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１．はじめに

　大阪大学では、ナノサイエンス・ナノテクノロジー
分野の教育と研究人材育成のために、平成16年度
より部局横断副専攻型の「ナノ高度学際教育研究訓
練プログラム」を理工医薬系部局の協力で行ってい
る。開始1年目に、本欄に、「大学院学際横断副専
攻プログラムへの取り組み～ナノサイエンス・ナノ
テクノロジー高度学際教育研究訓練プログラム～」１）

を報告してから7年が経過し、科学技術振興調整費
による5年間の競争的プロジェクトに続き、文部科
学省特別経費「ナノサイエンス総合デザイン力育成
事業の推進」の4年間のプロジェクトとして内容の
進化と企業、他大学との連携を図ってきた。この春
に第2期の最終年を迎えるにあたり、8年間に亘り
試行・改善を行ってきた人材育成活動のその後を紹
介するとともに、今後の取り組みについての夢にも
触れたい。

２．人材育成のコンセプトと教育プログラムの発展

２．１　人材育成のコンセプト

　ナノテクノロジーは半導体の超大規模集積回路
（ULSI）、太陽電池、レーザー、マイクロマシン
（MEMS）などの微細加工技術や、ナノ粒子の触媒
活性技術、マイクロ・ナノ化学チップ技術、バイオ
マーカ・イメージング診断技術など、グリーン・ラ

イフイノベーションの中核をなす物質、生命・情報・
エネルギー・環境・光といった融合分野のキーテク
ノロジーとなる基盤科学技術である。幅広い分野横
断型の応用展開が期待されること、科学から技術へ
の移転速度が極めて早いため日頃からの産学連携の
ネットワークが不可欠であること、未知の際だった
性質とその社会や環境に対する影響が考えられるこ
となど、研究、教育・人材育成活動の内容は極めて
多彩である。教育研究形態は、最先端の産業界で要
求される短・中期の課題解決型（従来型）と、学際
性と複眼性を駆使した5年－10年先の未知の産業・
社会のイノベーションに繋がる課題発掘型（未来指
向型）に分類される。本プログラムのコンセプトは
後者にあたり、物理、化学、生物、電気、機械等の
縦型学問体系に加えて、複数の基礎専門領域に亘る
学際横断横串型の教育研究訓練により異分野のナノ
理工学の基本知識を育み、新規な学問領域・新産業
分野形成に挑戦できる大学院生・社会人を生み出す
ものである。副専攻型の自由度を生かして、基礎力、
創造力、そして社会に開かれたデザイン力（応用力、
学際力、構想力のバランスの取れた知識と能力によ
り新分野を開拓する力）の育成が可能となる。
　また、ナノテクノロジーはこれからの産業界の技
術開発の要となることから、この分野で指導的立場
に立つ人材を産学が一体となって育成することも望
まれる。産学連携プログラムを通じて大学側は院生
の企業センスを育み、実社会に一層マッチした技術
革新を担う高度人材育成を行えるし、企業側はプロ
グラムを受けた有能な博士修了者のキャリアーを評
価した雇用の促進、大学の教員と企業との新しい形
の産学連携、企業を超えた社会人受講生同士の研究
技術交流などのシナジー効果が生まれることも大き
な利点である。
　平成16年度の発足後、理学、医学系、薬学、工学、
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基礎工学、生命機能の6研究科、産業科学、接合科
学の2研究所、超高圧電子顕微鏡、極限量子科学、
太陽エネルギー化学、レーザーエネルギー学の4研
究センターが連携して、大学院前期課程（修士）、
後期課程（博士）、社会人教育プログラムを学内外
に提供することとなった。現在はこれら部局の連携
の下に平成20年に設立されたナノサイエンスデザ
イン教育研究センターが本プログラムを提供してい
る。以下、各プログラムの現状を紹介する。

２．２　大学院前期課程（修士）プログラム

　平成16年度開始時より、6つの大学院研究科の
ナノ理工学分野関連の既存科目約100科目を、①計
算機ナノマテリアル・ナノデバイスデザイン学、②
ナノエレクトロニクス・ナノ材料学、③超分子ナ
ノバイオプロセス学、④ナノ構造・機能計測解析学、
⑤ナノフォトニクス学の5つのコースに整理・体系
化し、新規集中実習科目を付加して提供されている
が、平成18年度より産学連携のナノテクキャリア
アップ特論を開講し、平成22年度からは後述の社
会関連の土曜集中講座3 科目を開講している。
　実習では、大学院レベルの最先端機器を用いるこ
とを基本とし、センターのナノサイエンスラボラト
リーに平成15年度から順次整備されたクラスター
計算機、電子線リソグラフ装置、透過電子顕微鏡、
共焦点レーザー顕微鏡、レーザートラッピング装置
などにより、ナノ構造物質の設計、創製、観察、機
能分析の4つの基本技術をバランス良く学べるよう
に設計されている。ナノテクキャリアアップ特論は、
後述の産学コンソーシアム参加企業を中心に企業等
の研究開発者15名が講師となり、社会における「ナ
ノテクノロジーの活用や課題」の実状を学生に理解
させることにより、社会受容の一端を理解し、産業
界から期待される有用な研究開発能力と意欲を保有
する人材を育成することを目的に設定されたもので
ある。全コース必修科目のため、講師は隔週毎に吹
田または豊中キャンパスにて講義を行い、遠隔講義
システムを用いてライブ双方向TV中継されている。
平成21年度より、順次学外の筑波大学、和歌山大学、
九州大学、滋賀県立大学、兵庫県立大学の5大学に
も中継を開始し､現在では学内外合わせて200名を
超える受講生が講義コンテンツと各会場からの議論
を共有し、3大学では正規科目として独自の単位認

定も行っている。
　本修士プログラムでは1つのコースを選択するが、
これまでの7年間で、700名余りが履修し、このう
ち半数強が所定の9単位以上を取得修了しており、
平成20年度より大学院高度副プログラムの指定を
受けて、修了者は総長名の修了資格を得ている。平
成23年度からは土曜集中講座2科目を必修とする
大学院副専攻プログラム（14単位）も発足した。

２．３　大学院後期課程（博士）

　限られた専門性の下では、ナノ理工学の新現象や
技術を専門性の異なる他分野に応用する見識と能力
を身につけることは難しい。そこで、平成17年度
より副専攻型として、学際萌芽的テーマについて異
分野の学生が集まって異なる立場からの議論を重ね
て課題設定・解決を図る学際萌芽研究訓練が始めら
れた。現在、1年間のプログラムとして4テーマが
設定されており、本センターに整備された機器を用
いた活動が行われている。一例として、半導体ナノ
構造の光物性を主専攻とし、その構造を透過電子顕
微鏡で観ることを副専攻とした者は、より多角的な
視点からの研究に成功し、国際会議の賞を得ている。
　複眼的思考を産学が一体となって育成する産学リ
エゾンPAL（Project Aimed Learning）教育研究訓
練も始まり、企業提案による研究テーマを企業研究
者の指導の下にブレーンストーミングから始め、
PDCAサイクルを繰り返す1年間のプログラムのテ
ーマが、現在、4社から提供されている。受講者は
企業の研究開発手法を理解することで、科学技術の
価値観を再認識しており、企業での長期研究インタ
ーンシップに発展したケースもある。
　本博士プログラムは、これまでの 6年間で、70
名余りが履修し、8割強が修了している。平成 23
年度からは土曜集中講座2科目を必修とする大学院
高度副プログラム（8単位）も発足した。

２．４　社会人教育

　平成16年度後期から開始された企業の若手、中
堅研究者･技術者を対象とする大学院レベルの社会
人教育は、最新のナノ理工学の基礎を幅広く理解し、
自身の研究開発に資することを目的としたものであ
る。①計算機ナノマテリアル・ナノデバイスデザ
イン学、②ナノエレクトロニクス・ナノ材料学、
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③超分子ナノバイオ・フォトニクス学、④ナノ構造・
機能計測解析学の4コース1年間の夜間講座（各コ
ース週1回3時間、年間合計114回）において、学
内外の80名を超える講師陣が中之島センターにて
講義し、大阪大学東京オフィスおよび企業・商工会
議所との連携による10カ所を超える遠隔教室への
ライブTV配信によって全国に分散した社会人受講
生の便宜を図っている。先端機器を用いたスクーリ
ングの短期集中実習、土曜集中講座を含めた1年間
のプログラムであるが、基礎ナノ理工学や大学の研
究シーズの情報提供に留まらず、産学連携相互人材
育成の精神で、大学のシーズと企業の潜在的ニーズ
の掘り起こし、教育・人材育成を通じた大学と企業、
企業間同士のネットワーク構築にも役立っている。
中之島センター、東京オフィスは自由に出入りでき
る教室としてこれら活動の中心となっている。
　本社会人プログラムの受講生は科目等履修生とし
て登録され、現在35歳未満が3／4を占め、2／3 
が遠隔教室で受講している。これまでの7年間に履
修した600名余りのうち8割強が所定の9単位を取
得修了し、平成20年度より修了者は総長名の科目
等履修生高度プログラム修了資格を得ている。なお、
平成21年度からの受講料有料化に伴い、平成20年
12月に創設された（社）大阪大学ナノ理工学人材育
成産学コンソーシアム（平成23年度までに33社が
参加）が社会人受講生の派遣と産学連携相互人材育
成として全プログラムをサポートすると共に、内容
について評価と助言を行っている。また、企業企画
委員の選択した研究テーマについての情報交流会・
セミナー等をセンターと共催して開催し、年間300
名余りの企業からの参加者を得ている。

３．社会関連の土曜集中講座

　ナノ理工学の人材育成活動では専門的知識を育む
だけではなく、同時に研究開発に携わる人なら是非
知っておくべきナノテクノロジーリテラシーとして、
「社会受容」と「技術ロードマップデザイン」の2
つが挙げられる。社会に開かれた科学技術として不
可欠な社会受容（public engagement）としてのEHS
（環境、健康、安全）、ELSI（倫理、法律、社会的
影響）、科学技術政策、世界標準、知財戦略などの
教育が重要である。さらに、熾烈な科学技術の国際
競争の中で、将来の産業、高度技術社会で必要とさ

れる社会システムの新規コンセプトを生み出すデザ
イン力とそれに向けての様々なナノ理工学の融合に
よる科学技術ロードマップデザイン力育成も、日本
のものづくり社会の持続的発展には不可欠である。
　大阪大学ではほとんど前例のないこれらの社会関
連科目を土曜集中講座として開講している。さらに、
これらの科目は自分自身の専門との関連を議論しつ
つ、実践に結びつける訓練が必要であることから、
講義以外に討論を同じ重みで実施している。大学院、
社会人プログラムの受講生はすべて共通に聴講でき
るので、討論に際しては立場の違いからお互いによ
い刺激を与えあっている。全国への普及のためにラ
イブ遠隔TV中継、一般公開も行われている。ここ
では以下概要の紹介に留め、土曜講座の詳しい内容
は文献２）に譲る。

３．１　ナノテク社会受容特論

　「社会受容」では、新たなナノ科学技術を社会で
活用する際の科学技術政策、リスク、標準化、アセ
スメント手法、コミュニケーションなどの基礎知識
とその考え方を育むことが必須であり、多くの先進
諸国でもその知識と実践の必要性が謳われている。
そこで､ナノテクノロジーの研究者・技術者向けの
リテラシー科目として、科学技術者が常識として持
つべき知識のレベルを測るために、大阪大学では平
成21年度に、（社）大阪大学ナノ理工学人材育成産
学コンソーシアムと連携して、まずナノテクノロジ
ー社会受容セミナー入門編を開催し、引き続き産業
技術総合研究所イノベーション推進室ナノテクノロ
ジー戦略WG との共催によるナノテクセミナー
2009 大阪～みんなで学ぼうリスク管理策～を開催
した。その結果を踏まえて、平成22年度よりナノ
理工学プログラムの大学院生と社会人に対して共通
の土曜集中講座「ナノテクノロジー社会受容特論」
を正式開講した。政策担当者、企業開発担当者、学
内教員等が講義を担当し、受講生は社会受容、科学
技術コミュニケーションに関する視野を身につけ、
産業化における問題点、標準化、リスクアセスメン
ト並びに管理手法等の基礎知識、科学技術政策の考
え方を学び、討論では受講生は自らの専門に対して
ケーススタディーを行えるものである。
　今年度は、3日間で出席者 90 名余り（大学院、
社会人はほぼ同数）を数え、リスク管理、安全対策
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の政策決定などにおける科学者の立場、科学技術の
成果をどこまで実用化すべきか､社会受容をどのよ
うに捉えるべきかなど、白熱した議論が続いた。

３．２　ナノテクノロジーデザイン特論

　長期展望で社会を変革するデバイスやシステムの
コンセプトを想定することや、そのコンセプトを実
現するために必要な要素技術とその開発時期などを
設定できる構想力を持つことは､熾烈な国際競争の
中で､日本のものづくり産業の持続的発展を実現す
るのに不可欠な要素である。そこで、ロードマップ
を使って、技術の潮流、製品デバイス、要素技術を
解説し、それに基づき、ケーススタディーを自分の
専門に対して行うことでナノテク要素技術を総合デ
ザインする力を養い、「有用性の谷」を乗り越える
ための実力を身につける訓練を行う「ナノテクノロ
ジー（ロードマップ）デザイン特論」が開講されて
いる。ロードマップは、（社）ナノテクノロジービ
ジネス推進協議会（NBCI）から提供を受け、ナノ
センシング、ディスプレイ、生体シミュレーション、
燃料電池、レーザー加工、ナノ材料、ナノ微粒子、
ナノ実装等の課題を2科目にアレンジし、テーマ毎
に産業界のロードマップ作成者とコーディネータが
ペアーとなって講義と討論を担当している。
　平成23年度は出席者数70名弱（大学院生が社会
人よりやや多い）であった。講座参加だけでは自ら
将来コンセプトを描くことは難しいとは思われるが、
少なくとも既存のロードマップを使って将来の方向
性や分岐点を知って技術を生かす道を探ることはで
きる。ある技術の潮流を読み、ロードマップを良く
議論して全体感としてのトレンドや節目の認識を読
み取れると、日本の強み､国際競争力がこれからど
う動くのかの議論の出発点として利用できる。この
訓練を通じて、日本のものづくり産業の新規コンセ
プト創造への関心が高まることを期待したい。

４．今後の取り組みについて

　学際横断型の本プログラムの活動がきっかけとな
って、平成20年度には大阪大学学際融合教育研究
センターが発足し、大学院高度副プログラム、科目
等履修生高度プログラムを所掌し、新規プログラム
の育成と教務関係の支援を行った結果、平成24年
度に40を超える大学院高度副プログラム、4つの

大学院副専攻プログラム、7つの社会人科目等履修
生高度プログラムが実施され、分野あるいは研究科
を超えて学際科目を履修しようとする学生の動きが
活発化している。しかし、多くのプログラムが発足
したことにより、本プログラムが特徴を発揮した成
果を挙げ続けるためには各受講生の目的に沿った魅
力的なプログラムの提供とともに、主専攻の指導教
員の副専攻、副プログラムに対する理解と推奨され
る学生への啓発が強く望まれる。
　さらに、ここでは述べなかったが、国際連携活動
も重要である。欧米の大学との遠隔講義による授業
交換と研究交流を通じた人材育成手法の世界におけ
る位置付けの明確化と教育の国際標準化による教育
の真のグローバル化の達成、産業界のアドバイスを
得た各国の実情に沿ったアジア人材育成と研究ネッ
トワークの構築などがこれからの課題である。
　また、平成24年度当初には、全プログラムを合
わせた履修者は1500名を超え、修了者も1000名に
達することから、育てた人材の活用も重要な課題で
ある。土曜講座の拡大充実による社会に開かれた科
学技術教育の確立、産学コンソーシアムをベースと
する産学協働によるナノ理工学の次世代テーマの人
材育成と研究の実践、産官学連携拠点の形成、等を
通じて、ナノ理工学の人材育成、研究開発、産業創
成、地域振興で世界をリードし、日本の新しいもの
づくり社会の持続的発展に寄与する夢を実現したい。
　最後に、本プログラムは、センター教員、全学の
兼任教員・職員をはじめ、コンソーシアム企業を含
めた学内外の延べ200名を超える関係者の協力と貢
献の上に成り立っていることに深く感謝するととも
に、今後は大学の使命である基礎研究に根ざした高
度人材育成の新しい教育研究活動がばら色であり続
けるために、学内外の関係者のより一層の理解と支
援をお願い申し上げたい。
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