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Ⅰ．計画の内容
■プログラム名：イノベーション創出若手研究人材養成（中間評価）
■課題名：先進的マルチキャリア博士人材養成プログラム
■機関名：国立大学法人千葉大学
■代表者名（役職）：齋藤 康（学長）
■実施期間：5 年間
■実施経費：3 年目までの総額 182.6 百万円（間接経費込み）
１．計画の概要

（１）機関の現状
千葉大学においては、理工系博士大学院生の研究は基礎研究や応用研究が主体となっており、社会
が求めている製品化研究開発の経験が豊富とは言えない。また、基礎研究や応用研究を通じて専門性
を深めているが、経営やマーケティングなどのマネジメント系教育を受ける機会は少ない。大学院生
による英語論文はかなり増えてはいるものの、学会等においては実践的な英語による発表・討議の経
験が少ない。
（今後、グローバルな観点から、例えば地球環境、エネルギー、製造技術など様々な分野
において英語による討議が必要となっている。）このような状況を踏まえ、本学の各研究科においては、
主に技術完成力を念頭においた独自の取組が行われており、徐々に成果を上げつつある。これに技術
経営力や技術交渉力も加え、千葉大学の強みである総合力を生かし、相乗効果を最大限発揮した強力
かつ継続的な取組による人材養成が喫緊の課題となっている。

（２）イノベーション人材養成システムの概要
学長を総括責任者、産学連携・知的財産機構長（研究担当理事）を統括実施責任者とし、全学支援
体制のもと、先進的マルチキャリア博士人材を養成する。対象領域を理学、工学、融合科学、園芸学、
医学薬学の理工系５領域とし、養成対象者は本学博士後期課程の学生（ポスドク含む）から厳正に公
募する。学内外委員で構成されるプログラム履修者選定委員会において審査基準に基づき選抜した 20
名／年の養成対象者は、
各希望を考慮したキャリアパスに沿い、多様な教育プログラムが適用される。
そして、
”技術完成力”
、
”技術経営力”
、
”技術交渉力”の強化に向けた博士人材養成を実施する。
本プログラムは養成対象者、本学理工系 5 領域の大学院、国内外協力企業、
（財）千葉県産業振興セ
ンターによる 4 者の連携のもと実施する。人材養成室において、学内委員、国内外協力企業、
（財）千
葉県産業振興センターで構成する各プログラム委員会による養成プログラムに基づく継続的フォロー
の実施とともにアドバイスや評価を行う。外部有識者を交えた運営会議を最高決定機関とし、技術完
成力、技術経営力および技術交渉力の各プログラム終了時に厳正な各評価基準に基づく評価を行い、
修了を最終的に決定する。
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提案課題名

実施体制

先進的マルチキャリア博士人材養成プログラム

外部評価委員会

学長（総括責任者）
外部有識者を交えた
最高決定機関

センター長（統括実施責任者）
運営会議

県内ベンチャー企業
県内中小企業

機構長（統括実施責任者）

人材養成室

人材養成委員会（実施主体）
人材養成室長（実施担当）
（財）千葉県産業
振興センター

国内企業
海外企業

連携
技術完成力
プログラム委員会

プログラム履修者
選定委員会

連携

技術経営力
プログラム委員会

技術交渉力
プログラム委員会

外部有識者を交え、プログラムを構築し、養成を推進する
とともに厳正な評価を行う

外部有識者を交え厳正
な選定基準に基づき
履修者選定
（運営会議より人選）

理学研究科

工学研究科

医学薬学府

３つの力を
身につける

園芸学研究科

融合科学研究科
博士取得後、イノベーションの
旗手として企業等へ就職

オール千葉大
（自然科学系）
として取り組む

マルチキャリアセンター

提案課題名
先進的マルチキャリア博士人材養成プログラム

実施内容

養成期間
毎年10月1日～
翌年9月30日の
1年間

学長（総括責任者）
マルチキャリアセンター
センター長（統括実施責任者）

県内ベンチャー企業
県内中小企業

運営会議
人材養成室

（財）千葉県産業
振興センター

連携

本学博士後期課程学生
および博士号取得後
５年程度以内の研究者
対象研究科
・理学研究科
・工学研究科
・融合科学研究科
・園芸学研究科
・医学薬学府

国内企業
海外企業

人材養成室長他および各プログラム委員会

キャリアパス
確認

選抜

プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
者
選
連携 定

養成

修了後
フオロー

320名-120名 の
10％ 程度を対象
（20名/年 程度）

評価

技術完成力プログラム

修
了

評価

技術経営力プログラム

評価

技術交渉力プログラム
合計6ヶ月程度の企業等でのインターンシップ
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ミッションステートメント
（１）イノベーション博士人材養成システムの概要
千葉大学の博士課程学生のトップクラスの 10％程度を養成対象者と考え、履修対象人数を 20 名／
年間とする。養成期間を、当年度 10 月～翌年度 9 月の１年間とし、毎年、20 名を輩出していく。 5
年度目は助成期間が途中で終了するが、最重要プログラムとして位置づけている観点から、学内にお
いて予算措置を行い、本プログラムを遂行する。以上より、5 年間で輩出する先進的マルチキャリア
博士人材の総数を 100 名とし、各自の専門能力をベースに“技術完成力”、
“技術経営力”
、”技術交渉
力”を真に有する、我が国の新産業創出と知の国際競争に勝ち抜く新しい博士像（千葉大発博士改革）
となるリーダー的人材を養成する。
プログラム終了後も学長のリーダーシップの下、本プログラムを継続的に発展させ、本学の人文・
社会・自然科学全分野の博士課程養成システムとして発展させ、さらに、日本全国の博士課程養成シ
ステムのモデルとして波及することを期待している。
（２）3 年目における具体的な目標
3 年目終了時、20 名／年×3 年＝60 名を輩出している。そのうち、博士後期課程学生は 15 名／年
×3 年＝45 名程度であり、ポストドクターは 5 名／年×3 年＝15 名となる。
養成対象者

養成期間

到達レベル

養成人数

（ヶ月）
3 年目

12 ヶ月

博士後期課程
在籍者

産業界への
輩出人数

製品開発、事業企

45 名程度

36 名程度

15 名程度

12 名程度

画部門リーダー

ポストドクター

同上

同上

（３）実施期間終了時における具体的な目標
5 年目終了時、20 名／年×5 年＝100 名を輩出している。そのうち、博士後期課程学生は 15 名／
年×5 年＝75 名であり、ポストドクターは 5 名／年×5 年＝ 25 名と予想される。なお、各養成期間
は、当年度 10 月～翌年度 9 月の１年間とした。5 年目は途中で助成期間が終了するが、自己負担にて
本プログラムを遂行する。

養成対象者

養成期間

到達レベル

養成人数

（ヶ月）
終了時

博士後期課程
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在籍者

産業界への
輩出人数

開発部門、事業企画部

75 名

65 名程度

門のグループリーダー
または課長レベル

ポストドクター

同上

25 名

同上

20 名程度

（４）実施期間終了後の取組
・６年目以降の先進的マルチキャリア博士人材養成システムの学内定着および発展
・学内同領域の修士や学士に対する本コンセプトに基づくプレ博士人材養成の実施
・本人材養成適用範囲を学内人文・社会系へ拡大
・構築した諸々の人的ネットワークの維持・拡大および活用による、さらなる産学連携の推進お
よび新規プロジェクトの創出
3

（５）期待される波及効果
・他大学において比較的簡便且つ迅速に活用可能なプログラム
本プログラムは、学内の単位構成をベースに、既存カリキュラムを活用しつつ新規カリキュラ
ムを組み合わせたプログラムとなっているため、他の大学においても、状況に合わせて比較的簡
便且つ迅速に本プログラムの活用が可能である。
・他大学波及後の効果 ～他の公的研究機関への波及～
他大学に波及した後、他の公的研究機関への波及も期待できる。本プログラムはインターンを
主軸に置いた 1 年の構成であることから、他の公的研究機関のポスドク研究員においても魅力あ
る取り組みと考えられ、本プログラムの定着が期待できる。
・他大学波及後の効果 ～民間企業への波及～
本プログラムにより、インターン実施への理解が進み、参加企業が増えれば、さらに多くの企
業が博士学生及びポスドク研究員との接点を持ち、博士研究者の就職問題の解決の一端を担える
ことができると期待できる。また、本プログラムにより輩出された優秀な若手研究人材が産業界
でリーダーシップを発揮することで、グローバル市場におけるシステム、仕組み、及び技術標準
の獲得が期待できる。
２．採択時コメント
技術完成力・技術経営力・技術交渉力の必要な能力を分析し、システマテックに養成する内容には
具体性があり、意欲的な内容に挑戦する姿勢が評価された。
ただし、課題の実施にあたっては、トップ 10％にこだわることなく、選抜基準を明確にして幅広い
視野で養成者を選定するとともに、
実践プログラムの最適な実施時期についても検討頂きたい。また、
インターンシップ時の企業との契約においては、知的財産、守秘義務、報酬等の扱いを事前に明確に
し、インターンシップ派遣先は確保の目標を定め、確保できない場合の改善策を講じながら提案課題
を実施して頂きたい。なお、実践プログラムは産業界を目指した人材育成を対象とし、インターンシ
ップを初年度より着実に行って頂きたい。
また、これらのコメントを踏まえ、実践プログラムの内容、人材養成システムの内容、システム改
革構想、実施期間終了後のシステムの継続性等について、実現するための戦略も含めてミッションス
テートメントに具体的に記載頂きたい。

注：採択条件においてミッションステートメントの変更を要求された課題について、1.は対応後のミッションステー
トメントである。
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Ⅱ．所要経費
表１
補助対象経費

２１年度

所要経費

２２年度

（単位：百万円）

２３年度

２４年度

２５年度

備考

１．人件費
（１）特任教授

５．１

１６．２

１６．３

１６．３

１６．３

（２名）

（２名）

（２名）

（２名）

（２名）

４．０

２４．２

１６．０

２３．０

２３．０ 養 成 対 象 者 （博 士 号

（２名）

（１１名）

（１３名）

（１３名）

１．１

３．０

８．８

１５．８

（２名）

（６名）

（１５名）

（１６名）

０

０．７

０．８

０．８

０．８

（１９名）

（２２名）

（２２名）

（２２名）

２．９

５．６

６．１

６．１

６．１

（２名）

（２名）

（２名）

（２名）

（２名）

３．０

０．０

０．０

０．０

０．０ 書籍等

養成対象者分

０．２

１．０

１．５

３．５

３．５ 企業との共同研究

その他

０．９

１．１

１．２

１．２

１．２ 講師旅費、企業訪問

０

５．４

８．３

１０．３

１０．３ 外国企業と共同研究

１．３

３．２

３．２

３．２

３．２ 企業、海外拠点訪問

４．５

０．０

０．８

０．８

０．８ 国際シンポジウム

（２）研究員※
（３）博士研究員※
（４）非常勤講師
（５）事務補佐

（１３名） 取得者）
１５．８ 養 成 対 象 者 （博 士 課
（１６名） 程学生）

２．業務実施費
（１）消耗品費
（２）国内旅費

（３）外国旅費
養成対象者分
その他
（４）外国人等
招へい旅費

海外講演者

（５）諸謝金

２．４

０．２

０．３

０．３

０．３ 講演・講義謝金等

（６）会議開催費

０．４

０．２

０．２

０．２

０．２ シンポジウム開催費

（７）印刷製本費

１．９

０．５

０．７

０．７

０．７ プログラムパンフレット

（８）借損料

０．３

０．６

０．８

０．８

０．８ レンタルコピー機

（９）雑役務費

２．７

０．１

０．８

０．８

０．８ ＨＰ作成、翻訳等

３．間接経費

９．２

１８．６

０

０

０

総計

３９．９

８０．６

６５．８

８３．８

８３．８

うち補助金計

３７．５

７９．３

６５．８

６５．８

６５．８

うち自己資金計
補助対象外経費
総計

２．４
０

１．３
０

０
０

１８．０
４．０

１８．０
４．０

３９．９

８０．６

６５．８

８７．８

８７．８
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注 1) 人件費は、科学技術振興調整費により人件費を支出している者を職階（教授、准教授、特別研究員、
特別研究生、研究補助員等）により分け、年度毎に従事人数および従事内容とともに記載して下さい。
2) 補助対象外経費については、事業の全体像を示すために必要な取組について、取組毎に項目を立てて
記載して下さい。
3) 平成21年度は決算額、22年度は執行額、23年度は予算額、24年度・25年度は計画を記入して下さい（提案
書の計画を変更している場合は、その旨明記して下さい）。
（2）研究員※ および （3）博士研究員※ の各養成対象者数は、補助対象者数である。
企業によるインタ－ンシップ費用負担および企業からの運営資金提供による養成対象者は含まれておらず、
今後、これらの増加に伴い、養成対象者の増加が見込まれる。
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Ⅲ．これまでの取組状況（実施内容・成果）の概要
１． 総括
【 目指す理想像（育成すべき人材像） 】3 つの力を併せ持つマルチキャリア博士人材を養成する。
・基礎研究から製品化まで行う技術開発力に優れている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・技術完成力
・事業を発展できる経営力／マネジメント力を身につけている・・・・・・・・・・・・・・・・・・技術経営力
・グロ－バル市場で勝ち抜ける国際競争力を持っている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・技術交渉力
（１）仕組みの構築と定着(システム改革)
平成21年5月採択を受けて、学長(総括責任者)および副学長(統括実施責任者)の強力なリーダ－シップに
より仕組み作りが急ピッチで進んだ。平成21年度（1年目）の10月から第１期生の人材育成を開始するにあたり、
6月にマルチキャリアセンタ－を立ち上げ、合わせて6月～7月にかけて図１に示す組織体制を構築した。具体
的には、統括実施責任者であるマルチキャリアセンタ－長のもと、履修者の選定および評価を行う履修者選
定・評価委員会,プログラム内容を検討する3プログラム(技術完成力、技術経営力、技術交渉力)委員会、3プ
ログラムを推進する人材養成室、研究科長(学部長)を中心に構成される運営会議(最高議決機関)の各組織
を立ち上げ、あわせて各組織の規程を作り、役割分担を明確にした。そして、履修者選定基準を明確にした。
そして応募者多数のため７月末に選抜(ヒヤリング審査)を行い、第1期生12名(博士後期課程学生6名、ポスド
ク6名)の履修を決定し、平成21年10月より育成を開始した。

図１ マルチキャリアセンタ－の仕組み
(2)構築したイノベ－ション人材養成システム(プログラム内容含む)
システムの中核となるプログラム概要を表2に示す。技術完成力、技術経営力、技術交渉力すべて講義とイ
ンタ－ンシップで構成されている。技術完成力インタ－ンシップは主に企業における製品開発体験であり、これ
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が『企業における3ヶ月以上の取組』に相当する。技術経営力インタ－ンシップは独自の取組として『経営診断
実習』等の経営・マネジメント実践体験であり、技術交渉力インタ－ンシップは独自の取組として『海外ビジネス
体験』等、英語力をアップし内向きを打破する実践体験である。

表２

講義
(期間：4～5ヵ月間)
講義フォロー：
やってみる実践体験
・修得知識の活用
・グループワークによる
リーダーシップ力、
コミュニケーション
能力のアップ

インタ－ンシップ
(7～8ヵ月の
期間中に実施)

プログラム概要

技術完成力(実用化力)
・製品開発の進め方等に関する
知識の修得
・知的財産関連知識の修得

・日経アイデアコンテスト他へ
の参加
・企業訪問、施設見学、
ディスカッション

≪企業における取組≫
実施内容 (原則3カ月以上)
・製品開発体験他

技術経営力(経営・マネジメント力)
技術交渉力(国際競争力)
・経営およびマネジメント関連
・英語力のアップ
知識の修得
・グロ－バル知識の修得
(マクロ・ミクロ経済学、運営管理、 ・グロ－バル問題についての
企業経営理論、経営分析、ベンチャ－ ディスカッション
ビジネスマネジメント他)
・起業体験、事業計画体験
・グローバル課題に基づく
(ベンチャ－キャピタル他による
開発テーマ提案の検討、
評価を受ける)
A-STEP 他への申請等
・学生ビジネスアイデアコンテスト ・採択された場合、実施
への参加

≪独自の取組≫
・経営診断実習他

≪独自の取組≫
・海外ビジネス体験
・チームプロジェクト体験

企業指導員との連携により履修生 対象となる企業の経営者
海外大学教員、海外企業指導員との
の成長度の把握、メンタリング
および中小企業診断士他による指導お 連携に基づく指導および評価
フォロ－
よび評価

(3)産業界等との連携
平成22年度末までに図2に示す連携体制を構築した。近年，起業を志す若者が徐々に増えて来ているが、
「経営を知らない」、「経営実践体験がない」等のため、起業に踏み出せない、うまく経営できない等の問題が
クロ－ズアップされている。企業経営理論やベンチャ－ビジネスマネジメント等の講義を実施しているが、これ
に留まらず、希望する履修生に対し、貴重な実践体験をさせている。例えば、本学と包括協定を締結している
千葉市の産業振興財団が運営するインキュベ－ション施設においてインキュベ－ション・マネ－ジャ－の指導
のもと、起業体験や事業計画作成実践体験をさせている。さらに学生が作成した事業計画書を実際にベンチ
ャ－キャピタルが評価し、アドバイスする等、極めて貴重な実践体験をさせている(平成23年7月時点で10名を
超える履修生が体験している)。本プログラムが起業の啓発に大きく貢献していると言える。
また、千葉県からは県内産業界の事情を知る千葉県産業振興センタ－の理事長および室長を委員として
招き、貴重なご意見をいただいている。このように、千葉県および千葉市とはきわめて価値の高い、有機的か
つ実践的な関係を構築している。
50社以上の国内企業からインタ－ンシップ受入れ、および非常勤講師派遣等で多大なご協力をいただい
ている。さらに、民間企業より委員を招き、履修者選定・評価およびプログラム内容企画等について貴重なご
意見をいただいている。産業界で活躍できる人材を養成するために、多くの民間企業の方々から、非常勤講
師の立場や委員の立場でご協力をいただいている。
さらに、非常勤講師派遣、インタ－ンシップ実施および講演等について、中小企業診断協会千葉県支部、
千葉県技術士会、NPO法人 国際社会貢献センタ－等、専門性に強みを持つ多くの団体の方々に多大なご
協力をいただいている。
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国外では既に包括協定を締結している上海交通大学との間で国際共同研究センタ－を設立した。
さらに、カナダの University of Waterloo との間で包括協定を締結し、国際交流センタ－(IECオフィス)を両
大学に設置し、すでに12名の博士学生が University of Waterloo を介したインタ－ンシップを実施している。
University of Waterloo は、理工系の世界大学ランキングで27位、総合で 84位と極めてハイランキングであ
るが、コーオプと呼ばれるインタ－ンシップ制度に類似した実務教育プログラムを学部、大学院で幅広く教育
カリキュラムに取り入れており、規模としては世界最大であり、世界的な名声を得るようになったのも、インタ－
ンシップ制度(コ－オプ)によるところが大きい。全額企業負担のインタ－ンシップを極めて多くの学生が体験し
ており、多くの企業がコ－オプ学生を採用している。この University of Waterloo とダブルディグリ－に相当
する、クォ－ツテル契約を交わして両大学の博士後期課程のグロ－バル人材を育成していく。このように
University of Waterloo との関係を、より強化し、人材交流を促進し、インタ－ンシップをより活発に行っていく。
そして、千葉大学は、日本版の University of Waterloo を目指し、さらなるグロ－バル化を図っていく。
(4)若手研究人材の養成状況・輩出状況・好循環への萌芽
養成・輩出状況を表 3 に示す。なお、毎回、履修者数の 1.5 倍から 2 倍の応募者があり、一次(書類)審
査および二次ヒヤリング(最終)審査を経て、履修者を決定している。
すべての履修生が企業における 3 ヶ月以上の取組を含む複数のインタ－ンシップを体験している。さらに
養成輩出者数は総数およびポスドク数ともに当初計画ペースである 20 名／年、5 名／年を大幅に上回って
いる。あわせて修了後、学位取得を目指す博士後期課程学生を除けば、起業も含め、ほとんどすべてが採
用予定か採用となっている。
平成 23 年度は予算面で厳しい状況ではあるが、今後、本人材育成に理解いただける企業からの資金
提供を増やすことにより履修生数を増やしていく。
履修生数の見通しを図３に示す。企業によるインタ－ンシップ費用負担および企業からの資金提供に
伴い履修生を増やしていく。これによれば、5 年目終了時、輩出できる履修生数(累積数)見通しは、
116 名を予想しており、目標値である 100 名 を大きく上回る。
また、表4のように他大学への対象拡大、千葉大学修士への拡大(講義の共通科目・単位化)により受講
生の数が急激に拡大しており、正規履修者とあわせて、延べ 416名が履修している。本プログラムの学内
外への浸透が着実に進行している。このため好循環により履修生数の増加がさらに期待できる。
さらに取組実施状況を表5に示す。
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図２

産業界他連携体制

表３ 養成・輩出状況

履修開始時期

期 博士後期課程学生

ポスドク

合計

備考

2009 年 10 月

1

6

6

12 修了後、学位取得を目指

2010 年 4 月

2

3

3

6 す博士後期課程学生を

2010 年 10 月

3

13

2

2011 年 4 月

4

8

5

15 除けば、起業も含め、ほ
13 とんどすべてが採用内定

30

16

合計

46

または採用となっている

履修者数
46 名／2 年 =

23 名／年 ＞ 20 名／年(計画値) ⇒ 目標ペースを上回っている

ポスドク
16 名／2 年 =

8 名／年 ＞

5 名／年(計画値) ⇒ 目標ペースを上回っている
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予定履修者数
1年目

160

2年目

3年目

4年目

5年目
152152

140
134
120

116

100

98

80

80

62

60
46
40
33
20

計画値

計画値

60 名

100 名

18
12

0

0

図３

履修生数の見通し

表４

正規履修生を除く講義のみ履修生

2009年10月

1

個別講義
技術完成力 技術経営力 技術交渉力
4
0
0
0

2010年4月

2

5

0

0

0

0

2010年10月

3

5

0

0

0

0

2011年4月

4

5

170

150

31

351

履修開始時期

期

3講義

合計

合計
19
170
150
31
対象を千葉大学大学院の博士前期課程(修士)に拡大したこと、および千葉工業大学、
東邦大学、日本大学へ拡大したことにより講義履修者が増大した。
意識改革の萌芽となっている。
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0

351

表５

実施状況

実施日

取組内容

実施期間以前の主な取組

・ベンチャ－ビジネス入門、ベンチャ－ビジネスマネジメント、基礎マクロ
経済学の講義実施（理学研究科）
・ベンチャ－ビジネス論、ベンチャ－ビジネスマネジメント、技術者倫理の
講義実施(工学研究科)
・ナノイメ－ジング・エキスパ－トプログラム実施（融合科学研究科）
・環境園芸学エキスパ－トプログラム実施（園芸学研究科）
・情報集積型医療創薬を担う若手研究者の育成プログラム実施(医学薬学府)
・知財セミナ－、ベンチャ－ビジネス論、起業論入門講義実施(産学連携知
的財産機構)

平成 21 年 6 月 23 日

マルチキャリアセンター設立

平成 21 年 6 月 12 日

第１期生養成対象者募集開始

平成 21 年 7 月 31 日

履修者選定評価委員会によるヒヤリング審査実施／第１期生 12 名入学決定

平成 21 年 10 月 1 日

第１期生 12 名履修開始(～平成 22 年 9 月 30 日))

平成 21 年 12 月 15 日

第 2 期生養成対象者募集開始

平成 22 年 1 月 29 日

履修者選定評価委員会によるヒヤリング審査実施／第 2 期生 6 名入学決定

平成 22 年 3 月 15 日 16 日

第 1 回アントレプレナ－シップシンポジウム実施

平成 22 年 4 月 1 日

第 2 期生 6 名履修開始(～平成 23 年 3 月 31 日))

平成 22 年 6 月 10 日

第 3 期生養成対象者募集開始

平成 22 年 7 月 30 日

履修者選定評価委員会によるヒヤリング審査実施／第 3 期生 15 名入学決定

平成 22 年 10 月 1 日

第 3 期生 15 名履修開始(～平成 23 年 9 月 30 日))

平成 22 年 12 月 15 日

第 4 期生養成対象者募集開始

平成 23 年 1 月 28 日

履修者選定評価委員会によるヒヤリング審査実施／第 4 期生 10 名入学決定

平成 23 年 3 月 9 日

第 2 回アントレプレナ－シップシンポジウム実施

平成 23 年 4 月 1 日

第 4 期生 13 名履修開始(～平成 24 年 3 月 31 日))

委員会等

運営会議 計 6 回実施 ※

平成 21 年 6 月～平成 23

履修者選定・評価委員会(ヒヤリング審査) 計 5 回実施

年6月

プログラム委員会 計 4 回実施

※最新議事録を付録に添付する。
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２．本課題に関係する、機関の概要および考慮すべき事項
千葉大学は、９学部、12 研究科(学府・研究院含む)、22 研究センタ－等からなる大規模総合大学である。こ
の中で自然科学系大学院研究科は以下である。
・理学研究科 ・工学研究科 ・融合科学研究科 ・園芸学研究科 ・医学薬学府 ・看護学研究科
千葉県で唯一の国立大学法人であり、かつ、千葉県や千葉市と包括協定を締結しており、地域の発展に
貢献する使命を担っている。平成 22 年度には本学内に千葉大学サイエンスパ－クセンタ－が設置され、オ－
ル千葉県として産学官連携を強力に推進する拠点が出来上がった。さらに、包括協定を締結している千葉県
内自然科学系大学院(千葉工業大学、東邦大学、日本大学)との間で人材交流等、さらなる連携強化を進め
ている。
さらに海外協力機関として、インタ－ンシップが世界的に有名な University of Waterloo (カナダ)と大学間交
流協定を締結した。また既に大学間交流協定を締結している上海大学と千葉大学・上海交通大学国際共同研
究センタ－を設立した。 「視野が狭い、適応力がない、内向きである」と言われる若手研究者が本学にも少なか
らず存在する。内向きを打破し、グロ－バルな視野と幅広い適応力を身に付けるため、これらの国際機関の協
力のもと、人材交流を推進している。
これまでは各研究科(部局)ごとに独自の人材養成を実施し,成果を上げているが、全学的かつ横断的な取組
によりさらなる成果がもとめられている。さらに産業界をはじめ、外部機関との連携も限定的であった。
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３．所期の目標（計画）達成状況
（１）採択時コメント等への対応
① トップ 10 にこだわることなく、選抜基準を明確にして幅広い視野で養成者を選定すること。
本学大学院の自然科学系研究科すべて(理学研究科、工学研究科、融合科学研究科、園芸学研究科、医
学薬学府、看護学研究科)、および千葉県内の自然科学系大学院(千葉工業大学、東邦大学、日本大学)を
対象とし、博士後期課程学生および学位取得後 5 年程度以内の研究者に対し、広く公募している。応募要件
を満たしていることを書類で確認後(一次書類審査)、原則、全応募者に対し、20 分／人 程度でヒヤリング最
終審査を実施している。この中で、応募者各自、5 分／人 で英語または日本語のうち、母国語でない方の言
語で今後の計画他についてプレゼンテ－ションさせる。運営会議にて承認された評価基準 ≪・熱意 ・計画
性 ・語学力≫の 3 つのポイントについて点数化し、多面的な評価を行っている。(優れている = 3 点, 普通
= 2 点、劣っている = 1 点)。本学大学院自然科学系の各研究科長(学部長)、千葉県産業振興センタ－理事
長および複数の民間委員による公正かつ公平な評価により点数評価を行い、順位付けし、委員全員合意の
もと、合格者を決定している。審査シ－トを以下に示す。本基準は受験生全員に事前公開している。
⑬2011年4月生 ヒヤリング最終審査シ－ト
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学生審査集計・合格者決定

②実践プログラムの最適な実施時期について検討すること。
博士後期課程学生については、学位取得のための研究推進との両立が前提となる。このため、応募時、必
要に応じて、履修の適切な時期等について学生にアドバイスしている。さらに、履修決定後についても、学位
取得のための進捗を把握し、特に企業における取組実施時期について、指導教員も交えて、相談し、実施時
期等について調整を行っている。
③インタ－ンシップ時の企業との契約における知的財産、守秘義務、報酬等の扱いの事前明確化
企業における長期的取組み等のインタ－ンシップに際しては、学生用およびポスドク用のインタ－ンシップ
契約書および覚書を事前に作成し、知的財産の取り扱い、守秘義務、報酬および損害賠償の考え方等につ
いて事前に受入企業と協議を行い、明確にしている。そしてインタ－ンシップ契約書および覚書について双
務契約(先方企業および千葉大学が押印)成立後、インタ－ンシップを実施している。インタ－ンシップ契約書
および覚書の雛型を巻末に添付する。
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④インタ－ンシップ派遣先確保の目標の明確化
各種インタ－ンシップについては技術完成力、技術経営力および技術交渉力ごとのねらいに沿って、履修
生のキャリアパス、履修生や指導教員の希望等を考慮するとともに、インタ－ンシップ受入先企業の考えも加
味し、目標を事前に明確にしている。さらに実施内容、スケジュ－ル、指導体制も具体的に覚書に記載し、事
前に受入企業、履修生および千葉大学との間で明確にしている。さらに企業の協力を得て、履修生プレゼン
テ－ションによる中間進捗評価および最終成果報告会を実施している。さらに履修生の成長を把握するため
に企業指導員に対し、評価シ－トへの記入をお願いし、必要に応じて、評価結果を履修生本人にフイ－ドバ
ックしている。
⑤実践プログラムは産業界を目指した人材養成を対象とし、インタ-ンシップを初年度より確実に行う。
課題採択初年度(平成 21 年度)の 10 月からスタ－トした第 1 期生 12 名全員が企業における取組を実施し
ている。さらにその大部分の履修生が、これにとどまらず、独自の取組である技術経営力インタ－ンシップおよ
び技術交渉力インタ－ンシップを体験している。
（２）所期の目標（計画・ミッションステートメント）達成状況
目標１：早期のイノベ－ション博士人材養成システムの構築と定着(システム改革)
博士後期課程学生および学位取得５年程度までの研究者を受入れ、１年かけて育成を行う安定し
たシステム(しくみ)を構築し、定着させる。
達成状況１：目標を上回っている。
2009 年 10 月から第 1 期履修生を迎えるにあたり、事前(2009 年 6 月～7 月)にシステム（仕組
み）の大部分を図１のように構築し、早期に定着させることができた。(履修対象としての千葉県
内他大学の追加、および民間委員については 2011 年 4 月より実施)
内容を以下に示す。
・履修者選定・評価委員会
履修を希望する博士後期課程学生および学位取得５年程度までの研究者(千葉大学、千葉工業大学、
東邦大学、日本大学)を対象として、一次(書類)審査および二次(ヒヤリング)審査を行い、履修者を
選定する。また、１年間の履修状況を評価し履修認定を行う。教員、千葉県産業振興センタ－理事
長および民間企業委員により構成され、幅広い視点から応募者を多面的に評価し履修者を決定する。
・プログラム委員会(技術完成力、技術経営力、技術交渉力)
講義内容やインタ－ンシップなどのプログラムを企画し、実施状況を把握し、課題検討などを行
う。教員、千葉県産業振興センタ－理事長および民間企業委員により構成され、特に産業界の意見
をプログラム内容に反映させるとともに、産業界を巻き込んだ人材育成を行う。
・運営会議
最高決定機関であり、本学自然科学系大学院研究科の研究科長(学部長)、千葉県産業振興センタ
－理事長他により構成される。各プログラム委員会からの提案や履修者選定・修了に関する最終決
定を行う。
さらに、マルチキャリアセンタ－の活動を強力にサポ－トする、以下の強力な機関連携体制を図
2 のように構築した。
・履修対象
千葉大学、千葉工業大学、東邦大学、日本大学の大学院自然科学系研究科に在籍する博士後期課
程学生および学位取得５年程度までの研究者を対象としている。
・地域連携
千葉県に唯一存在する国立大学法人である千葉大学は、既に千葉県および千葉市と包括協定を締
結しており、これまでも(財)千葉県産業振興センター、(財)千葉市産業振興財団および千葉県内企業
とともに産官学連携を強力に推進してきた。このたびは人材育成の観点から、講師派遣、インタ－
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ンシップ受入れ、および委員会委員など様々な協力をいただいている。さらに千葉市産業振興財団
とは既存のインキュベ－ションシステムを活用して『起業等支援システム』を構築し、起業を希望
する履修生および事業計画を希望する履修生に対し、実践体験をさせている。
・国内企業
既に、講師派遣、インタ－ンシップ受入、施設見学受入等数十社の協力をいただいている。特に
インタ－ンシップ受入れ企業の中には、給与・交通費等を全額負担する企業が数社ある。また、履
修者選定・評価委員およびプログラム委員として、パラマウントベッド(株)およびテルモ(株)から各
１名、招いており、履修者選定時やプログラム企画時、意見を反映させている。
・協力団体
主に講師派遣、インタ－ンシップ推進および講演等に関し、経営・マネジメントの専門家である
中小企業診断協会千葉県支部、技術の専門家である千葉県技術士会、グロ－バルビジネスに詳しく
実践体験豊富な国際貢献センターの協力をいただいている。
・海外機関
履修生の海外インタ－ンシップ先企業探索および講演等で University of Waterloo(カナダ)
の全面協力をいただいており、既に 10名を超える履修生が海外ビジネス体験を行っている。このた
び交流協定を締結したことにより、インタ－ンシップや人材交流等の面でさらなる活性化を図る。ま
た、既に協定を締結している上海交通大学とともに千葉大学・上海交通大学国際共同研究センターを
設立した。この国際共同研究センタ－を通じて履修生のインタ－ンシップや人材交流等を推進する。
目標2：プログラムの構築
技術完成力、技術経営力、技術交渉力と多岐にわたるプログラムを早期に構築する。
達成状況2：目標を上回っている。
2009年10月から第1期履修生を迎えるにあたり、システムの中核となるプログラムを表2のように構築した。
技術完成力、技術経営力、技術交渉力すべて講義とインタ－ンシップで構成されている。
技術完成力講義は産業界から多岐にわたる業種において製品開発を担当される民間人講師を招いて講義
を行い、製品開発手法や考え方を学び関連知識を修得するとともに、技術完成見通しについて目利き力を身に
つける。また、知的財産関連の講義も行い、関連知識を修得するとともに、産業界に行った際に必要となるスキ
ル等を修得する。さらに講義の一環として日経アイデアコンテストやなのはなコンペに応募し、最優秀賞等を受
賞している。単なるアイデアに留まらず、その後のビジネス展開まで提案したことが評価されたもので、実際に事
業に発展する可能性が出てきている。技術完成力インタ－ンシップは主に企業における製品開発体験であり、
これが『企業における3ヶ月以上の取組み』に相当し、履修生全員が体験している。
技術経営力講義の内容は主に経営・マネジメント関連であり、専門家である中小企業診断士を講師に招き、
マクロ・ミクロ経済学、経営分析関連、企業経営理論、運営管理、ベンチャ－ビジネスマネジメント等、極めて幅
広い。インタ－ンシップは独自の取組として『経営診断実習』等の経営・マネジメント実践体験である。単なる企
業訪問や施設見学でなく、中小企業診断士が行う経営診断をそのまま実施する。生産の非効率性や経営戦略
他に着目し最終的に経営者に対してアドバイスし、経営者からの評価をいただいて終了する。2010年9月に１回
目の『経営診断実習』を実施し10名近い履修生が実践体験した。最終報告を行った結果、企業経営者からお誉
めの言葉をいただいた。また参加した履修生からは、講義から修得した知識を実践することができ、本当に理解
することができたとの感想が多く出された。
技術交渉力講義はグロ－バル問題の講義およびディスカッションにより構成され、すべて、英語で行う。インタ
－ンシップは独自の取組として『海外ビジネス体験』等、英語力をアップし内向きを打破する実践体験である。決
して海外団体旅行に終わることなく、海外におけるビジネス体験を通じて『自分は海外でもやれる』という実感を
持つことを期待している。これまでに12名の履修生が海外でビジネス体験している。ビジネス体験開始前に比べ、
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英語力アップも含めて自分自身が変わったとの意見が多く、内向き打破に向けて手ごたえを感じている。
目標3：若手研究人材の履修ペース
年間 20名、およびポスドク年間 5名を目標とする。
達成状況3：目標ペ－スを上回っている。
表3および図3に示すように、現状、目標を上回っており、民間企業からの運営資金も得て、さらに目標を大
きく上回る見通しである。
目標４学生および教員の意識改革のための活動
先進的マルチキャリア博士人材養成プログラムを学内に定着・普及させる
達成状況４：目標を上回っている。
意識改革のため以下を実施している。
①大学院入学ガイダンス(千葉大学の自然科学系研究科すべてを対象)における説明実施
毎年4月に実施される大学院ガイダンス(千葉大学の自然科学系研究科すべてを対象)において大学院入学
者に対し、先進的マルチキャリア博士人材養成プログラムの説明および勧誘を実施している。
②シンポジウムにおける説明
毎年3月にマルチキャリアセンタ－が主催している『アントレプレナ－シップシンポジウム』において、参加企
業、学生および教職員に対し、本プログラムの内容や成果を説明している。
③公募説明会の実施
年2回、6月および12月に千葉大学、千葉工業大学、東邦大学、日本大学にて学生および教職員を対象に
公募説明会を実施し、本プログラム内容や成果等について説明している。
④履修修了者による成果発表会の実施(公開)
半年ごとに、修了式の午後、修了者全員による成果発表会を実施している。この成果発表会には他の履修
生やその指導教員には必ず参加していただいている。さらに公開にため、初めて聞きに来る学生もおり、その学
生が触発されて応募してくる場合もある。
⑤博士前期課程(修士課程)への履修拡大
本プログラム履修に向けて予備軍拡大を意図して博士前期課程(修士課程)へ履修対象を拡大している。
⑥教授会等の場での呼びかけ
各研究科の教授会において各研究科長(本プログラム運営委員)から全教授に対し、履修を促す呼びかけをj
実施している。
⑦アンケ－トによる意識調査の実施
本プログラムのPRも意図してアンケ－トによる学生および教員の意識調査を実施している。その結果、
自然科学系研究科教員のおよそ 40% 、自然科学系博士後期課程学生のおよそ 50% が本プログラムの存在
を知っており、両者とも履修について肯定的な意見が多い。具体的な事例としては学生の応募者数が増加傾
向にあることやマルチキャリアセンタ－主催のシンポジウム等への教員参加者数も増加傾向にあること等が挙
げられる。
表3のハイペースな養成・輩出状況に加え、表4に示すように、講義に関し、博士前期課程学生(修士)および
博士後期課程学生を対象とした大学院共通科目・単位化を積極的に進めたことにより多くの大学院 生が各
講義を聴講することになった。これは本プログラムの学内定着・普及に大きく貢献するとともに『イノベ若手人材
育成対象』の予備軍増加が期待できる。 以上は若手研究人材育成に対する好循環の萌芽ともなる。
（３） 所期の目標（計画）どおりに進捗しなかった場合の対処と実績
該当なし

Ⅳ．自己評価
当初の目標をはるかに上回る達成度であると考える。
まず、1 年目(平成 21 年度)に、学長をトップリ－ダ－とするプログラム実施中核組織であるマルチキャリ
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アセンタ－を 6 月に立ち上げ、6 月～7 月にかけて各委員会を構築し、規程を完備し、履修生審査およ
び評価基準を明確にして、第 1 期生を平成 21 年 10 月から迎い入れることができたことが挙げられる。ま
た同時並行的にプログラム内容(技術完成力、技術経営力、技術交渉力)を完備した。そしてこのために
必要な外部機関との強力な連携体制を構築することにより、委員会出席、講師派遣、インタ－ンシップ実
施等の面で初年度第１期生から充実した人材育成を行うことができた。特にインタ－ンシップについては
第１期生から、国内企業のみならず海外大学の紹介による周辺企業へのインタ－ンシップが実現する等、
当初計画をはるかに上回る成果を上げたと言える。
次に産業界ニ－ズに対応したプログラムを作り上げることができたことが挙げられる。このプログラムに
対する産業界の評価は極めて高い。産業界で活躍できる博士人材の育成であることから、産業界からの
高い評価は、すなわち産業界ニ－ズに適合したプログラムであることを示している。産業界の意見を以下
に紹介する。
・自分たち従業員が履修したい
・企業において 10 年から 20 年かけて社員教育する内容だ
・このプログラムを履修した博士人材なら是非採用したい
以上のようなご意見を産業界からいただいている。このように産業界に理解していただいていることは、
産業界を巻き込んだ人材養成を行う上で極めて重要なことである。さらに、6 年目以降の自立化に向けて
運用資金を提供していただけるスポンサ－企業を募る上で大きなメリットである。
そして、養成・輩出ペ－スが当初の目標(20 名／年)を上回っていることも挙げられる。さらに自然科学
系大学院における講義の共通科目・単位化や修士への拡大、さらには履修対象を千葉県内自然科学
系大学院にまで拡大したこと等、本プログラムの周知・定着・拡大が着実に進行している。この結果、学
内の学生および教員の意識改革も着実に進んでいる。
1．進捗状況
目標を上回る進捗である。
2．イノベーション人材育成システム改革状況
千葉大学自然科学系大学院にとどまらず、履修対象者を千葉県内の自然科学系大学院に拡大
するとともに、千葉大学教員のみならず、委員として千葉県に入っていただき、またインタ－ンシップ受入
れ等について千葉県および千葉市の全面協力を得るなど、オ－ル千葉県による人材養成システムを構
築することができた。さらに、産業界ニ－ズに対応し、履修者選定およびプログラム作成に反映する等の
意味からも、民間から委員を招聘した。
加えて、インタ－ンシップが世界的に有名な University of Waterloo (カナダ)と大学間交流協定を締
結した。さらに既に大学間交流協定を締結している上海交通大学と千葉大学・上海交通大学国際共同
研究センタ－を設立した。今後、これら国際機関とともに本プログラムに関わる講義、シンポジウム、インタ
－ンシップおよび人材交流を推進し、本人材養成をさらに発展させる。

さらに、千葉大学大学院の自然科学系研究科において、博士後期課程のみならず博士前期課程(修
士)も対象として３講義(技術完成力、技術経営力、技術交渉力)の共通科目・単位化を実現することにより、
裾野拡大および意識改革を図っている。アンケ－トによる意識調査結果も踏まえ、本学学生および教員
の意識改革も着実に進んでいると言える。
３．実践プログラムの開発・運用状況
技術完成力、技術経営力、技術交渉力の 3 プログラムは、それぞれが講義およびインタ－ンシップ
により構成されている。2009 年 10 月、第 1 期生を迎え入れる前に、既に実施体制を構築し、実践プロ
グラムを完成させていた。
産業界ニ－ズに対応した多様で密度の高いプログラムであり、産業界から高い評価を得ている。さ
らに、2011 年 4 月から 3 講義の聴講を博士前期課程(修士)にまで拡大したところ、聴講希望者が爆発
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的に増加した。この爆発的に増えた聴講生の出席率は、講義終了近い 7 月末近くなっても、9 割近くを
維持しており、本プログラムに対する理工系学生の潜在需要は極めて高いことがわかった。本プログラ
ムに対する学生からの意見の一部を紹介する。
技術完成力：産業界において活躍している企業の開発担当者による製品開発事例紹介は、基礎研究
しか知らない我々にとって大変、興味深かった。製品まで見通すことの必要性を理解する
ことができた。アイデアコンテストなどの体験も非常に面白かった。
技術経営力：これまで縁遠く感じ、敬遠さえしていた経営・マネジメント系の知識・スキルが本当は必要
であることが分かった。経営診断実践体験は大変、勉強になった。将来、中小企業診断
士の資格を取得したい。
技術交渉力：実践英語力がアップしているのがわかった。引き続き、TOEIC テストにチャレンジしていき
たい。海外でビジネスがやれそうな気がしてきた。ディスカッション等を通じて多くの履修
生と知り合えてよかった。
講義については知識および経験豊富な外部講師が千葉大学非常勤講師として大学ル－ルに従ったリ
－ズナブルな講師代を支払っており、余計な出費を抑えている。『先進的マルチキャリア博士人材養成
プログラム』の趣旨に理解をいただき、プログラム内容を評価していただいた方々のボランティア精神に
敬意を表したい。さらに同様の理由により、企業における長期的取組等のインタ－ンシップ受入れにつ
いて門戸が開放されつつあるばかりでなく、給与や交通費を負担していただける企業が増えつつある。
今後、このような企業を増やしていきたい。以上より、限られた原資で可能な限り履修生を増やし、より多
くの成果を上げるなど、非常に効率的に運用している。この取組みは、５年経過後の自立化に向けた基
盤作りでもある。
さらに、これまで２度のシンポジウムを実施している。特に第１回アントレプレナ－シップシンポジウムは、
国内外から著名な教授や企業の第一線で活躍されている開発責任者など多くを招いて実施している。こ
れにより千葉大学のマルチキャリアプログラムの認知度／理解度は高まり、企業における長期的取組等
のインタ－ンシップを受け入れる企業が飛躍的に増加した。また、講演に招いた海外の著名な大学教授
の紹介により、マルチキャリア履修生がこの大学教授を介して、大学周辺企業にインタ－ンシップに行く
ケ－スが出て来ている。なお、University of Waterloo との大学間交流協定の締結も、このシンポジウム
に招いた University of Waterloo の Paul Doherty 教授の仲立ちにより実現した。
４．実施体制
以下のように実施体制は強力かつ妥当である。
技術完成力：各企業の製品開発主担当である講師および産学連携知的財産機構の専門家(弁理士他)
による講義、企業における取組(製品開発体験)を指導いただく各企業の指導員等、強
力な実施体制を構築している。
技術経営力：経営コンサルタントの国家資格を持つ中小企業診断士や監査法人マネ－ジャ－(公認
会計士)他による経営・マネジメントの講義、起業体験および事業計画体験を指導する千
葉市産業振興財団のインキュベ－ションマネ－ジャ－等の関係者、および経営診断実践
体験に協力する企業経営者や中小企業診断士等、強力な実施体制を構築している。
技術交渉力：講義やディスカッションを実施するグロ－バル知識の豊富な元商社マンやグロ－バル企業
で活躍する社員、そして海外ビジネス体験に協力する University of Waterloo の教授お
よび海外企業指導員等、内向き打破に向けて強力な実施体制を構築している。
実施担当教員は以下のとおりであり、業務所掌を明確にした上で責任を持って業務を遂行している。
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技術完成力 ・・・藤井 知

特任教授

技術経営力 ・・・井上 里志 特任教授(人材養成室長)
技術交渉力 ・・・Mark Haley 特任教授(米国人)
これらをサポ－トすべく、各種委員会が活動を行っている。
さらに給与および宿泊・交通費を全面負担していただける企業を開拓することができ、結果として限ら
れた予算でより多くの履修生に企業における取組やインタ－ンシップ等を体験させることができた。現在、
このような協力企業は、数社存在する。企業側も意識改革が進み、企業を巻き込んだ人材育成が確実に
進展している。今後、このような企業を増やしていくことにより、さらに強力な実施体制構築を目指す。
５．今後の進め方
基本的にはこれまでの進め方を踏襲しながら、さらにメニュ－を増やし、履修生の多様なキャリアパス
に対応した人材育成を行っていく。
千葉大学においては、人文社会系の学生も加えて、全学的な展開および定着を図る。加えて、学部
の早い段階で本プログラムの概論的な講義を普遍教育科目として導入・定着させ、早い段階から学生や
教職員に対し、意識改革を促す。
また、給与および宿泊・交通費を負担していただける企業をさらに増やすことにより、限られた予算でよ
り多くの履修生を輩出していくとともに、協力企業を増やし、意識改革をさらに促す。
また、千葉大学・上海交通大学国際共同研究センタ－、 University of Waterloo (カナダ)、その他の
海外大学を介しての人材交流等を活発化させるとともに、履修生の海外インタ－ンシップをさらに推進し、
内向き打破路線を推進する。
６．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
実施期間終了後、本取組を継続させ発展させていくためには資金獲得が不可欠である。具体的に
は、「先進的マルチキャリア博士人材養成プログラム」に賛同いただける企業を募り、運営資金提供を
お願いする。この対価として以下を企業に提供する。
・従業員の講義聴講(千葉大学内および企業にて)
・従業員研修への協力(研修の企画および実施)
・従業員インタ－ンシップの仲介・協力
また、マルチキャリアセンタ－は産学連携・知的財産機構に属している。この部局は千葉大学と企業
との共同研究や受託研究を推進する窓口となっている。共同研究先企業等との間で包括協定を締結
する。この包括協定を締結した企業に対しても、前述の対価を提供する。
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Ⅴ．本課題の成果
１．イノベーション人材育成システム改革状況
（１）システムの概要
産業界のニ－ズを以下に示す。
≪技術完成力不足に起因するニ－ズ・課題≫
①基礎研究から製品開発に至るまでの幅広い知識と経験が必要
②特定分野に限らず他分野へもチャレンジする積極性と対応力が必要
≪技術経営力不足に起因するニ－ズ・課題≫
① 事業を発展させる経営力・マネジメント力が必要
② 大学発ベンチャ－経営の健全化
≪技術交渉力(国際競争力)不足に起因するニ－ズ・課題≫
① ビジネス英語力のさらなる強化
② グロ－バル知識の修得
③ 内向き志向の打破
以上の３つの能力を併せ持つ図4に示すマルチキャリアドクタ－を輩出する。これら能力を身につけるた
め、それぞれ、講義およびインタ－ンシップ等の実践体験を行う。

図４

目指す人材像

この１年間の履修を通じて、以下の3つの力を身に付ける。
①技術完成力

→

基礎研究から製品化に至るまでの製品開発力が身につく。

②技術経営力

→

新製品によりビジネスを発展させるマネジメント力が身につく。

③技術交渉力(国際競争力)

→

グロ－バル市場で勝ち抜く国際競争力が身につく。

これら3つの力を身につけた人材が、将来、産業界において、例えば、研究開発者(製品開発担当者)であれ
ば、従来、容易でなかった業務を遂行することが可能となる。
図5に3つの力を身につけることにより新製品開発提案が可能となることを示す。
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図5

新製品開発の企画・提案能力

技術完成力を身につけることにより製品完成までを見通す目利き能力を持つことができる。さらに技術経営
力および技術交渉力を身につけることにより、製品による事業展開、および将来、製品が生み出す収益を見通
すことが可能となる。以上の技術的完成見通し(目利き)および収益見通しにより会社トップに対して新製品開発
に関する提案を行うことができる。
また費用対効果から良い特許に絞って出願する場合が増えているが、どのような特許が良い特許かという議
論がある。製品化でき、大きな収益を上げることができる特許が良い特許であるとするならば、新製品開発の企
画・提案と同じ考えに基づくものであり、３つの力を生かすことができる。
米国などで多く活用されているステ－ジゲ－ト法を図6に紹介する。アイデア発見から安定事業化に至るまで
の製品開発過程において７つのステ－ジを設け、各ステ－ジにおいてゲ－トと呼ばれる『関所』を設定し、この
『関所の課題』を克服するまでは次のステ－ジに進めないというマーケットイン的な手法である。この手法が我が
国であまり活用されていない理由として、『各関所における課題の中身』が自然科学系(理工系)と人文社会系
(文科系)との混在になっているものが多く、この両面を同時に理解できる製品開発担当者が少ないということが
考えられる。3つの力を身につけることにより、『各関所の課題』を理解でき、図6に示すようにすべてのステ－ジ
をカバ－することが可能となるため、このステ－ジゲ－ト法により適切な製品開発を行うことが可能となる。
3つの力を身につけることにより製品開発担当者としての業務能力が広がり、プロジェクト全体をコントロ－ル
するプロジェクトマネ－ジャ－として活躍できることを図7に示す。ややもすると失敗を恐れ、自らの業務領域を狭
め、結果として、誰も目の届かない空白領域が多くなり、ここで問題が発生するという場合が少なくない。3つの
力を身につけた製品開発担当者は自らの業務領域を拡大することにより『空白領域』を埋め、問題発生を未然
に防ぐことが可能である。あわせて3つの力を持つ製品開発担当者は各担当者とのコミュニケ－ションも円滑に
なりリーダ－シップを発揮することが期待される。
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３つの力を持つ製品開発担当 ＝ ステ－ジゲ－ト法を活用して適切な開発ができる
技術完成力
技術経営力

技術交渉力

基礎研究・応用研究段階

図6

製品開発・実用化

新製品による事業展開

ステ－ジゲ－ト法による適切な製品開発
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グロ－バル市場で
勝ち抜く戦略展開

３つの力を持つ製品開発担当 ＝ 製品開発プロジェクトマネ－ジャ－
失敗を恐れ
自分の領域
を狭める人
が多い

従来の業務の領域

拡大する業務の領域

企画担当

企画担当

製品開発
担当

３つの力を持つ
製品開発担当は
業務領域を拡大
できる

営業担当

管理担当

管理担当

図7

営業担当

業務能力(領域)の拡大

（２）システムの構築状況
図8に示す人材養成システムにより履修生のキャリアパスに沿ったインタ－ンシップを含む人材育成を行って
いる。本システムは第１期生を迎える2009年10月より前に既に構築済であり、プログラム内容も完備していた。
履修を開始する前に履修生本人と面接を行い、専門性、本人の考えるキャリアパス、希望するインタ－ンシッ
プ先企業及びインタ－ンシップ内容(実施時期含む)等を聴取する。これら聴取内容をもとに、適時、図8に示す
外部連携機関とも相談しながら、個々の履修生に適した個別プログラムを履修生とともに構築していく。適時、
指導教員の考えを聞き、理解を得ながら、個別プログラムを推進していく。
修了後、修了者からの意見を集め、フイ－ドバック情報としてプログラム実施に反映している。
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図8

人材養成システム

（３）企業等と連携する仕組み
構築した仕組みを以下に示す。
①企業等における長期間の取組等に関する参画
長期間の取組をはじめとする諸々のインタ－ンシップにおける履修生の受入れ／教育を依頼するのみならず、
評価シ－トの作成を依頼することにより、企業の方々に履修生の成長に関心を持っていただき、かつ、千葉大学
に対する要望を出していただいてプログラムに反映する等、コミュニケ－ションを図っている。そして、博士人材
がいかに優秀であるかを理解していただいている。
最近、給与、交通費等を企業が全面負担するケ－スが増えてきている。本プログラムをご理解いただいてい
るからこそであり、企業側の意識改革が徐々に進んでいるものと考える。
②各講義における講師派遣
多くの企業の方々に本学の非常勤講師になっていただき、講義を実施していただいている。講義を通じて、
製品開発に必要な知識やスキル等の修得、経営・マネジメントに必要な知識やスキル等の修得、グロ－バル知
識修得や語学力アップ等のみならず、産業界で活躍するために何が必要か等を教示いただいている。さらに講
義やディスカッションを通じて学生とのコミュニケ－ションを図っていただき、学生が優秀であることを理解してい
ただいている。
③プログラム委員会委員としてのプログラム構築への参画
産業界で活躍できる博士人材とは何か、そのために大学は何をすべきか等について意見をいただき、プログ
ラムに反映している。例を以下に示す。
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・学生を受け入れてインタ－ンシップを実施した。予想以上の成果をあげ、現状のやり方を継続していくのが良
い。
・本プログラムはまさに従業員教育プログラムである。
・本プログラムを履修した学生なら入社させたい。
④年１回のシンポジウムを通じての本学の人材養成への取組への理解の促進
第１回および第２回シンポジウムには多くの企業の方々に参加していただいたのみならず、講演いただいた
り、パネルディスカッションに参加いただいたり等、企業の方々に積極参加していただいている。さらにシンポジ
ウム後、アンケ－トを実施し、現在の博士人材養成に関する問題や博士人材の理想像、そのためにどうすべき
か等についてご意見をいただき、プログラムに反映している。
具体的には図２に示す産業界他との連携体制による。
（４）構築したシステムの位置づけ
１-(1)システムの概要で記載した課題を克服し、ニ－ズに応えるため、本人材養成システムを、機関全体の人
材養成システムの中核と位置付け、全学的な取組を行っている。具体的には本学大学院自然科学系研究科す
べての博士後期課程学生および学位取得後5年程度以内の研究者を対象としている。さらに講義については
大部分の研究科において、博士後期課程のみならず、博士前期課程(修士)まで共通科目・単位化を実施する
ことにより大学院における共通科目の中核的な存在となっている。若手研究人材のキャリアパスの多様化に対
応するためにも、技術完成力、技術経営力、技術交渉力がそれぞれ講義とインタ－ンシップを持っている。特に
各インタ－ンシップの内容については、履修生のキャリアパスに沿っており、３つの多様なインタ－ンシップを組
み合わせている。
（５）システム改革の成果
本人材養成開始当初は指導教員に促されて応募する者が目立ったのに対し、最近は自らの意思で指導教
員に説明し、理解を得て応募する者が多くなった。応募者数は、概ね、定員の 1.5倍～2.0倍と増え、ヒヤリング
(最終)審査を経て履修者を決定している。当初はシンポジウム等において学長が教員に対し本プログラムへの
参加を促したり、運営会議メンバ－である各研究科長が各教授会等で教員に対し、本プログラムへの参加を促
したりしたことで教員が学生に勧めることが多かったが、その後は学生の間で確実に浸透してきており、意識改
革につながっている。
2011年4月より、本学大学院自然科学系研究科の博士後期課程のみならず、博士前期課程(修士)に対しても
共通科目・単位化を開始した。この結果、表4に示すように正規履修者を除いて、技術完成力、技術経営力、技
術交渉力の各講義の受講者数合計は、延べ約350名となり、大変、盛況である。聴講生の反応は、「大変、面白
い」、「わかりやすい」と好評である。この聴講を通じて、本プログラムの意義が理解され始めており、学生の意識
が徐々に変わってきている模様である。正規履修生の予備軍が確実に育ってきている。今後、大学院全体の学
生、教員の意識改革につなげ、最終的には大学全体の意識改革に結びつける。
さらに千葉県内の自然科学系大学院まで履修対象を拡大した結果、他大学の学生および教職員の意識も
徐々に変わってきている。2011年4月生の中には、千葉工業大学および東邦大学の学生やポスドクが含まれて
いる。彼らが後輩たちに好影響を与えることを期待している。これら他大学に対しても、講義等を実施し、意識改
革を進めるとともに、今後、履修対象をさらに拡大することにより、千葉県内の大学の意識改革を目指す。
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２．実践プログラムの開発・運用状況
（１）実践プログラムの内容
表２に示す内容を、表6のように、１年かけて3種類の講義を受講し、原則、3種類のインタ－ンシップを体験す
る。
2011年4月生の例を示す。4月から8月まで技術完成力、技術経営力、技術交渉力の講義を受講する。その
後、例えば、8月末より12月初まで技術完成力インタ－ンシップ(企業における取組)を体験する。その後、12月
末より１月末まで技術交渉力インタ－ンシップ(海外ビジネス体験)を体験し、最後に2月中より3月中の期間、技
術経営力インタ－ンシップ（経営診断実習等）を体験する。なお、これはひとつの例であり、履修生や企業の状
況により異なる・
表６ 実践プログラム全体概要(2011年4月生)
実践プログラムスケジュ－ル(2011 年 4 月生)
内容

4

5

6

7

2011年
8 9

10 11 12

1

2012年
2 3

技術完成力
(製品開発事例紹介、知財関連他)
技術経営力
講義
(マクロ・ミクロ経済学、財務分析評価他)
技術交渉力
(グロ－バル問題関連講義およびディスカッション)
技術完成力(企業における長期的取組)
インタ－ンシップ 技術経営力(経営支援実習等)
技術交渉力(海外ビジネス体験等)

産業界の多様なニ－ズに応えるため、技術完成力、技術経営力、技術交渉力の3つの多様なプログラムとな
っており、それぞれが講義とインタ－ンシップを持っている。そして特にインタ－ンシップの内容を工夫することに
より各履修生の多様なキャリアパスに対応した個別プログラムとなっている。技術完成力講義およびインタ－ンシ
ップ（企業における取組）内容を図9以下に記す。

図9

技術完成力プログラム
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自然科学系大学院の学生は、日常、基礎研究等をおこなっている場合が多く、製品に仕上げる実用化力に
乏しい。このため、産業界の幅広い分野で活躍されている製品開発担当者を招き、製品開発に関する事例紹
介をしていただくとともに製品開発に必要な知識やスキルについて講義していただく。そして担当の藤井特任教
授が、適時、総括を行うなど、まとめを行っている。
さらに技術完成力をはじめ、各プログラム講義では、聴講のみで終わらず、修得知識を生かす「やってみる」
実践的チャレンジを行っている。図10に平成22年度にチャレンジした『日経アイデアコンテスト』および『なのはな
コンペ』の例を紹介する。他からの応募のほとんどがアイデア止まりであったのに対して、本プログラム履修生で
構成する「技術完成力 MOTグル－プ」は、聴講による知識修得の成果か、アイデアの先の事業展開まで踏み
込んで提案している。これが大きく評価され、最優秀賞等の受賞に留まらず、スポンサ－企業もついて実際にそ
の後の事業に発展する可能性が出てきている。製品開発経験のない学生が、その後の現実的な事業展開まで
考えたことが勝因であり、製品化への見通し力や目利き力等、技術完成力を身につけた成果である。
さらに、このようなグル－プワ－クを通じて、参加履修生の「リ－ダ－シップ能力」および「コミュニケ－ション能
力」をアップさせることもできた。さらにこのような経験を通じて構築した学内外の人的ネットワ－クも彼らにとって、
貴重な財産になるものと確信している。

図 10

技術完成力ＭＯＴグル－プワ－ク

技術経営力講義内容およびインタ－ンシップ(経営診断等研修)内容を図11に示す。
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図 11

技術経営力プログラム

技術経営力講義内容は、従来、自然科学系大学院ではほとんど縁がない。しかし理工系博士が産業界で業
務を行えば、いずれは必要になる。自然科学系大学院出身者が「自分には必要がない」と思いがちになる内容
であるが、本当は必要な知識ばかりである。管理職になってから勉強では頭に入らない。
グロ－バルビジネスで活躍するには、世界経済を理解しなければならず、マクロ・ミクロ経済学の知識が必要
である。また経営戦略や競争戦略立案に関わるには企業経営理論が必要である。製造物責任法(PL法)に関す
る知識は将来のもの作り技術者にとって不可欠であり、経営法務は必須である。もの作りの効率化や経営の効
率化のためには製造関連知識や情報システム関連の知識が必要である。経営財務分析の知識があれば、コス
トの仕組みを理解することができコストダウンに強くなれる。さらに自ら起業する場合、経営者としてベンチャ－ビ
ジネス関連の知識は不可欠である。
最近、大学発ベンチャ－起業の中心が教員から学生に替わりつつあるといわれている。しかし、以下が指摘さ
れている。
①大学の教員が講師になると座学に偏る傾向がある。
②大学発ベンチャ－は社数の増加よりも経営の質を高めることに重点を置く必要がある。
③学生の創造力と大学や公的機関の支援プログラムがうまくかみ合えば大学発ベンチャ－は活性化する。
(2011年7月10日(土)日本経済新聞記事より)
技術経営力講義の一環として、千葉大学と包括協定を締結している千葉市産業振興財団の全面協力を得て、
履修生の起業体験や事業計画体験を行っている。技術完成力と同様、「やってみる」実践的チャレンジである。
図12に示す支援システムを活用し、起業を希望する履修生には起業体験をさせている。また、事業計画体験
を希望する履修生にはインキュベ－ションマネ－ジャ－をサポ－トする形で入居企業を支援するための事業計
画体験を行わせている。
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出典：千葉市産業振興財団ホームペ－ジ

図 12

起業等支援システム

起業または事業計画等の実践体験を希望する履修生に対しては、最初、インキュベ－ションマネ－ジャ－に
よる特別講義を聴講させる。その後、起業コ－スまたは事業計画コ－スに分かれる。
例えば、自ら起業を希望する履修生は、企業名を決め、経営理念を明確にし、SWOT分析等を行い、タ－ゲ
ットとする市場を明確にし、店舗の場所、店舗内配置や品揃えメニュ－等を決め、これらをビジネスモデルとして
構築する。その後、ビジネスプラン等を作成し、最後に投資家等から評価を受ける。
事業計画を希望する履修生は、例えば、インキュベ－ション施設に入居する企業の立場から、経営戦略や事
業計画等を作成し、最後に該当企業経営者から評価を受ける。
技術完成力と同様に「やってみる」実践体験を通じて聴講で得た知識を確実なものにすると同時に、これらグ
ル－プワ－クを通じて、「リ－ダ－シップ能力」および「コミュニケ－ション能力」のアップを行っている。
以上を通じて生きた経営を実践体験することにより技術経営力講義が完結する。
千葉市産業振興財団の支援プログラムの内容を図13に示す。
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図 13

千葉市産業振興財団による起業支援プログラム
出典：千葉市産業振興財団ホームペ－ジ

起業を希望する千葉市産業振興財団の全面協力を得て起業準備をおこなった事例を巻末に添付する。起業
を希望する学生が作成した事業計画書、およびこれに対するベンチャ－キャピタル等の評価をあわせて添付す
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る。その後、10名以上の履修生が千葉市産業振興財団において事業計画や経営戦略立案等の実践体験を行
っており、講義および実践を通じて起業を目指す若者を啓発し支援している。
技術交渉力講義内容およびインタ－ンシップ(海外ビジネス体験等研修)内容を図14に示す。
英語力の強化およびグロ－バル知識修得が中心となる。特にグロ－バル知識修得については、前半が英語に
よる講義であるが、後半は履修生による英語ディスカッションとなっている。英語ディスカッションは6チーム～8チ
ームに分かれ、各チ－ムで事前にテ－マを決め、当日、各チ－ムごとにディスカッションを行い、各チ－ムリ－ダ
－が全員の前で発表し、その後、全体でディスカッションを行う。全員が日替わりでチ－ムリ－ダ－を経験するた
め、リ－ダ－シップを身につけるのに効果的である。また、人の意見を聞き、自分の意見を述べる等を通じて、コ
ミュニケ－ション能力を養うことも目的としている。

図 14

技術交渉力プログラム

本講義から得られたグロ－バル知識をもとに履修生が自主的にディスカッションを行い、製品開発テ－マを決
め、グル－プワ－クを通じて製品開発資金獲得にチャレンジした。具体的には、以下の領域において貢献でき
るロボット技術開発ということで応募し、採択され、国より 2,300万円の研究資金を獲得した。
①福島第一原子力発電所における救助等支援ロボット
②在宅看護ロボット
履修中に応募した学生たちが、現在、修了生として指導教員とともに開発に取り組んでいる。
技術完成力、技術経営力と同様に「やってみる」実践的チャレンジを通じて聴講で得た知識を確実なものに
すると同時に、このグル－プワ－クを通じて「リ－ダ－シップ能力」および「コミュニケ－ション能力」のアップを行
っている。
（２）企業等における長期間の取組
技術完成力インタ－ンシップを企業等における長期間の取組と位置付けている。原則、3ヵ月以上、企業に
おいて製品開発体験を行う。履修生のキャリアパスに沿った内容または専門に近い製品の開発体験が理想で
ある。表7に示す内容で実施している。
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表７
表9

企業における長期的取組(技術完成力インタ－ンシップ)
企業における長期的取組(技術完成力インタ－ンシップ)

概要
運用方針
取組状況
知財の扱い

マッチング方法

説明
技術完成力インタ－ンシップに相当し、企業における製品開発体験を通じて製品開
発力を身に付ける
３ヵ月以上を原則とし、必須とする。
すべての履修生が体験している。
事前にインタ－ンシップ契約書および覚書を取り交わす。この中で知財の取り扱い
や損害賠償に関する取り決めを行っている。
学生が主体的に考え、指導教員の理解を得て企業を選定する。指導教員の共同
研究先等であれば指導教員より企業に依頼する。学生がコネを持っていれば学生
が依頼する場合もある。また、我々、人材養成室の教員が依頼する場合もある。

事前に指導方針や体験内容等に関する打合せを企業側と行い、履修生も納得の
企業側との連携方法の整備 上、実施する。履修生は業務予定表を事前に作成し、自ら進捗を管理する。
取組中の関与（指導）
原則、企業側の指導員に依頼する。
取組中の関与（メンタリング） 適時、企業を訪問し、指導員や履修生本人と面談し、実情を把握する。
長期的取組の間、原則、中間報告会および最終報告会を企業において企業側の
報告
参加も得て実施する。履修生自身がパワ－ポイント資料を作り、プレゼンテ－ション
を行う。
企業における長期的取組により履修生がどのように成長しているかを確認するた
企業側による評価
め、評価シ－トを用い、企業指導員に企業における長期的取組による成長を評価
(評価シ－トの作成)
してもらう。(例 ： コミュニケ－ション能力 ３点(当初)→５点(終了時))

企業における長期的取組(技術完成力インタ－ンシップ)を開始するにあたり、実施内容やねらい等を企業指
導員および履修生との間で確認する。この際、評価シ－トを企業指導員に渡し、企業と千葉大学マルチキャリア
センタ－との間で履修生の成長をフォロ－する。
具体的には、取り組み開始直後、評価していただき、特に課題となる項目について重点的に指導していただく。
取り組み中、業務進捗について、最低２回、履修生本人によるプレゼンテ－ションを実施している。プレゼンテ－
ション終了後、これに参加している企業指導員およびマルチキャリアセンタ－教員から評価およびアドバイスを
行う。合わせて、評価シ－トに基づき、履修生本人の成長度合いを念頭に置いたアドバイスを行う。
取り組み終了時、最終評価を記入いただき、履修生本人の成長を確認するとともに、必要に応じて履修生本
人にフイ－ドバックする。
参考までに評価シ－トを示す。
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表８

評価シート

評価シ－ト

実習生名

項目

１ 不可 ～ ５ 優

開始直後評価

最終評価

１ 指導なし～５ 重点的に指導

指導の度合い

・就業規則の遵守
勤務態度
・会議などの時間遵守
・位置づけ＆理解度
インターンシップ ・進捗
テーマ
・貢献度
・知的財産としての成果
・文章発表能力
コミュニケーション ・口頭発表能力
能力
・上司との会話・報告
・周囲との会話・報告
・テーマの専門知識
学習意欲
・テーマの周辺知識
・挨拶
ビジネスマナー ・電話の取り次ぎ
・その他
総合評価
その他・本人に対するご意見

大学に対するご意見・ご要望

インターンシップ指導責任者名

※開始直後は、インターンシップ開始直後
印

記入日付
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これまでのインタ－ンシップ実施状況を付録に添付する。履修生全員が企業における取組を実施しており、さ
らに多くの履修生が１～２種類のインタ－ンシップ(研修)を実施している。履修生ごとに異なる多様なキャリアパ
スに対応するため、3種類のインタ－ンシップを設け、実施期間も含め、履修生ごとに個別に対応している。
（３）機関が主体となって行う取組
企業における取組(技術完成力インタ－ンシップ)は必要条件のひとつであるが、これのみで充分であるとは
考えていない。独自の取組として、技術経営力インタ－ンシップ(経営診断実習等研修)および技術交渉力イン
タ－ンシップ(海外ビジネス体験等研修)があげられる。
技術経営力インタ－ンシップ(経営診断実習等)
経営、マネジメント関連講義を聴講後、これら知識を確実なものにし、かつ実践力につなげていくため、本イン
タ－ンシップを実施している。具体的には、中小企業診断士の指導を受けながら企業のもの作り現場調査や企
業の財務関連帳票調査を行うとともに企業経営者に対するヒヤリングを行い、企業が抱える問題を明らかにし、
改善の方向性を提示し、最後に報告を行い、経営者から評価をいただく経営診断実習を図15や写真1および写
真2に示す要領で実施している。企業訪問や施設見学では得られない踏み込んだ実践体験であり、従来、この
ような業務は中小企業診断士の仕事である。大部分の履修生にとっては最初で最後の貴重な体験である。
また、このような経験をする時間がない履修生に対しては、例えば、企業における長期的取組（技術完成力イ
ンタ－ンシップ）の期間の中で、市場調査や経営戦略会議等の体験をさせていただく等して技術経営力インタ
－ンシップ(経営支援実習等)としている。

経営診断実践体験

図 15

経営診断実践体験
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以下に経営診断実施風景および経営者への報告会の写真を示す。
報告後、経営者よりお誉めの言葉をいただいた。履修生による一方的な検討・報告で終わらず、最後に経営
者の評価をいただくことが重要である。

写真２

写真１ 経営診断実施風景

経営者への報告会

報告書の一部を巻末に添付する。営業利益率を 10% 改善したいとの経営者の想いからスタ－トした経営診
断は生産コストを 10% 低減することとなり、もの作りの効率を改善することとした。特にもの作り現場にて諸デ－
タを採取したところ、人の動線に関し、重複が多く、かつ移動距離が長いことが判明したため、配置を見直し、シ
ンプルで移動距離が短く、見えるもの作り現場を提案した。さらに機械の故障による稼働率の低下が見られたた
め、財務諸表の分析を行い、豊富な現金を一部、使って生産設備を充実させ、稼働率を上げて、売上を増やす
ことも提案した。
自然科学系の履修生にとって最初で最後の経験であったが、参加した多くの履修生から、充実した

1ヵ月

であったとの感想があった。
技術交渉力インタ－ンシップ(海外ビジネス体験等)
アップした英語力や修得したグロ－バル知識を実践活用するために海外においてビジネス体験を実施して
いる例を図16に示す。事前に千葉大学においてビジネスをプランニングした後、引き続き、カナダの企業との間
でヤリトリを行った。そしてカナダの企業を訪問し、制御技術の開発等を実施した。
平成22年度にカナダの University of Waterloo と大学間交流協定を締結した。この大学は世界一インタ－ン
シップが盛んなことで有名であり、多くの学生が学部の段階からインタ－ンシップを経験し、かつ、その企業に就
職している。既にこれまで University of Waterloo の紹介により、多くの履修生が周辺企業でビジネス体験をし
ている。この他にも、例えば、Stanford University の紹介により、シリコンバレ－のベンチャ－企業においてビジ
ネス体験をし、採用された履修生もいる。また、履修生の持つ専門性が評価され、３ヵ月のインタ－ンシップ後、
引き続き、給与や宿泊・交通費等すべて企業の負担で米国にてインタ－ンシップを行っている履修生もいる。
これまでの海外ビジネス体験も一部を写真3に示す。海外ビジネス体験期間は、１ヶ月程度～半年以上 まで
さまざまであるが、表9に示す海外ビジネス体験を通じて、多くの履修生が英語力のアップのみでなく、自分自身
が外向きに変わった等との意見が出された。
今後、さらなる海外拠点拡大を進め、「内向き打破」に向けて、多くの履修生にビジネスを体験させる予定であ
る。
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図 16

ビジネスプラン実践体験例

写真３ 海外ビジネス体験
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表9

期

１期生

2期生

3期生
4期生

海外インタ－ンシップ(ビジネス体験)例

博士後期課程学生
／
ポスドク
ポスドク
博士後期課程学生
ポスドク
2010年7月～8月
ポスドク
博士後期課程学生
博士後期課程学生
2010年9月～12月
博士後期課程学生
2010年7月～8月
ポスドク
ポスドク
2011年2月～3月
博士後期課程学生
博士後期課程学生
博士後期課程学生
2011年7月～8月(予定) 博士後期課程学生
ポスドク
博士後期課程学生

履修開始時期 インターンシップ実施時期

2009年10月

2010年4月

2010年10月
2011年4月

行き先

備考

米国シリコンバレーベンチャー企業 Stanford University 教授紹介
カナダ制御機器関連企業

University of Waterloo 教授紹介

米国ヒューストン計測機器企業
米国製薬会社

Mark Haley 教授紹介
千葉大学 指導教員紹介

カナダ衣料品製造会社

University of Waterloo 教授紹介

カナダ医薬品関係会社等

University of Waterloo 教授紹介

（４）若手研究人材の公募・選抜
千葉大学大学院自然科学系研究科および千葉県内自然科学系大学院に在籍する博士後期課程学生およ
び学位取得後5年程度以内の研究者を対象とし年２回、公募している。4月生および10月生として、各10名程度
以上を履修させる。千葉大学の場合、以下を対象としている。
・理学研究科 ・工学研究科 ・融合科学研究科 ・園芸学研究科 ・医学薬学府 ・看護学研究科
千葉県産業振興センタ－や民間企業からの委員を含む、履修者選定・評価委員会による一次(書類)審査お
よび最終(ヒヤリング)審査を経て履修生を決定する。応募要件を満たしていれば、一次(書類)審査は合格とし、ヒ
ヤリング(最終)審査に進む。ヒヤリング(最終)審査では、一次(書類)審査を通過した応募者が、英語または日本
語のうち、母国語でないほうの言語により、5分間のプレゼンテ－ションを行う。熱意、計画性、語学力について、
各委員が、優秀(3点)、普通(2点)、劣る(1点)を付ける。各応募者の総合点数を上位から並べ、委員会にて議論
し、全員合意のもと、合格者を決定する。毎回、履修予定数の 1.5 ～ 2.0 倍の応募者があり、一次(書類)審
査および二次ヒヤリング(最終審査)を経て、履修者を選抜している。
（５）若手研究人材の評価方法
3つの講義、および MAX 3種類インタ－ンシップの期待される成果を表10に示す。講義は、試験やレポ－ト
等の結果 7割、出席 3割のウエイトで、技術完成力、技術経営力、技術交渉力ごとに評価する。
落とすプログラムではないため、成績が悪ければ、追試や補講で対応することによりフォロ－する。インタ－ンシ
ップについては、企業における長期取組(企業による評価シ－ト内容、最終報告内容等)、技術経営力インタ－
ンシップ(経営支援報告書内容、事業計画書内容、市場調査結果等)、技術交渉力(ビジネス体験態度・成果等)
など、各インタ－ンシップごとに評価し、適切なアドバイスを行う。
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（６）成果
表１０

内容
講義

技術経営力(経営・マネジメント力)
技術交渉力(国際競争力)
マクロ・ミクロ経済学、運営管理、企 ・グロ－バル問題に関する講義
業経営理論、経営財務分析、経営法 ・グロ－バル問題に関する
務、中小企業経営、ベンチャ－ビジネ ディスカッション
スマネジメント他の講義

・日経アイデアコンテスト、
なのはなコンペ他への参加
・企業訪問、施設見学、
ディスカッション

・アイデア抽出法、
スクリ－ニング手法の体得
期待される ・製品化まで見通す力(目利き能力)
・リーダ－シップ能力、
成果
コミュニケ－ション能力のアップ

内容
インタ－ンシップ

技術完成力(実用化力)
・製品開発事例の紹介
・マーケティング関連の講義
・知的財産関連の講義

・製品開発の進め方等に関する
知識の修得
期待される ・知的財産関連基礎知識の修得
成果
・マーケティング関連知識の修得

内容
講義フォロー：
「やってみる」
実践的チャレンジ

期待される成果等

≪企業における取組≫
(原則3カ月以上)
・製品開発体験他

・製品開発手法の体得
・簡潔明瞭な報告書のまとめ方体得
期待される ・コミュニケ－ション能力のアップ
・報告、連絡、相談の体得
成果
・関連業務の知識修得

・経営およびマネジメント関連
知識の修得

・英語力のアップ
・グロ－バル知識の修得

・起業体験、事業計画体験
(ベンチャ－キャピタル他による
評価を受ける)
・学生ビジネスアイデアコンテスト
への参加
・生きた経営・マネジメントを実践
体験することにより、修得知識を
活用できるようになる
・リーダ－シップ能力、
コミュニケ－ション能力のアップ

・グローバル課題に基づく
開発テーマ提案の検討、
A-STEP 他への申請等
・採択された場合、実施

≪独自の取組≫
・経営診断実習他

≪独自の取組≫
・海外ビジネス体験
・チームプロジェクト体験

・生きた経営・マネジメントを実践
体験することにより、修得知識を
自分のものとする
・経営・マネジメント系への関心を
持つ

・実践英語力のアップ
(目標：TOEIC 700以上)
・自分が海外で仕事ができる
という自信を得る

・グロ－バル課題を把握し最終的
に克服にまでつなげる実践力を身
につける
・リーダ－シップ能力、
コミュニケ－ション能力のアップ

３．実施体制
（１）センターの構築
千葉大学大学院自然科学系研究科すべてにとどまらず、千葉県や産業界を巻き込んだ産学官連携に基づ
く強力な実施体制を構築した。
マルチキャリアセンタ－は図1に示したように、統括実施責任者のもと、履修者選定・評価を行う履修者選定・
評価委員会および人材養成室を置いた。人材養成室には、人材養成室長を設けるとともに、技術完成力プログ
ラム委員会、技術経営力プログラム委員会、技術交渉力委員会を設置し、プログラム内容に関する企画等を行
うこととした。
さらに履修者の修了や人事等に関する最高の議決機関として運営会議を設置した。
これらセンタ－の構築は採択後、すぐに着手し、関係する規程、さらに履修者選定に関する基準等まで、平成
21年7月末までに完了した。
（２）機関の実施体制
学長を総括責任者とする全学実施体制を構築した。マルチキャリアセンタ－は図17に示すように、産学連携・
知的財産機構に属している。産学連携・知的財産機構にはマルチキャリアセンタ－の他に以下の組織がある。
・産学連携・統括推進部・・・企業との間で共同研究や技術相談等を実施する。
・技術移転推進部・・・・・・・・大学で生まれた知的財産を企業に移転させる。
・VBL・・・・・・・・・・・・・・・・・・起業(大学発ベンチャ－)を推進する。
本学において産学連携・知的財産機構は産業界等外部とのネットワ－クを有しており、窓口である。マルチキャ
リアセンタ－の仕組みは図1に示すとおりであり、各委員会等の機能は、
３．(2)に記載のとおりである。
39

図 17

産学連携・知的財産機構の中のマルチキャリアセンタ－

マルチキャリアセンタ－は産学連携・知的財産機構の中にある。産学連携・知的財産機構は学外機関に対
する唯一の窓口となっており、産官学連携・推進の中核となっている。
総括責任者である齋藤康学長のリ－ダ－シップのもと、博士人材養成を実施しているマルチキャリアセンタ
－は産学連携・知的財産機構の持つ「外部機関との関わり」というメリットを最大限、利用し、講師依頼やインタ
－ンシップ受入れなどに活用している。
将来の運営資金獲得に向けて、マルチキャリアセンタ－のみでなく、産学連携・知的財産機構全体として活
動を行っていく。
（３）他機関との連携状況
Ⅲ．1.(3)産業界等との連携および図2 産業界他連携体制に記載しているため省略する。

Ⅵ．今後の計画
１．事業終了時の達成目標
（１）所期の計画の達成見込み
2009 年 10 月より第 1 期生の人材養成を開始し、その後、半年ごとに、第 2 期生、第 3 期生、第 4 期生(2011
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年 4 月～)の人材養成を実施している。人材養成開始後、5 年間で、当初のミッションステ－トメントどおり、10
名／半期 × 2 期／年 × 5 年 = 100 名／5 年 を目標としている。
2011 年 4 月生(第 4 期生)が履修を開始した現時点で表 4 に示したとおり、以下の状況であることから、初期
の計画の達成は可能である。
合計(博士 + ポスドク)

46 名／2年 ＞

20 名／年(計画値)を上回っている

うち ポスドク

16 名／2年 ＞

5 名／年(計画値)を上回っている

予算上、厳しい状況から、2011 年 4 月生および 2011 年 10 月生の大幅増加は容易ではないが、今後諸施
策を講じることにより、図３ 履修生数見通し に示すような、さらに、多くの人材育成を目指す。このため、具
体的には以下の実施を予定している。
①千葉大学大学院の人文社会系も講義聴講対象とする。
②学部生まで枠を広げ、普遍教育科目として本プログラムの概論的な講義およびインタ－ンシップを単位化
する。
③千葉県内の自然科学系大学院の対象枠をさらに拡大する。
④実施期間終了後の自立化に向け、インタ－ンシップ諸費用や運営資金を提供していただける企業を
さらに増やす。
⑤インタ－ンシップ協力企業をさらに増やす。

（２）所期の計画の変更、目標の修正
必要なし
２．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
（１）４、５年目の人材養成システム改革および資金計画
産業界ニ－ズに対応して、プログラム内容を充実していく。基本的にはこれまでの進め方を踏襲しなが
ら、さらにメニュ－を増やし、履修生の多様なキャリアパスに対応した人材養成を行っていく。
千葉大学内においては、人文社会系の学生も加えて、全学的な展開および定着を図る。加えて、学
部の早い段階で本プログラムの概論的な講義を普遍教育科目として導入・定着させ、早い段階から学生
や教職員に対し、意識改革を促す。
また、給与および宿泊・交通費を負担していただける企業をさらに増やすことにより、限られた予算でよ
り多くの履修生を輩出していくとともに、協力企業を増やし、起業に対しても意識改革をさらに促す。
また、千葉大学・上海交通大学国際共同研究センタ－、 University of Waterloo (カナダ)、その他の海
外大学を介しての人材交流等を活発化させるとともに、履修生の海外インタ－ンシップをさらに推進し、
内向き打破路線を推進する。
そして図３ 履修生数見通しの実現に向けて履修生の数を増やしていく。
（２）実施期間終了後における人材養成システム改革および資金計画
前述のようにスポンサ－企業からの資金による人材養成システムの継続および発展を図る。2011 年度は、
インタ－ンシップ関連費用総額に対し、約 22% を企業に負担していただいている。実施期間終了後の自立
化に向けてこの企業負担比率を増やしていく。このためには企業側に費用対効果の面で納得させることが肝
要である。千葉大学から企業に提供するベネフイットは以下の２項目である。

A マルチキャリアプログラムの提供
企業において新入社員教育、中堅社員教育、管理職教育として講義を行う。具体的には出張講義
や社員研修等を検討している。昨今、3～4 時間程度の講習で、5～6 万円／人 程度の費用がかかる。
場所が企業であれば、従業員が数十名集うことは可能であり、外部の講習に出かけるよりも費用対効果
の面で有利である。さらに、これまで国内外の企業、団体、大学との間で構築したネットワ－クを活用し
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て、企業の従業員を対象とし、マルチキャリアセンタ－が仲介するインタ－ンシップ実施等も考えられ
る。
B 千葉大学との共同研究の推進

千葉大学教員が実施している研究をシ－ズ集として充実させ、企業に提供するとともに、企業の要
望に応じて研究内容の説明会を実施する。その結果、共同研究に発展する場合には企業との間で包
括協定を締結させ、共同研究資金提供という形でスポンサ－企業になっていただくことを検討してい
る。
資金計画を表 11 に示す。この収入計画を実現させるための方策を以下に示す。
①企業のプログラム購入による収入
本プログラムは産業界のニ－ズに広く応えるものであり、企業からも受講等の希望が多い。以下のメリ
ットを企業に提供することにより、収入を得る。
・企業従業員の大学講義への参加
・企業における企業従業員を対象とする講義の実施(出張講義)
・企業従業員研修の企画および実施
・企業従業員の国内外インタ－ンシップの仲介
具体的には、１口 50 万円程度を寄付していただけるスポンサ－企業(年間 40 社／年 程度)を獲得
するために、産業界ニ－ズを把握し、これに対応できるメニュ－を揃え、PR 用パンフレットを作成し、ス
ポンサ－企業獲得のための、セ－ルスを展開する。
②国内企業インタ－ンシップ費用の企業負担
これまで実施した国内企業インタ－ンシップにおいて、交通費および給与を企業が負担するインタ－
ンシップが徐々に増えている。このような企業をさらに増やす。企業が優秀であると認める学生に対し、
費用を負担する可能性が高い。このため本プログラム履修生の質のさらなる向上を図るため、母数とな
る本プログラム履修に応募する学生の数を増やすとともに、事前面接練習等を充分に行う。
③海外企業インタ－ンシップ費用の企業負担
これまで実施した海外企業インタ－ンシップの中には、最初から、もしくは途中から企業が費用負担
するケ－スが出てきている。今後、特に University of Waterloo の協力を得て、企業負担に理解を示
す周辺企業を紹介いただき、海外企業負担インタ－ンシップ実績を増やす。
④企業との包括協定による収入
現在、マルチキャリアセンタ－が属している産学連携・知的財産機構では、企業との間の共同研究を
推進しており、この数を増やすべく諸施策を講じている。そして共同研究に発展した場合、企業との間
で包括協定を締結する。企業のニ－ズに応えられる千葉大学の研究シ－ズを提供し、また企業との共
同研究を推進することにより、企業から資金を提供していただく。この提供資金の一部を収入とする。
⑤SEED 基金
千葉大学が OB からいただいた寄付金（SEED 基金）の一部を運営資金に充当する。
⑥運営費交付金
外部資金のみに頼るのではなく自らも拠出する。
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表１１
資金計画
表7 補助終了後の資金計画
単位：万円

単価

NO

企業数

計

企業のプログラム購入による収入
(寄付)

50

40

国内企業インタ－ンシップ費用の
② 企業負担(都心)
インタ－ンシップ：３ヵ月

60

20

①

海外企業インタ－ンシップ費用の
③ 企業負担(カナダ)
インタ－ンシップ：１カ月

90

6

備考
以下のメリットを企業に提供し寄付
を募る
・企業従業員の講義への参加
2,000 ・企業における講義
・従業員を対象とする研修
・従業員の国内外インタ－ンシップ
調整
以下を企業に負担していただく
1,200 ・交通費
・給与
以下を海外企業に負担していただく
・交通費
540
・宿泊費
・給与
700

④ 企業との包括協定による収入

共同研究実施等のための包括協定に
基づく企業からの資金提供

600 千葉大学OBからの寄付金

⑤ SEED基金(千葉大学基金室)
海外派遣

1,960

⑥ 運営費交付金

合計

7,000
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