下におき，最小化していくかという観点でカ
リキュラムを編成し，真に先端技術の事業化を担い得るス
マートマネージャの育成を目指します．
　●　特色

－産学連携実績を社会に還元致します． 

－リスクを事前に予測し，最小化できる能力をもつ人材
を育成します． 

－学内に産官学連携・知的財産センター，インキュベー
ション施設，ベンチャービジネスラボ，TLOを完備
した，徹底した実践重視の教育を行っています． 

－豊富な実務家教員，客員教授らの実体験に基づいた実
務に応用可能なノウハウと専門的スキルを提供して
います． 

－田町と小金井のキャンパスをリアルタイムに結ぶ万
全の eラーニングシステムで，社会人学生の利便性
を高めています．

　（ 5）   日本工業大学大学院　技術経営研究科
　ものづくりに優れた独創的，実践的な技術者の育成．実
効のあがる技術経営教育で，日本の技術社会に寄与

　●　目的
　技術系経営者や技術者に不足がちな，技術経営の基礎及び
実践的知識と技術を，実務経験豊富な教授陣を通じて教育致
します．教育体制としては多忙な社会人の実情に合わせると
ともに，変化の激しい企業の経営環境に配慮し，短期（1年）
かつ平日夜間と土曜日を主体とした集中的かつ効率的な教育
を目指しています．
　これにより，上記対象者の技術経営領域での実務能力を高
め，中堅・中小企業における経営戦略，新事業開発・展開戦
略，起業戦略などにおける課題発見・解決能力をもつ人材を
育成することを目的としています．
　●　特色

－ 1年間で修士号が取得できます． 

－学歴を問わず，実務経験のある方に門戸を開放してい
ます． 

－実務に役立つ「中小企業技術経営コース」「プロジェク
トマネジメントコース」「技術起業戦略コース」の三つ
のコースで，高度な専門知識を取得できます． 

－「実務家教員」が「高度専門職人材」を育成します． 

－キャンパスは駅から 2分で快適にアクセスできます．
　（ 6）   山口大学大学院　技術経営研究科
　地域経済の自立的発展と，連鎖的イノベーションの創出
を推進できる人材を育成

　●　目的
　日本の各地域には，優れた技術シーズをもちながら戦略的
な事業拡大につながらない中小企業や，専門分野の知識と実
践能力をもつ人材を抱えているものの，地域におけるイノ
ベーション創出につなげられない中核企業が多く存在しま
す．これらの企業に欠けているのは，経営者を技術経営の立
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場で支援する人材や，複数の技術分野を横断的に俯瞰できる
戦略的マネジメント能力をもつ人材です．
　山口大学専門職大学院技術経営研究科（専門職大学院）で
は，MOT（技術経営）教育を通して，技術と経営の双方に精
通し戦略的思考ができる人材を育成し，地域経済の自立的発
展と連鎖的なイノベーションの創出を目指します．
　●　特色

－個人別の履修指導：本研究科では入学時に受講生の経
歴と希望を考慮した履修指導を行い，高度の戦略的
思考力とスキルを備えた技術経営人材の育成を目指
します． 

－地域に根ざした教育：本研究科のカリキュラムの特色
の一つは，「地域」に関する科目を開設していることで
す．「地域経済論」と「地域イノベーション論」では，特
に西中国地域を題材として地域におけるイノベー 

ションと産業活性化について講義を行います．
　（ 7）   長岡技術科学大学専門職大学院　技術経営研究科
　国際標準の安全理論，安全法規の基礎の上に立ち，安全
技術とマネジメントを総合的に応用する能力を有し，安全
確保に係わる実務のできる人材の育成

　●　目的
　我が国の安全神話の崩壊が叫ばれて久しく，問題の深刻さ
が増しています．自動回転ドアでの多くの事故，自動車ホイー
ル取付けハブの強度不足による事故とそれにかかわる隠ぺ
い，更に，JR福知山線の脱線事故による大惨事など社会の
安全を揺るがす新たな問題が次々と発生しています．
　長岡技術科学大学専門職大学院技術経営研究科「システム
安全専攻」では，国内外の安全規格・安全法規の基礎の上に
立ち，安全技術とマネジメントを統合的に応用する能力を養
成し，安全確保にかかわる実務ができる人材を育成すること
を目指します．
　●　特色

－安全対応の中核人材を育成します． 

－企業等の安全業務にかかわる有資格者育成します． 

－在職のまま学べるよう，土日に集中講義を行い，また
eラーニングを活用しています． 

－所属企業の現場を題材に演習し，企業内の問題解決，
安全管理に直結する実践的なカリキュラムを実施し
ます．

　（ 8）   新潟大学専門職大学院　技術経営研究科
　新潟における地域企業から求められる「経営品質を持続
的かつイノベイティブに向上させる能力とスキルとを有す
る高度技術管理者と事業後継者・高度経営管理者」 を養成

　●　目的
　新潟大学大学院技術経営研究科（新潟大学MOT）は，新潟
地域の産業が抱える，いかに科学技術の成果を自社の技術コン
ピタンスや市場と結び付けるか，という課題を技術と経営の
融合に基づく統合的マネジメントの視点から解決し，「経営品
質を持続的かつイノべイティブに向上し得る能力とスキルと

をもつ高度専門職業人」育成の必要性にこたえることを目的
としています．
　新潟大学専門職大学院技術経営研究科は，実務経験をもつ
社会人を主対象とした夜間・週末教育とし，社会科学と自然
科学の知の融合を目的としたケース利用，グループワーク，
テクニカルヴィジットの実施などで学生の実際の意思決定場
面での能力を高めることを目指し，実務家教員を採用して実
践的な教育を徹底して行います．
　●　特色

－経営品質を持続的かつイノベイティブに向上させる
能力とスキルとを有する高度技術 

－管理者と事業後継者・高度経営管理者の養成

3．東京工業大学の MOT教育

3.1　MOT専門職大学院の技術経営専攻
　東工大は 2005年度からMOT教育に取り組んでいる．
2005年 4月に 6番目の大学院として設立されたイノベー
ションマネジメント研究科には，MOTを学ぶ修士課程（専
門職大学院）の技術経営専攻（1学年定員 30名）と，日本では
最初のMOT博士後期課程のイノベーション専攻（1学年定
員 7名）が設置されている．
　MOT専門職大学院である技術経営専攻においては，企業
におけるイノベーション創出を担い，将来の CTOや CEO

となる人材を育成するために，技術経営戦略科目群（技術経
営概論，技術戦略論，イノベーション論，R & D戦略，技
術マーケティング，品質マネジメント，イノベーションと産
官学連携，ネット社会のビジネスモデル，コンピテンシー・
ディベロップメントなど），知的財産マネジメント科目群（IP

マネジメント，知的財産権法，実践的知的財産保護，R＆ D

戦略と知的財産戦略，企業経営と知的財産活動など），ファ
イナンス・情報科目群（金融工学，コーポレートファイナンス，
金融リスクマネジメント，組織戦略と ICT，セキュリティ
マネジメントなど），ゼミ・インターンシップ科目群，技術
科目群を体系的に配備し，ケーススタディやグループワーク
に基づく対話や討論を通して技術経営分野でのリーダシップ
を涵養している．
　40単位以上の単位取得とプロジェクトレポート（修士論文
に対応するもの）合格をもって技術経営修士（専門職）を授与
し，創立 3年目を終えた 2008年 3月まで 61名の技術経営修
士を輩出している．
　専門職大学院である技術経営専攻では，教員組織面ではほ
ぼ全員が実務経験を有する 11名の専任教員に加えて，最先
端技術とその応用への指導のため技術分野をほぼ網羅した世
界的に活躍する本学教員 12名を協力教員として配備し技術
科目の履修等に配慮するとともに，客員講座を配備し企業
トップや弁護士等の専門家の客員教授を招いた教育を行って
いる．
　修士課程の入試は，8月と 12月に実施している．8月入試
は募集人員 20名で，社会人出願と一般出願を対象とし，12
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月入試は募集人員 10名で社会人出願のみを対象としている．
8月入試で合格した場合，10月に入学することもできる．平
成 19年に実施された入試の志願者数は 96名（平成 18年は同
88名）と，定員の 3倍程度の高い倍率が続いている．入試合
格者の約 60％が社会人である．
　修士課程の標準修了年限は 2年であるが，既に修士を取得
していたり，成績優秀な社会人学生の場合は最短 1年での修
了も可能である．

3.2　東工大 MOTの特徴
　東工大MOTは，全学支援の体制のもとで，グローバルな
視野と高い倫理観をもち，イノベーション創出サイクルのマ
ネジメントに秀でた実践的人材を育成することを目的として
おり，次のような特徴のあるプログラムを提供している．　
　■イノベーション創出に対応する総合型MOT

　「技術経営戦略」を中核として，「知的財産マネジメント」，
「ファイナンス・情報」の三つの領域を専門分野とする 11名
の専任教員を配置し，イノベーション創出に関する五つのマ
ネジメントスキル（①技術経営戦略，②知財マネジメント，
③事業創出，④情報技術戦略，⑤ファイナンス）とリーダシッ
プを養うための総合型MOTプログラムを提供している．
　■東工大ならではの「技術経営」と「先端技術」の受講
　技術経営専攻におけるMOT講義だけではなく，東工大で
は他の研究科の講義を受講することが自由にできるのが特徴
である．取得すべき 40単位のうちMOT科目を 22単位以上
履修する必要があるが，18単位は他研究科で開講される科
目を履修できるため，自分の関心に応じてバイオ，ナノテク，
ロボットなどの先端技術分野を学ぶことができる．最先端の
研究を行っている東工大ならではのカリキュラムである．
　■各自の将来像に合わせたカスタマイズド履修
　MOT科目についても，学生が各自の目的・将来像に応じ
て，アラカルト的な履修を可能としている．知的財産マネジ
メント分野や金融工学分野を集中的に学習することも可能で
ある．また，入学当初から専任教員の研究室への配属を行い，

各自の希望に基づいて決められた指導教員から個別に指導を
受ける．研究室における先輩・後輩との交流は，学年を超え
た幅広い人脈形成に役立っている．

3.3　 制度面の進化─デュアルディグリーとノンディ
グリー

　日本におけるMOT教育，専門職大学院はスタートして間
もないため，学生・企業の要望等に応じて，制度面，カリキュ
ラム面において絶えず改善を図っている．学生ニーズを反映
するために毎学期末に授業評価アンケートを実施しており，
学生派遣企業・産業界のニーズを知るため，意見交換を行う
定期的な懇談会を実施している．提出された要望をもとに，
土曜開講（2005年度後学期から実施），土曜開講科目のロー
テーション（2007年度から実施）などを行うとともに，次の
ような新しいMOT教育制度を立ち上げた．
　（ 1）   デュアルディグリープログラム（2006年度開始）
　東工大の博士課程学生に対して，技術経営専攻にも在籍し，
博士学位と技術経営修士（専門職）の同時取得を目指すことが
できる制度である．先端技術の研究を行うとともに，技術経
営を学ぶことで実践的な能力を高め，大学院修了後に直ちに
実社会で活躍できる人材（高度専門職業人）を育成することを
目的としている．授業料は博士後期課程分のみである．
　これまで 13名の博士学生が入学し，3名が修了している．
修了した学生が就職活動で企業を訪問し，企業側から「そう
いう学生を求めていた」といわれたとのことである．今後デュ
アルディグリー学生が増加することを期待している．
　（ 2）   社会人向けMOTプログラム（2008年度開始）
　文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログ
ラム」に「企業内社会人のキャリアアップを支援するMOT」
が採択され，学位を授与しない社会人向けノンディグリー
MOTプログラムを 2008年 4月から開講した．東工大とし
て受講料を頂き，実施するものである．
　週 1回 1時間半の授業を 1年間受講して， MOTのエッセン
スを学ぶ．同プログラムの受講について，今年 2月に募集を

図 1　東工大MOTプログラム

技術経営戦略

技術 ＋ ＋

権利化・戦略的活用創造 新規ビジネス開拓

知的財産マネジメント分野

ファイナンス・情報

イノベーション創出サイクル

技術経営戦略分野

ファイナンス・情報分野
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行ったところ，ホームページ掲載後 1週間で定員（15名）を
上回る応募があるなど，来年度は同プログラムを複数実施す
ることを検討している．

3.4　カリキュラム面の進化
　（ 1）   カリキュラムの拡充
　学生の要望等に対応して，カリキュラムの拡充を行ってい
る．
　2006年度に「技術経営インターンシップ」の科目を設け，
インターンシップを単位として認めることにした（1か月間
のインターンシップを評価し 2単位与える）．
　2007年度には，「経営の歴史と理念」，「先端技術とイノベー
ション」，「イノベーションと標準化」，「テレワーク概論」，「技
術移転論」，「知的財産権侵害実務」，「計算ファイナンス」，「金
融リスク管理の最先端」，「金融工学特論 1」，「ディベートの実
践」，「リサーチ・リテラシー演習」の 11科目を新設した．
　2008年度は，「ライフサイエンス知財と国際制度」，「技術者
倫理とリスク管理」を新設するなど拡充を図っている．
　（ 2）   グルーバルな視点の醸成
　イノベーションマネジメント研究科は，MOTの普及・啓
蒙のために，年数回のセミナー・シンポジウムを開催してい
る．セミナー・シンポジウムの開催において，グローバルな
視点からの経営・技術戦略に焦点を当てた．
　・MOT特別セミナー　
　　 2007年 10月　「グローバル時代のイノベーション戦略」
　　 2008年 5月　 「グローバル競争に打ち勝つ技術経営」
　・国際産学官連携セミナー
　　 2007年 12月　「アジア地域における国際的産学官連携」
　また，MOTを学ぶ学生に海外の経営者を訪問し意見交換
する機会を与えるビジネストリップを企画した．2007年度
は上海及びシンガポールを訪問した（参加学生数は延べ 18

名）．今年度は，シリコンバレーへのビジネストリップを実
施する予定である．

3.5　経営者から学ぶ MOT

　（ 1）   MOT科目「経営者論セミナー」
　東工大MOTが目指す教育の理念は，米国流MOTの優れ
た部分を導入するとともに，日本の「ものづくり」の強みや日
本独自の企業文化に根差した日本型MOTの教育により，世
界で活躍するMOT人材を育成していくことである．
　こうした観点から，経営者自らが日本企業において実践し
た優れたMOT，すなわち日本型MOTというべきものを学
ぶ授業科目が「経営者論セミナー」である．
　「経営者論セミナー」は，前学期の毎週土曜の夕方に，JR

田町駅近くの東工大田町キャンパスにおいて開講されてい
る．
　技術を活用し，イノベーションを推進し企業業績を向上さ
せている経営者をゲスト講師として招き，ゲスト講師の講演・
質疑応答などを通して，経営者が培ってきた技術経営の理念・
方法を学ぶ授業科目である．単に経営者の講演を聞く授業で
はない．

　ゲスト講師の経営理念や企業の業績などを担当グループが
講演の前週の授業で発表し，予備情報を共有し，予備知識を
もって講演に臨む．講演当日に，ゲスト講師には 1時間の講
義，1時間の質疑応答の計 2時間の授業を行って頂く．授業
の後に，学生有志がゲスト講師を囲み 1時間ほど懇談させて
頂く．3時間にわたって経営者の謦咳に接することから多く
のことを学ぶことができる．
　2時間の授業内容は，ビデオ撮影し，eラーニング用のコン
テンツとして，受講生に提供される．受講生は自宅でインター
ネットを通して，講演を繰り返し見ることができる．受講生
は，翌週の授業前日までに，ゲスト講師から学んだこと・考
えたことを 1000字程度のレポートにまとめ提出する．翌週
の授業では，そのレポートをもとにゲスト講師から学ぶこと
や経営者の判断の理由をグループで討議し，その結果をクラ
スで発表し，意見交換する．このように，1人のゲスト講師
に 3週間の授業をかけているのである．
　2008年度の「経営者論セミナー」のゲスト講師は，坂根正
弘コマツ会長，滝久雄ぐるなび会長，蛇川忠輝日野自動車会
長，関誠夫千代田化工会長，南場智子 DeNA社長である．
この 3年間の他のゲスト講師は，鈴木修スズキ会長，大星公
二 NTTドコモ元社長，大竹美喜アフラック日本社創業者，
松坂敬太郎ヒロボー社長，飯塚哲哉ザインエレクトロニクス
社長，山田眞次郎インクス社長，木村佳司メディネット社長
などである．
　（ 2）   企業における三つの革新
　経営者論セミナーのゲスト講師が話されたほとんどの事例
から，高い競争力と好業績を上げている企業では，三つのイ
ノベーション（革新）が実現されている．
　第 1は，ビジネスイノベーション（事業革新）である．
　企業が競争力を確立・維持するためには，新技術を創造・
活用し，顧客が求める新製品・新事業を創出するプロダクト
イノベーションや，製造方法の効率化などプロセスイノベー
ションを不断に実現していくことが不可欠である．いかに新
製品・新事業を構想し開発するか，新事業にふさわしいビジ
ネスモデルをいかに構築するかなど，MOTの重要なテーマ
である．
　第 2は，組織イノベーション（組織革新）である．
　企業が新たなビジネスに成功するには，新たなビジネスに
対応した新しい組織（社員の能力や意識，組織体制）が構築
される必要がある．この新しい組織の構築が，組織イノベー
ションである．従来のビジネスとは異なって，新ビジネスが
画期的であればあるほど，従来のビジネスに対応していた組
織・人材・意識では対応できないという問題が生じる．事業
革新を成功させるためには，いかにコアコンピタンスを進化
させ，どのように組織を革新し，社員の意識改革を行うかが，
MOTの重要なテーマである．
　第 3に，経営イノベーション（経営革新）である．
　経営者自ら経営のイノベーションを行うことである．ビジ
ネスイノベーションを推進するために，企業の目指す理念・
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ビジョンを明確にし，トップ自らがイノベーションを主導し，
社内のビジネス常識を破壊して，新たな組織に再生する組織
イノベーション活動に取り組む．経営者自らが現場の状況を
把握し，自ら考え，会社の進むべき方向を示す．こうした経
営のイノベーションは，技術や社会が変化する中で継続的に
事業イノベーションが創造される企業となるために不可欠で
ある．経営者が担う経営イノベーションもMOTの重要な
テーマである．
　この三つの革新が行われることによって，イノベーティブ
な企業として競争に勝つことができる．企業経営において
MOTがますます重要になっているのは，経営者自らが技術・
市場に対する理解・知見をもち，事業革新，組織革新，経営
革新というイノベーションに取り組むことが求められている
からである．

4．む　す　び

　MOT専門職大学院の課題は，創設されて間もないことも
あり，MOTとは何か，MOT専門職大学院の教育内容は何か，
社会人や企業に十分に理解されていないことである．
　本報告がMOT及びMOT専門職大学院の理解に役立ち，
MOT専門職大学院と企業との結び付きが深まり，日本にお
ける活発なイノベーション創出につながることを期待した
い．
 

　参考サイト
 ［1］ 技術経営系専門職大学院サイト
  http://www.motjapan.org/

 ［2］ 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究
科サイト

  http://www.mot.titech.ac.jp/

 （平成 20年 9月 16日受付）
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ション，産官学連携論．
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1．ま え が き

　科学技術に携わる者にとって，個人としての国際標準を
もっている称号は，いうまでもなく博士の学位である．その
一方で，我が国における博士の学位は様々な議論にさらされ
ている．その中には，我が国固有の事情と，科学技術におけ
るモビリティの増加と企業活動の国際化という両側面が同時
に見られる．
　あらゆる称号の中で博士の学位ほど，長い歴史とともに権
威づけられており，国際的に通用するものは少ないであろう．
しかしながら，読売新聞での連載にあったように，博士は足
の裏の米粒にたとえられるのだそうである．つまり，「取って
も食えないが取らないと気になる」のだそうである［1］．大学
に奉職する理科系の教員にとっては，博士の学位は必須条件
であるが，これと対照的に企業からの評価は低いようなので
ある．
　上のたとえは，博士の学位の真の値打ちを意味するという
よりも，我が国の企業における評価の低さの方を表している
ように思われる．この評価の当否はここで論じるにはあまり
に大きすぎるテーマであるが，それでは，博士の学位は企業
に勤務する研究開発担当技術者には不要なものであろうか．
本報告が対象とする理工系技術者に関する限り，答は否であ
るという調査結果が示されている ［2］．図 1は社会人を対象
に［2］が実施し博士の学位取得に対するニーズ調査の結果を
示している．また図 2は企業の人事担当者を対象に行った調
査結果を示している．この結果からも，企業に勤務する技術
者の多くが博士の学位を望んでおり，企業側も（特に研究開
発関係において）それを望んでいる様子が分かる．
　このような社会的な背景の中，主に修士課程を修了し，企
業に勤務する技術者が学位を取得する主な方法は，論文博士
制度であると思われてきた．ところが近年，論文博士制度を
見直そうという動きが高まってきている．その一つの理由は，

論文博士制度が国際的にあまり見当たらない我が国独特の制
度であるためである．急激にグローバル化する経済活動の中
で，我が国独自の制度が今後も国際的に認知されていく保障
はない．そう考えると，課程博士の制度の中で学位を取得す
る方が本筋であろう．しかしながら，休職することなく，企
業に勤務しながら，3年間の博士の課程を修了し，博士論文

学位取得のための早期修了制度とそのシステム化について

宮本定明　筑波大学システム情報工学研究科リスク工学専攻

吉田健一　筑波大学ビジネス科学研究科企業科学専攻

大澤義明　筑波大学システム情報工学研究科社会システム・マネジメント専攻
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凡例

これまでの研究成果や業績を博士
論文としてまとめたい

既に取得している学位とは異なる
分野の博士号をとりたい

博士号よりもＭＢＡなどに直結し
た分野に興味

博士号よりも経営管理に関する能
力を高めることに関心

海外の技術者や研究者と交流する
とき，博士号があった方がよい

勤務時間外のコースで取得可能で
あれば博士号に興味

退職後の楽しみとして博士号を取
得したい

条件が許せば将来博士号を取得し
たい

博士号は自分とは無縁

そう思う＋ややそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない＋そう思わない

博士号は自分にとってあこがれ

図 1　回答者自身の博士号取得について
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を完成させて学位を取得するのは，時間的・経済的に大変な
労苦が伴う．このように考えて，企業に勤務する技術者の多
くは，学術的成果もそれなりに上げ，実力も大学等の研究者
に劣らないと自覚しているにもかかわらず，博士の学位を取
得していないのではないだろうか．

2．社会人による早期修了制度利用の可能性

　中央教育審議会では，このような状況にかんがみ，「新時代
の大学院教育」答申（［3］, p.26）の一部に，課程博士でありな
がら，既に研究実績のある社会人に対して，短期に博士の学
位を取得させる短期在学コースを示唆している．現在，この
ような学位短期取得コースは実現していないが，それにある
程度近い制度が現行の博士課程の中にも「早期修了制度」とし
て存在している．
　早期修了制度とは，修士課程 2年間と博士課程 3年間を合
わせた 5年間を 3年間に短縮できるとする制度であり，博士
課程をもつ各大学で実施されている．短縮できる条件として
は，優れた研究業績を上げた場合とされている（大学院設置
基準第 17条）．図 3に［2］が国立大学大学院 405研究科，公
立大学大学院 132研究科，私立大学大学院 28研究科を対象
に，課程博士として学位を取得した社会人の人数を，在学期
間別年度ごとに分類して調査した結果を示す．図の中で黄色
と水色の線が早期修了制度を使った学位取得の人数を示して
いる．年度ごとの有効回答数が変わっており，右上りの曲線
となっているが，早期修了制度を使っての学位取得が難しく
取得者が少ないことは読み取れる．なお，以下では，修士課
程を博士前期課程，博士課程を博士後期課程と呼ぶ．
　早期修了は，本来前期課程からの 3年間を限度とするもの
であるが，大抵の大学院では，修士を修了した後の学生が博
士後期課程に入学するようになっている．仮に，修士課程を
修了した（あるいはそれと同等と認められる）十分な研究業績
のある社会人が博士後期課程に入学した場合，早期修了制度
が適用されて後期課程を 1年で修了し，学位を取得すること
は可能だろうか．
　このことは，原理的には可能である．そのためには，5年
間で達成すべき研究業績と同等以上の優れた成果を得たと認

められる必要がある．このことに関連して生じる問題点を次
に挙げよう．そうすることによって，短期の学位取得という
ことの意味が明らかになってくるのではないかと思われる．
　研究業績が十分にあり，例えば論文博士を申請しようかと
思っている社会人ならば，早期修了制度を利用して学位を取
得することは十分可能であるように一見思われるかもしれな
い．しかしながら，これについては二つの要素について考え
る必要がある．
　一つ目は，十分な成果を上げたと認定されるかどうかであ
る．研究業績のある社会人とはいっても，その業績は企業に
おいて上げられたものであり，それがそのまま博士課程にお
ける研究成果とみなされるとは限らない．成果の認定以前に，
適切な研究指導が伴わなければならず，企業において得られ
た業績に対して適切な指導が可能であるかどうか，むしろ，
一般的には否定的であっても仕方がないと思われる．
　しかしながら，今では，企業における研究を博士課程にお
ける研究テーマとすることを許可している例も少なくはない
と思われる．実際，後に述べる「早期修了プログラム」では，
このことをシステムとして実施している．このように，企業
における研究テーマで研究指導を受けることが認められれ
ば，企業における研究実績が，後期課程における成果とみな
され，後期課程を 1年間で修了することも可能と考えられる．
しかしながら，早期修了のみならず，博士課程全般に関する
ことではあるが，もう一つの問題が存在する．
　更に本質的な問題点として，博士とは何かという大きな問
題がある．筆者らは，この問題に対して十分に答え得るとは
思わない．しかしながら，一つの要点は，「研究業績の量と質
をもって，そのまま学位の資格に十分とみなすことができる
かどうか」というところにあると思われる．
　我が国では，大抵の大学院において，査読のある学術雑誌
に規定以上の本数の論文を発表することが，学位取得のため
に最も重要な条件とみなされている．この考え方をここでは，
論文発表実績主義，と呼ぶことにしよう．
　今，議論を整理するために，（他大学でもほぼ同じと思われ
るが）筆者らが在籍している筑波大学の博士課程において学
位取得に至るプロセスを述べると，所定の単位を取得し，規
定に示された数以上の査読付き論文を発表し，しかる後に予
備審査と本審査に合格し，最終試験に合格すれば，学位が取
得できる，ということになる．この場合，論文発表は学位取
得のための必要条件であって十分条件では決してないのであ
るが，論文発表実績主義では，この条件が十分条件に近い形
で運用されているといえる．本報告の主旨とはずれるが，論
文博士の制度も，この論文発表実績主義に基づくものであっ
て，論文を多く発表していれば，博士の資格があるとみなす
ものであるといえよう．しかしながら，この論文発表実績主
義は，必ずしも国際的に通用するものとは限らない．特に，
我が国では，日本語による学会誌が多く，英語論文を全く書
くことなしに学位を取得することも十分可能である．そのよ
うな場合，国際的に見た評価はどうなのであろうか．
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　このように見てくると，我が国の博士課程も論文発表実績
主義に安住しているとすれば，決してそれは望ましいことで
はなく，単位取得や最終試験を実質化し，博士の学位の質が
外から見ても十分に保証されているようにいっそう努力して
いく必要があることが分かる．
　3年間の後期課程を経て学位を取得する場合は，学修と研
究指導の時間が十分あるため，論文発表実績主義の弊害は比
較的少ない．しかし，早期修了のように短期間で修了させよ
うとした場合で，なおかつ，企業における研究テーマに基づ
いて研究指導をする，といった場合，論文発表実績以外に，
博士の質を保証する手段は極めて限られるのが実態に思われ
る．早期修了が安易な学位取得の道となり学位の質低下をも
たらすことを防ぐための仕組みの整備が必要と思われる．

3．早期修了プログラムについて

　論文博士の制度が現実に存在し，それなりに機能している
一方で，上に述べた諸問題をかかえている博士後期課程にお
いて，早期修了のような短期在学制度を利用して，最短 1年
間で社会人が企業における研究テーマに基づいて学位をとり
たいという場合，学位の質を保証する制度が必要になってく
る．その一つが，以下に述べる「早期修了プログラム」である．
正式名称は，筑波大学大学院において平成 20年度から実施
されている「社会人のための博士後期課程『早期修了プログラ
ム』」である．この章では，このプログラムについて述べる．

　社会人が短期に学位を取得するにあたっては，先に述べた
ような問題が存在するが，この早期修了プログラムでは，達
成度評価システムと，事前履修審査という二つのメカニズム
によってこれらの問題を克服しようとしている．これら二つ
は互いに関連しているが，学生がどのようなプロセスで入学
し，学位取得に至るかを，順を追って述べよう．なお，詳細
は，早期修了プログラムのホームページから見ることができ
る［4］．また，「プログラム」という名称は，専攻やコースと呼
ばれる制度とは違って，既存の専攻の制度の中で実施される
システムであり，独立したコースではない．したがって，そ
のシステムは，既存の専攻等における制度と整合性があるよ
うに作られている．具体的にいえば，課程修了の基本的条件
は，通常の専攻におけるそれと変わりはない．
　このプログラムを履修するには，社会人のための後期課程
入学試験を受験する必要がある．入学試験に合格した後，希
望者に対して，「早期修了プログラム」履修審査が行われる．
審査に合格すると，以下に述べる早期修了プログラムのプロ
セスに従って，履修することになるが，審査に不合格であっ
ても，後期課程に合格していることには変わりはないので，
入学自体は許可されている．言い換えれば，この履修審査は
入学試験ではなく，当該プログラムに対する審査なのである．
　早期修了プログラムを履修しようとする希望者は，次の 3

種類の書類を審査のためあらかじめ提出し，履修審査のため
の面接に臨まなければならない．なお，詳細については，先
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に述べたホームページ［4］に記されており，ここでは概略だ
けを述べる．また，研究科・専攻によって，審査にかかわる
詳細は異なることにも注意しておこう．
　（ 1）   研究・実務業績リストと論文コピー等資料
　（ 2）   博士論文の構想
　（ 3）   達成度自己評価書
これらのうち（1）及び（2）は，これまでの研究を学位につなげ
る上で，必要な資料であることは理解しやすいが，（3）に早期
修了プログラムの特徴がある．以下，達成度評価について，
説明しよう．
　図 4は，達成度自己評価書のサンプルであり，早期修了プ
ログラム履修希望者が記入して提出するものである．この図
では，まず 8項目について達成度の自己評価が要請されてい
ることが分かる．それらは次のとおりである．
　①　専門基礎：入学者の専門分野について，博士の学位に
ふさわしいレベルの基礎能力を有しているか．
　②　関連分野基礎：専門に関連した分野について，専門分
野ほど深くはないとしても，博士の学位にふさわしいレベル
の基礎能力を有しているか．
　③　現実問題の知識：現実の問題について，博士の学位に
ふさわしいレベルのセンス・見識を備えているか．
　④　広い視野：博士の学位にふさわしい視野の広さを有し
ているか．
　⑤　問題設定から解決まで：専門的応用能力である問題設
定から解決までのプロセスを理解し，具体的解決に導くこと
ができるか．
　⑥　プレゼン・コミュニケーション能力：博士の学位にふ
さわしいプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力
を有しているか．
　⑦　国際的通用性：専門分野において国際的に通用する学
識を備えているか．

　⑧　学術的成果：博士の学位を授与してよいと判定できる
学術的成果を有しているか．
　これら八つの項目について，それぞれ希望者自身が，博士
の学位にふさわしい到達度を有していると自己判定するかど
うかを，理由とともに記して提出する．次に審査員グループ
が，自己評価書と資料をもとに，本人が努力すれば 1年間で
修了要件を満たし，学位論文を完成させて修了可能である，
と判定すれば，早期修了プログラムの履修が許可される．
　また，ここで挙げた八つの達成度項目は，⑧の研究業績だ
けが，学位のための指標ではなく，他の七つの項目①～⑦に
ついての達成度が学位にふさわしいと判定されて初めて学位
への必要条件が満たされる，とする考え方を表している．
　先に述べた達成度評価システムとは，履修審査から始め，
学位論文の本審査と最終試験に至る一連の達成度自己評価と
判定のプロセスを中心に構成されている．図 5にその概要が
示されている．入学時の履修審査で，早期修了プログラムの
履修が認められた学生は，その後，3か月ごとに行われる中
間審査，予備審査，最終試験の各段階において，図 4と同様
の自己評価書を提出し，達成度をチェックされる．入学時に
は 8項目すべてについて博士にふさわしい達成度である必要
はないが，予備審査時には，すべての項目について，達成度
が博士レベルであると判定される必要がある．予備審査時に
達成度がすべての項目について十分とされた場合，学位論文
の作成に進むことができる．ただし，達成度評価で十分と判
定されても，必要単位を取得し，論文審査に合格しないと学
位が取得できないのはいうまでもない．
　この達成度評価システムは，博士取得に至るプロセスを透
明化し，適切に管理し，在学期間が短くとも学位の質を保証
するシステムとなっていることに注意する必要がある．また，
この達成度評価システムは基本的に証拠主義に基づいてお
り，学生の自己評価も裏付けとなるエビデンスに基づかなけ
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ればならない．なお，筑波大学では，この達成度評価システ
ムに対する外部評価を実施しており，その結果を公開してい
る［6］．
　ここで，読者には，いくつかの疑問があることと思われる．
想定される疑問のうち二つについて述べよう．
　一つは，どの程度の研究業績と実績があれば，早期修了プ
ログラムへの申請が可能かということである．これについて
は，先に述べたように，早期修了制度における優れた研究実
績としての基準が各専攻において示されているので，それを
参考にすることができる．また，各専攻では，入学時の自己
達成度評価書の記入例を示しているので，それも参考になる
だろう．大ざっぱにいえば，早期修了プログラムを履修する
ための研究業績は，通常の課程博士と論文博士のそれらの中
間と考えてよい．
　次に生じる一つの疑問として，この早期修了プログラムと，
「プログラムではない一般の早期修了制度」とはどのように関
係しているのかという問題がある．より具体的にいえば，あ
る人が十分な研究業績を有している場合，早期修了プログラ
ムを履修するのがよいか，それとも一般の早期修了制度を利
用するのがよいか，という問題でもある．実は，この疑問に
対して明快に回答するのはそれほど簡単ではない．早期修了
プログラムは達成度評価システムに基づいているため，学位
取得プロセスは適正に管理され，質の保証がされているが，
それだけに敷居も少し高く，4回の達成度審査がされるため
に，面倒なシステムであるともいえる．他方，一般の早期修
了制度では，研究業績の審査は行われるが，達成度評価は行
われていない．同じ学位ならば，一般の早期修了制度の方が，
面倒が少なくてよいと考える向きもあるのは自然である．要
するに，システム化され透明性が確保された，質保証を伴う
プログラムを履修するか，従来の制度を利用するかは，希望
者の選択によるものといえよう．

4．む　す　び

　社会人が博士の学位を取得する一つの手段として早期修了
の制度を紹介した．早期修了制度は，博士課程をもつ大学す
べてにおいて，社会人が学位早期取得のため活用できる可能
性のある制度である．ただし，在学期間が短いゆえに，学位
の取得に至るプロセスは通常以上に注意深く管理しないと，
学位の質の低下を招く可能性を排除できない．前章では，筑
波大学におけるシステムについて述べたが，これと異なる方
法によって学位の質をシステマティックに保証することはも
ちろん可能であろうし，大学によってはそれに取り組んでい
るものと思われる．
　また，短期の在学によって学位を取得しようとする社会人
にとっては，早期修了制度が利用できるかどうか検討する際，
可能ならば，学位の質を保証する制度のもとで学ぶようにす
れば，結局のところ自分にとって有利である．前記の早期修
了プログラムのような制度は，論文博士などに比べて多少と
も面倒で手間が掛かるものではあるが，質保証システムによっ

て学位を取得することの意義は明らかであるからである．
　また，本報告の主旨ではないが，ここで述べた達成度評価
システムは，早期修了プログラムにとどまらず，大学院修士・
博士課程全般に導入を検討すべきであろう．実際，筑波大学
のある専攻では，その動きが始まっている［5］．
　謝辞　本報告を草するにあたって，筑波大学「社会人のた
めの博士後期課程『早期修了プログラム』」運営委員会委員長
田中二郎教授には大変お世話になった．ここに記して謝意を
表したい．
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社会システム・マネジメント専攻，文部科学省平成 18

年度「先進的大学改革推進委託事業」博士課程「短期在
学コース」の創設に係る課題等に関する調査研究成果
報告書，平成 19年 3月．

 ［3］ 中央教育審議会，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，平成 17年
9月 5日．

 ［4］ http://www.souki.tsukuba.ac.jp/index.html
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 ［6］ http://www.tsukuba.ac.jp/topics/20080919115823.

html
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先端オープン講座の歩み
─技術者の専門能力開発への貢献を目指して─

　　井上明也　生涯教育委員会幹事

1．ま え が き

　先端オープン講座は電子情報通信学会における特徴的な活
動として，1983年秋から開講され，今年で 25年目となる．「生
涯教育講座」としてスタートした本講座は，1998年に現在の
「先端オープン講座」に名称を改めて活動を続けている．また，
本講座の目的，位置付け，開講コース，カリキュラムを技術
動向や社会のニーズの変化を考慮して改変してきた．若手か
ら中堅の現役の技術者だけでなく，大学生から第一線を退い
た年配の方まで幅広い支持を受け，これまでの受講者総数は
6000人を超えている．
　本稿では，本講座の活動状況について報告するとともに，
本講座のねらいの一つである能力開発に関する調査結果を紹
介し，今後の可能性について述べる．

2．本講座のねらいと講座の概要

　本講座は，電子情報通信学会がカバーする基礎分野の技術
の体系的理解と習得を目的とした「生涯教育講座」としてス
タートした．しかし、「先端オープン講座」という名称への変
更や，後述する近年の受講者層が表しているように，本講座
への期待は変化・拡大してきた．現在の講座のねらいと特徴
は以下のとおりである．
［本講座のねらいと特徴］
　 ●　 技術者・研究者個人のスキルアップ及び企業における

職域転換に伴う再教育
　 ●　 基礎から専門分野まで幅広く対応
　 ●　 基礎分野における基本的概念の理解と技術の体系的習

得
　 ●　 専門分野における関連技術の最新動向の習得 

　 ●　 学会活動の一環としての低廉な受講料と各分野第一級
の講師陣による直接指導

　 ●　 技術者の継続的な教育・能力開発として位置づけられ
る CPD（Continuing Professional Development）との
連携

　特に，最後の項目の CPDの重要性が高まっている．

［本講座の概要］
　本講座がカバーする分野は，情報通信，デバイス，ソフト
ウェアの 3分野であり，これは開講当時から変わっていない．
コース数やその名称，カリキュラムは，世の中の動向を踏ま
えて毎回見直し，改変してきた．現在は，以下の 3タイプの
7コースが用意されている．
　（ 1）　短期集中コース
　　　 （2日間：5回コースの時間数に相当） 
　　（1-1）　実践的プロジェクトマネジメント 

　　（1-2）　オブジェクト指向と Java技術
　（ 2）　10回コース（3時間× 10回） 
　　（2-1）　情報通信ネットワーク技術
　　（2-2）　システム LSI設計技術
　（ 3）　5回コース（3時間× 5回） 
　　（3-1）　 次世代ネットワーク（NGN）とインターネット及

び IPネットワーク技術 

　　（3-2）　情報通信プロトコル技術
　　（3-3）　情報セキュリティ技術
　毎年，春季は 5月から，秋季は 10月から開講され，10回
コース，5回コースはそれぞれ 10週，5週で修了する．各講
義は，土曜日の 13時から 16時を 1回とするが，短期集中コー
スは土曜日 2回の 2週で修了するため，9時から 17時まで
を 1回としている．

3．最近の取組みと受講者の動向

3.1　活 動 状 況　
　本講座における最近の特徴的な活動状況について報告す
る．
　（ 1）  タイムリーなコース編成とカリキュラムの見直し・

充実
　 ●　 受講者の負担軽減と選択幅を広げ，タイムリーな受講

を促進するため，5回コースを主体とするコース編成を
実施．

　 ●　 「情報通信ネットワーク技術」は 10回コースであるが，
インターネット技術に関する後半 5回を，「次世代ネット
ワーク（NGN）とインターネット及び IPネットワーク技
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術」として単独で受講可能とした．
　 ●　 情報通信分野の技術変化は早いので，新しい技術動向を

反映した継続的なコース内容の見直しを実施．
　 ●　 「情報通信ネットワーク技術」，「次世代ネットワーク
（NGN）とインターネット及び IPネットワーク技術」に
おける特別講義は，タイムリーなトピックを選定し，
毎年トピックに適した講師による講義を実施． 

　（ 2）  実践的技術習得を目的とした短期集中コースの新設
　 ●　 これまでのソフトウェア関連技術のコースを全面的に

見直し，「実践的プロジェクトマネジメント」と「オブ
ジェクト指向と Java技術」の 2コースを，2日間の短
期集中講座として新たに開設した．

　 ●　 「オブジェクト指向と Java技術」では，ソフトウェア技
術の習得に必須である PCを利用した演習を 2007年秋
季講座から取り入れた．

　（ 3）  新規受講者，大口受講団体の開拓と受講者へのサー
ビス向上

　 ●　 受講者の費用負担軽減のため，本講座の 2回目以降受
講時の割引制度，会員優待割引制度を取り入れてきた
が，優待対象者を拡大するため関連学協会へ本講座の
協賛を勧めている．

　 ●　  映像情報メディア学会・応用物理学会・照明学会・情
報処理学会・電気学会・土木学会等の個人会員の方の
受講料は，本会会員扱いとしている．また，情報処理
推進機構（IPA）利用登録団体及び情報通信ネットワー
ク産業協会（CIAJ），（社）電子情報技術産業協会
（JEITA）の企業会員に属する方の個人受講の受講料
は，維持員に所属する非会員の扱いとしての優遇制度
を取り入れている．

　 ●　 学会誌会告，ホームページによる講座案内のほか，
DM，ポスター配付，メールの配信等による広報活動
の強化を継続している．また，継続的に新聞雑誌への
記事掲載（科学新聞他）を働きかけている．

　（ 4） CPDとの連携に向けた取組み
　 ●　 技術者の継続的な教育・能力開発に対するニーズの高

まりにこたえる取組みとして，本学会員のみならず，
他学会からの受講促進，相互乗入れに向け，本講座に
CPDポイントを付与し，CPDモニタ会員の加入促進
を継続的に実施している．

　 ●　 現在本会の CPDトライアルが開始されたこともあり，
5回コース（短期集中コースを含む）は 15ポイント，10

回コースは 30ポイントの CPDポイントを付与してい
る．

　3.2　受講生の動向
　本講座の開講当時と最近 5年間の受講者について年齢比
率の変化を図 1に示す．生涯教育講座としてスタートした
本講座は，当初，中堅の技術者や年配の方が多く，20代の
受講者比率は 35％であった．最近では，企業の技術者の新
人研修や業務上必要となる新たな専門知識の習得等を目的

とした受講者が増大しており，20代の若手技術者の比率が
50％程度に落ち着いている．
　受講者層は，情報通信業界の企業からの受講者が最も多
いが，他の業界の企業，特許事務所，教員，大学生と拡大
している．
　会員比率は，ここ 4～ 5年間，60～ 70％であり，会員を
主体としたサービスから脱皮し，非会員を含む先端オー 

プン講座形態が定着している．これを契機に学会員となる
受講者もいるので，新規学会員の開拓施策としての役割も
果たしている．
　本講座の受講者に対して受講動機（複数回答）について調
査を行った結果を図 2に示す．ここ数年は，自己啓発より
上司の勧めや業務上の必要性等，研修の一環と見られる受
講者比率が最も多くなっている．今後，社員教育としてだ
けでなく，採用予定学生への入社前教育としての活用も期
待されている．　

4．今後の展望

　本講座の受講者に実施したアンケート調査では，コース
全般にわたり，その内容と質に対する評価は高い．しかし，

図 1　受講者の年齢比率の変化
（＊：2008 年は春季講座のみのデータ）

35％

40％

52％

45％

48％

47％

59％

54％

43％

42％

21％

24％

21％

18％

22％

18％

13％

13％

12％

16％

16％

18％

12％

15％

9％

5％

15％

15％

15％

16％

7％

13％

～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳～

2008年*

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

1987年

1983年

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

図 2　受講動機の変化

16

26

18

33

28

23

33

29

39

15

49

49

41

29

28

16

22

18

42

14

18

7

26

10

18

3

1

1

0

1

2004春

2005春

2006春

2007春

2008春

上司の勧め 業務上の必要性

専門的技術の蓄積・向上 一般的技術の蓄積・向上

教養の醸成 その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

先端オープン講座の歩み─技術者の専門能力開発への貢献を目指して─ 51



ここ数年受講者数は減少を続けており，受講者数の増加に向
けた取組みを継続的に実施している．
　CPDへの取組みの一環として，本学会において 2003年
11月にアンケートによる会員の意識調査が行われた．その
結果は本学会誌において報告されている [1]．この調査にお
いて，本講座についての関心度合についての調査も実施され
た．調査結果では，
　 ●　 本講座の存在を約 60％が知っている，
　 ●　 今後参加する可能性があると約 60％が回答している，
ことが分かった．しかし，この 60％の値が示す潜在需要層
はまだ受講者として顕在化していない．
　今後の取組みに参考になる二つの調査結果を紹介する．
　（ 1）　能力開発基本調査 [2]

　「能力開発基本調査」は，企業，労働者の能力開発の実態を
明らかにすることを目的として，年間の能力開発の方針，教
育訓練の実施状況，自己啓発の実施状況等について，毎年厚
生労働省において実施されている．調査の対象は，全国・全
業種の従業員規模 30人以上の企業から無作為に抽出した企
業，事業所及びその従業員である．平成 19年度の調査は，
平成 19年 11月から平成 20年 1月に実施され，平成 20年 6

月にその結果が厚生労働省のホームページで発表された．
　本講座の今後の活動に関連する調査結果のポイントを以下
に抜粋する．
　◆   労働生産性が高いと認識している企業は，能力開発の

ための制度や取組みについて，「大いに役に立つ」と回
答した割合が，企業全体に比べ，1～ 2割程度高い．
大いに役立つ取組みの上位三つは，計画的なOJT38.3％，

OFF-JT*23.2％，自己啓発 25.3％である（図 3参照）．
　◆   労働生産性が高いと考える事業所ほど能力開発の実施

率は高い傾向にある．
　◆   OFF-JTの実施事業所の比率は，業種別で見ると，金

融・保険業（95.2％）に次いで情報通信業（88.9％）が高
い．

　◆   新入社員に対して，採用後 1年間に OFF-JTを行った
事業所の総時間数の 1社当り平均は 91.6時間である．
業種別で見ると，OFF-JTの 1社当り平均時間は電気・
ガス・熱供給・水道業（351.4時間）に次いで情報通信
業（220.0時間）と金融・保険業（149.9時間）が長い．

　◆   能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」と
する事業所は 77.3％である．問題点の内容（複数回答）
としては，「指導する人材が不足している」（50.5％）と
「人材育成を行う時間がない」（47.3％）の回答割合が高
い．

　（ 2）　教育機関の情報収集に関する調査 [3]

　本調査は，インターネットアンケート・サービス「gooリ
サーチ」を提供する NTTレゾナント株式会社と慶應義塾大
学が，全国の gooリサーチ登録モニタを対象に実施したもの
である．この調査では，趣味・教養・実用から大学や大学院
への進学まで，何らかの教育機関での学習を希望するモニタ
に対し，各種教育機関へのニーズについて調査したものであ

図 3　 労働生産性が高いと認識している企業における能力開発の制度や取組みの労働生産性への
役立ち度別企業数の割合
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 *通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことをいい，例
えば，社内で実施（労働者を 1箇所に集合させて実施する集合訓練など）
や，社外で実施（業界団体や民間の教育訓練機関など社外の機関が実施す
る教育訓練に労働者を派遣することなど）がこれに含まれる．
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る．この調査における教育機関は，短期講座の実施機関より
学校を想定しているが，教育機関を選定するポイントは参考
になる情報である．以下に，関連する結果の要約を示す．
　◆   教育機関に関する情報収集手段は，「公式Webサイト

閲覧」などインターネットが中心．
　◆   学びたい教育機関に期待すること（複数回答可）は，「費

用負担の少なさ」の 53.8％と「授業の分かりやすさ」が
42.3％で最も高い．

　◆   教育機関を選定する際に重視する基準は，「授業の質」
が 52.7％で最も高い．

　前述の二つの調査結果も，本講座が時流にマッチした活動
であることを示しているが，技術者の能力開発を目的とした
教育講座に対する要求は，その技術領域，内容，レベル等に
関して多様化している．このため，本会会員，及び関連分野
の技術者の実業務に直接役立つ内容をすべてカバーすること
は，技術の領域の広さとその変化の早さのため，非常に難し
い．タイムリーにかつピンポイントで需要の多い内容の講座
を提供する民間の講座とは差異化し，学会が提供する講座の
独自性を明確にする必要がある．体系的に知識を確認，整理
することを目的とする層や，基礎的な技術を体系的にかつ網
羅的に習得する必要がある層を想定した内容に特化したコー
ス設計をする必要があるのかもしれない．
　今後も本会会員に限らず，多くの方々に本講座を積極的に，
かつ有効に活用して頂けることを目指した活動を続けていく
予定である．
　最後に，長年にわたり生涯教育委員会の活動を推進してこ
られた歴代の委員長，委員，学会事務局の皆様，並びに質の
高い講義により本講座を支えて頂いた講師の方々に深く感謝
したい．

文　　献
 ［1］ 持田侑宏，“CPD最前線─会員の意識調査と今後，”信

学誌，vol. 87, no. 12, pp. 1095─1102, Dec. 2004.
 ［2］ 厚生労働省報道発表資料，“平成 19年度　能力開発基本調

査結果概要，”http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/06/

h0609-1.html, 2008.6.9.

 ［3］ NTTレゾナント（株），慶應義塾大学，“教育機関の情報収
集に関する調査，”gooリサーチ結果報道発表資料，
No.166，http://research.goo.ne.jp/database/data/000682/，
2007.11.6.

井上　明也（正員）
▶ 1981日本大学大学院理工学研究科博士
前期課程了．同年日本電信電話公社（現
NTT）入社．NTTサービスインテグレー 
ション基盤研究所 PM，主席研究員を経て，
2006年 4月より千葉工業大学社会システ
ム科学部経営情報科学科教授．

図 4　学びたい教育機関に関する情報の収集手段（複数回答）

0％ 10％ 20％

2.8％

7.2％

7.7％

9.5％

17.6％

17.6％

20.7％

22.2％

22.5％

25.8％

32.5％

52.6％

70.5％

30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

公式Webサイト閲覧

教育機関発行のパンフレット

教育関連のWebサイト閲覧

知人からの口コミ

教育機関主催のイベント・オープンキャンパス等

体験授業

出版社発行の情報誌

インターネット上の Q&Aサイト

在籍者─受講者からの口コミ

2ちゃんねる等の掲示板

個人ブログ検索

ウィキペディア

その他

［先端オープン講座の予定］
　次回，先端オープン講座は 2009年 5月 9日（土）～ 2009年 7

月 11日（土）に開講予定．開講講座の詳細と申込みは，http://

www.ieice.org/jpn/event/education.html
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