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大阪大学超域イノベーション博士課程プログラム
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大阪大学は、OU (Osaka University) ビジョン2021のもと、

社会変革に貢献する世界屈指のイノベーティブな大学となるこ

とを目指しています。

今日の社会では、取り巻く環境の変化は速く、また、その複雑

度も増してきています。種々の課題を解決し、社会を持続的に発

展させていく上での社会変革、すなわちイノベーションへの期

待が各方面で高まっています。そのような状況のもとで、高度な

人材の育成を担う大学院教育には、旧来からの知の伝承や知

の探求者の養成、知と知の融合を通じて新たな知を創り出す研

究者の育成に加えて、現代求められている社会変革を牽引する

新たなタイプの高度人材を養成することが期待されています。

超域イノベーション博士課程プログラムは、大阪大学が

2012年度から開設している大学院の特別プログラムであり、

OUビジョン2021に掲げる新たな大学像のうち、大学院教育で

の“さきがけ”です。今後、イノベーションを創起するには、様々

な境域を超えて新たな関係を紡いでいくことにより、そもそも

の課題を設定し、解決策を描き出し、それを実現に導く一連の

プロセスを駆動していく高度な人材の活躍がカギとなります。

プログラムでは、文理を超えた14の研究科から選抜された履

修生が集い、在籍研究科での専門性の追求を基軸として、専門

の“境域”を超え、ものごとの本質を見つめる俯職力と、未知で

複雑で困難な課題の解決に挑んでいく独創力を育んでいく独

自のコースワークが展開されています。

大阪大学では、組織や知識の壁を打ち破り、イノベーション

を起こしていきたい、それにより社会の様々な方面で新たな道

を拓いていきたい、そのような未来に向けたチャレンジを志す

大学院生の超域イノベーション博士課程プログラムヘの応募

を待っています。

大阪大学総長 西尾 章治郎

大阪大学が目指す新たな大学像

さきがけとしての

「超域イノベーション博士課程プログラム」
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社会と知の関係をめぐる最近の動向
今日の社会はいろいろな意味で大きな変動期にあります。サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する第4次産業革命

の到来や人工知能の進展のもと、世の中のしくみが組み変わり、求められる人材や職種が大きく変化することが予測されていま

す。新たな科学技術や産業の進展に向けて、我が国の科学技術政策では、様々なものやことが相互につながる連鎖のもとで世

の中や生活が従来とは異なる水準で豊かになる超スマート社会、Society 5.0が展望されています。

そのような明るい未来像の背後では、国連において、貧困や飢餓、福祉や教育、生活や都市の環境、地球環境の持続可能性、

平和と公正など、従来は個別的に取り上げられてきた各種の課題を包括的に取り上げ、それらの関係性をも含めた解決を目指

そうとする持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals (SDGs)が人類共通のアジェンダとして設定されています。

社会と知の関係がたどってきた道
世の中が至るところ、農村であった17世紀の代表的哲学者Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)は、微積分法の考案者

であり、世俗的には国家官僚でもあり、時として商人でもあり、宗教家でもありました。往時の知識人とは、程度の差こそあれ、そ

ういうものだったのです。

それに対して、18世紀半ばに起こった動力源の刷新は産業革命を起こし、世の中を一変させます。産業の躍進は、裏を返せば、

人々が担う役割を個々に専業化し高度化することでした。知の拠点としての大学も、そのような分業に呼応するかたちで専門を

分化させ、領域毎の専門家を育成する装置となっていきます。分業がさらに進み、大量生産のもとで市民社会が形成され、社会

の課題はより複雑になりました。知の世界では、複雑化した課題に対応していくべく、技術経営、医工連携などを典型として、様々

な知を融合することも時代の流れになってきています。

今日の社会では、新たな価値の創出に向けて、産業界では知識のソースを社外に限らず大学にも求めようとするオープンイノ

ベーションの動きが活発になっています。先端科学では研究者がグローバルに連携してより深い知の世界に挑んでいくオープン

サイエンスが求められています。しかしながら、社会課題の多様化や複雑化は留まるところを知らず、様々な矛盾がより深いレベ

ルから浮かび上がってきています。旧来からの知の営みは分断された専門領域毎に進められ、せいぜい、明確な課題に対して近

接する領域間での融合が行われるに留まっていましたが、複雑で困難な幾多の状況を克服する上で、各方面でそのような営みを

超える転換点を描き出すことが求められています。

社会と知の統合とは？
上記の現実に対して、社会と知の世界を股にかけ多方面で活躍したLeibnizは、どのような形で今に蘇るのでしょうか？

Society 5.0として展望され、SDGsが挑もうとしている未来では、今では当たり前となっている社会での分業の体制や知の世

界における専門分化のあり様がイノベーションに向けた限界として立ちはだかります。社会の現実に対して専門を超えた俯諏力

で立ち向かい、未知なる状況に入り込んで、その解釈の中から解くべき課題を着想し、独創的な関係性を描き出す。そのもとで、

深い専門性を軸としながらも様々な専門性との横断的な知の営みにより転換点を構想することから始め、社会で新たな価値を

生み出す「社会と知の統合」が求められ始めています。

この“統合”の担い手には、基軸となる自身の専門における深い力、様々な知の力を縦横無尽に使いこなす力、はるかにスケー

ルの大きなビジョンやストーリーを描いていく力、そのもとに人々が集い、共に動いていく力、……、それらの総体として未来への

挑戦を牽引していく力が求められます。様々な専門の人々が織りなすシンフォニーのコンポーザーでありコンダクター、それが未

来のLeibnizなのかもしれません。

超域イノベーション博士課程プログラムでは、各研究科・各専門分野で培われる深い専門力を基盤として、末来のLeibnizに

求められる新たな道を創っていくための知識やスキル、力量に向けた“もう一つの基盤”を独自のコースワークにより身に付けて

いくことができます。
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変貌する社会と知の世界、

それらの関係「社会と知の統合」が

求められる未来
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「超域イノベーション博士課程プログラム」※１は、大阪大学の 研究科に在籍する大学院生の中から

選抜された履修生が集い、「社会と知の統合」の担い手へと 育っていくところ

本プログラムは、ひとりひとりの学びを展開しながら、新たに学ぶべきことを把握し、さらに必要となる知識を修得するという循環の中で、

統合的な学びを達成することを目指しています。コースワークでは、現実の課題がどこにあるのかを発見するための調査力や理解力を高め、

専門に裏づけられた確かな知識と応用力を修得し、そして高度な知識を実践の中で活かすことのできる汎用的なスキルを磨いていきます。

教育カリキュラムの基本構成 コースワークの概要

コースワークの特色

超域イノベーション博士課程プログラムは、「社会と知の統合」を担っていく高度人材を育成する、5年制博士課程（博士前期課程・博士後期課程の区分
制および5年一貫制博士課程。一般には4年制学部卒業者が進学する。）および医歯薬系等の4年制博士課程（一般には6年制学部卒業者が進学する。）
に在籍する学生に対する副専攻方式の特別プログラムです。本プログラムの5年間ないし4年間の課程は下記の2つのコースに分かれています。

※1 本プログラムは大阪大学大学院学則第5条の6に規定されている博士課程教育リーディングプログラムの一つとして開設されています。
※2 博士課程（5年制・4年制）の1~2年次と修士課程も該当します。
※3 博士課程（5年制・4年制）の3年次以降も該当します。博士課程（4年制）の場合、期間は2年間になります。
※4 定員等の状況により移行試験を行う場合があります。
※5 Basicコース・ラーニングの部分は大阪大学大学院学則第5条の7に規定されている大学院副専攻プログラム・大学院高度副プログラムに位置付けられます。

本プログラムは、文理を横断する多様なバックグラウンドを持つ履修生が、専門や学年を超えて共に主体的に参
画しながら切磋琢磨できるよう、学修の進展に応じた様々な規模のワークショップやプロジェクト学習による授業
をコースワークに整備しています。

本プログラムでは、海外などでの経験を得る機会をコースワークに整備しています。履修生は、先進国の訪問だ
けではなく、いわゆる開発途上国での体験なども通じて、社会と知の統合の担い手に相応しい素養を身に付け
ることができます。

本プログラムでは、企業や行政などの学外の課題提供者と連携し、社会課題を発見し、それを解決へと導いて
いく力を身に付けるためのプロジェクト学習を学修の進展に応じてコースワークの各段階に整備しています。

（ 5年制博士課程在籍者の場合／科目等は主要なものを抜粋 ※2019年度のものです ）

フィールド・プロジェクト

海外フィールド・スタディ

● 企業／自治体・NPO等とも連携した社会課題についての実践的なプロジェクト学習の授業
● チューター教員制度などによる多角的な学修の支援

修了【超域 副専攻／高度副プロ修了】

Advancedコース

Basicコース

Basicコースで培った知識とスキルを基盤としつつ、社会と知の統合のための総合力を
修得するコースワーク

本履修生特別メニュー

共通メニュー
＜ラーニング※5＞

● 海外での実践活動
● チューター教員制度などによる多角的な学修の支援

● 課題設定・解決能力の基礎を修得するためのワークショップ・プロジェクト型授業
● 社会における課題のあり様や専門を社会で活かすためのスキルに関する授業
＜アクティビティ＞
自主的活動への経費支援の機会（審査有）
● 学生提案による社会実践の取組み

※2

※4

※3

Basicコースもしくはそれに相当する基盤に社会での
実践に関わる基盤を重ねながら、一連の基盤を深化
させ、博士論文研究ともつなぎ合わせていくことによ
り、社会の知の統合を推進するための総合力を養う

社会における状況を俯瞰して課題を発見
する力、課題を統合的に解決していく力に
関わる基盤を養う

自主活動
などの機会



課題解決力の総合化

Advancedコース

社会と知の総合の担い手としてのキャリアパス

グローバルエクスプローラ
（2年次：約3週間）

2014年度 ブータン

2015年度 マーシャル諸島

2018年度 インドネシア

2013年度 スリランカ
国連欧州本部

（スイス・ジュネーブ）

ケンタッキー大学
（米国・レキシントン）

Grapesyard School
（ケニア共和国・ナイロビ）

海外フィールド・スタディ
（1年次2月～3月：約２週間）

社会との
関わり合いを自覚し、
実践型へとつなげる

ネット
ワーキング

キャリア
開発準備

インターン
シップ構想

アクション
プラン作成

人が生きる
本質を
見つめる

国境を
越える

文化を
超える

言葉を
超える

立場を
超える
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事前学習を経て、海外等での数週間の研修を行います。文化的、
政治的、社会的、経済的に異なる背景の人々が暮らす地域を訪
問し、普段ふれあうことのない他者と対峙し、その社会の課題を
ともに考えることを通じて、自分自身の価値観を相対化し、世界
の多様性を理解します。これまで、ブータン、フィリピン、クック諸
島、スリランカ、パラオ、東ティモール、マーシャル諸島、インドネ
シアなどを訪問しました。

海外フィールド・スタディ （本履修生のみ対象）

各履修生がそれぞれの関心や必要性に応じて国内外の企業や
大学、非営利団体(NPO、NGO)、国際機関などを単身で訪問し
ます。訪問で得た知見やネットワークなどを踏まえて、将来の諸
活動やキャリアの展開に向けたアクションプランを作成し、キャ
リア形成のイメージを構築し具体化します。

グローバルエクスプローラ （本履修生のみ対象）

Basicコース （1～2年次の様々な科目）

社会における実際の課題解決のあり様をケースとして議論することを通じて課題の
発見からコンセプトの創造、解決案の実装に至る過程の実際についての理解を深
めていく授業です。

実際の課題解決においてシステム思考やデザイン思考、プロセスコントロール
などがどのような意味を持っていたかを認識します。

各ケースについてのワークショップ型の演習を通じて、鍵となるポイントを的確
に理解し、各種の考え方の理解を深めます。

異なるケースについての授業を交差させることを通じて、社会課題と課題解決
が多様であることを理解していきます。

課題解決ケーススタディ

社会との関わりの中で課題解決に挑むことを通じて、社会課題に潜む要因や意味の
広がり方、それらへの対処方法についての理解を深めるプロジェクト型演習です。

企業／自治体／NPO等から提供いただいた身近な課題への取り組みを通じ
て、社会における境域の有り様にアプローチします。

これまでの授業で培った考え方・手法を統合し、数週間程度の短期プロジェクト
の中で実際の社会問題に適用する過程で理解の深化を促進します。

フィールド・プロジェクト

2年次

異分野の人材と連携し、チーム活動によってより良いアイデアを
創出して問題を解決するための手法を学ぶ授業です。

チームで協働し、所定の目的を達成するために有効な“デザ
イン思考”によるプロセスコントロールを習得します。

共感·理解、問題定義、アイデア創出、プロトタイピングという
プロセスを迅速に繰り返すことが問題解決のために必要で
あることを理論の面から理解します。

デザイン思考

超域イノベーション博士課程プログラム全体についての導入科目です。超域イノ
ベーションの実現に向けて下記について総合的に論じます。

未知で複雑で困難な課題の解決を導くために様々な境域を超えたイノベー
ションが求められている現代社会やその将来像。

その具体的論点としての知の拠点である大学と知が展開される社会との関係。

本プログラムが現代社会の課題に対する大学側の一つの応答を目指している
こと。

超域イノベーション序論

複雑な問題の構造を把握し、全体最適を目指すための基本的手法を理論と実践の
両面から習得する授業です。

複雑な対象を、要素とそれらの間のつながりや相互関係により整理して理解す
る“システム”という考え方を身につけ、その考え方を自在に操れるようになるこ
とを目指します。

ループ図等の手法を駆使し、“システム”という視点のもとで、対象の全体を俯轍
的に捉えて、問題解決の鍵となる根本の特定と効果的な切り口の発見を実行す
るための方法論を学びます。

システム思考

1～2年次の科目例

1年次

超域イノベーション・アクティビティのねらいと位置付け

フューチャー・デザインとは、世代を超える未来に関わる課題に
対処し、持続可能な自然と社会を将来世代に引き継いでいくた
めのさまざまな社会の仕組みをデザインする試みや実践です。

フューチャー・デザインの考え方や意義について理解します。

自治体等での応用実践例について、現場の担当者等との対
話やグループワークを通して学びます。

フューチャー・デザイン
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Advancedコース(3年次～）のコア科目：
超域イノベーション総合

超域イノベーション総合は、社会における実際の問題を取り上げ、状況の理解から問題の定義、その問題に対する解決策（フューチャー

プラン等）の立案に取り組む、7ヶ月の長期プロジェクト演習です。本プロジェクト演習を通して、カリキュラムや専門研究でこれまでに学ん

できた知識と経験とを結びつけ、さらに全く新しい、より複雑な状況で適用できるようになるための総合的な学びを目指しています。

具体的には、企業／自治体／NPO等に具体的な領域やフィールドをもった課題提供機関として御協力いただいています。多様な研究

科から集まった超域プログラム履修生は、学際的な大学院生チームならではの、枠に囚われない発想で未来の姿を描きます。そして、現場

観察やフィールドワーク、調査、プロトタイピング、検証をくり返しながら、現在の延長線上にはない“新しい価値創出”の提案に挑戦します。

コースワークの概要

超域イノベーション総合でのプロジェクト課題

課題提供機関と学生の初顔合わせで
す。企業／自治体／NPO等の概要、プ
ロジェクトとして取り組む課題とその背
景についての説明を受けた後、課題提
供機関との打ち合わせを行い、今後の
方向性や予定を議論しました。

キックオフ
5月、6月には教員へ向けての進捗報告を
行いました。教員からのフィードバックを
受けて計画を修正するとともに、異なる
課題に取り組む他チームの進捗を知る
ことでモチベーションが喚起されました。

進捗報告
プロジェクトの進行段階に合わせて、
週に1回のペースで30分程度のレク
チャーを受けました。レクチャーの中で
は教員から各段階に必要な考え方、手
法等の補足が行われました。

ミニレクチャー
9月末には再び教員に向けた進捗報告
を行い、最終提案の素描を提示しまし
た。プロジェクトの終結に向けて必要な
事項の洗い出しを行いました。

進捗報告書
プロジェクトの集大成として
課題提供機関の関係者を招
き、最終的な提案内容の発
表を行いました。これまでに
学んだ知識・技術を駆使して
行った7ヶ月に渡る調査と議
論を通じて見えてきた課題
の本質を明らかにし、新たな
価値を創造するビジョンとそ
れを実現するための実行プ
ランを提案しました。

進捗報告書
プロジェクト終了後、7ヶ月間
の活動を通して得たそれぞ
れの学びの振り返りと共有
を行いました。また活動を
行った現地へ訪問して多く
の関係者へ提案内容の紹介
を行い、広く意見をいただき
ました。

ふりかえり
7月初旬に課題提供機関である企業／
自治体／NPO等の関係者を招き、プロ
ジェクトの進行度合いを報告しました。
ここでは各チームが実施した調査の結
果や定義した問題、解決策のプロトタ

イプを発表し、関係者からフィードバッ
クをいただきました。いただいた意見
をもとに方向性の修正および最終提案
に向けた進行計画の調整を行いました。

中間発表

充実したフィールドワーク、文献調査、プロトタイピング

活動期間中は課題内容への理解を深めるため、文献調査とともに現地でのフィールドワーク
を行い、現地で行われている活動への参加やインタビュー等を実施しました。綿密な調査を
通じて課題を問い直し、課題そのものだけでなくその背景へも洞察を深めました。教室に留
まらないフィールドワーク、何度も繰り返した議論、アイデアのプロトタイピングを通じて問題
の本質ヘアプローチする提案を目指しました。

●全体フロー

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2020年度2019年度

●ビジネスエリアの総合的な魅力向上●ビジネスエリアの総合的な魅力向上

●新興国向けの廃棄物
　処理の研修プログラム
●新興国向けの廃棄物
　処理の研修プログラム 新興国

環境

地域
過疎

●地方中堅メーカーの
　新規事業創出手法
●地方中堅メーカーの
　新規事業創出手法

●アバターロボットを
　活用した新たな
　大学教育

●アバターロボットを
　活用した新たな
　大学教育

新製品

ローカル
ビジネス
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超域イノベーション総合 ｜ 2020年度実施プログラム成果

中小企業間連携が拡大しない現状に対して、情報収集･分析を進める中でこのチームが
得た着想が「アイデアが連携を生む」というものでした。魅力的な新規事業のアイデアが
あれば、その実現に必要な技術や人材が浮かび上がり、結果として企業間連携の契機と
なるのではないかという発想です。しかしそのような魅力的なアイデアは簡単に生み出せ
るものではなく、実際に事業化可能な質の高いアイデアは数百、数千にひとつだと言われ
ています。つまり無数のアイデアを継続的に生み出し続け、さらにそれらを精査、評価する
視点が必要ということになります。

魅力的なアイデアこそが連携の端緒

中小企業はものづくり大国と呼ばれた日本において技術開発等の側面で重要な役割
を果たしてきましたが、ビジネス環境の変化には脆弱な側面があります。課題提供者であ
るノーリツプレシジョン株式会社は80年代から90年代にかけて写真現像機メーカーとし
ての地位を築き上げたものの、デジタルカメラの普及による需要減退により新たな成長事
業の創出を目指しています。一方、社会に求められる製品は高度化･複雑化しており、新規
事業創出に際して中小企業間で技術・人材・設備・情報を共有することが、開発・マーケ
ティング等の面で大きな効果を発揮すると期待されています。

社会環境の変化によって大企業の優位性が高まるなか、中小企業が生き残るためには企業間連携が重要だとされています。
この課題では、中小企業間連携を喚起し日本の「ものづくり」を振興する仕組みを立案しました。

ノーリツプレシジョン株式会社 代表取締役社長 星野達也 氏
今回は、地方中堅メーカーの新規事業創出方法に関して検討していただきました。テーマとしては高難度だと考えていましたが、長期にわたる活動の間、何度も議論を重

ねながら検討していただき、結果としては、弊社として大変納得のいくアウトプットを作成していただいたと感じています。我々のような中堅メーカーにとって、今後の成長の
ためには新規事業の創出が必須となります。一方、それは大変難しくどの企業も頭を悩ませていると思いますが、そこに対して、実践的な方法論を作成していただけました
ことに感謝しております。今回まとめていただいたプロセスを、今後弊社内でも活用していこうと考えています。また、活動のなかで、学生チームと弊社社員が一緒にワーク
ショップをするということがありましたが、その際には、弊社の社員が多くの刺激や気づきをもらうという想定外の効果もあり、経営者目線でもとても満足度の高い活動でし
た。今回縁あってご一緒いただいた大阪大学の学生さんたちに、改めてお礼を申し上げます。

中小企業間連携の重要性

これを解決するためにこのチームが提案したものが「アイデア創出ワークショップ
（WS）」と「社内教育WS」でした。前者は新規事業を中心的に担う人材を対象として、自社
の強みや技術を俯瞰的に捉え直し、社会的ニーズと掛け合わせて大量のアイデアを生産
するというものです。一方後者は全社横断的に低負荷･低頻度のWSを実施する、緩やか
な意識改革を目的としたものです。これにより利益に直結しない新規事業開発に対する理
解を醸成し全社的な取り組みとすることで、アイデアが生まれやすく評価されやすい環境
を作ることが狙いとなっています。さらに、提案の中では一社にとどまらずこの仕組みを展
開していくための事業化案が含まれています。今回の提案は、魅力的な事業アイデアをモ
チベーションとして、中小企業が有機的に連携する未来に繋がるものだと考えています。

アイデアを生み出す人材と環境

中小企業を元気にする新規事業創出手法
●課題提供者：ノーリツプレシジョン株式会社

活動概要＆成果

課題提供者からの声

仮説・検証・調整のサイクルが回せないテーマでアウトプットすることの困難さや、アウトプットのきっかけは思わぬ方向からやってくることを実感した課題でした。
後者でいえば、最終報告会まで2か月を切り、未だに五里霧中だった中で、課題提供者のコメントによって突如として霧が晴れ、アウトプットの方向が決まったあの
感覚は忘れることができません。
前者はいわゆる「解決されるべき社会課題」全般に共通することであり、ステークホルダーの多さや影響範囲の広さが、サイクルを回すことの困難さの原因の1つだ

と考えられます。授業の中でこの困難さを克服するような解法は見つけられませんでしたが、他のイノベーターがどのようにこの困難を克服したのかといった、先例か
ら学ぶ際に着目すべきポイントが分かるようになった気がします。同様に、これから起こるイノベーションのどこに着目するべきかも分かるようになったと思います。

履修生チームの声

新型コロナウイルスの影響により、人のコミュニケーションの在り方は大きな転換点を迎えることとなりました。そのような中、今回は、弊社の遠隔操作ロボット「アバター」
を活用した、「アバターロボットがもたらす新たな教育体験をデザインせよ」という課題に取り組んでもらいました。アフターコロナ、ウィズコロナという目まぐるしく変わる社
会情勢の下で、大学の教育におけるコミュニケーションの本質を捉えて、試行錯誤して頂いたことは、今この時にしかできない経験になったのではないかと思っております。
アイデアを形にすることは様々な苦難を伴いますが、今回考えたアイデアが世の中で実装するまで支援したいと思います。

今回はCOVID-19の影響もあり、オンラインによる遠隔活動が主体となったことに加え、扱うテーマそのものも遠隔体験に関するものであった。さらに今回集まっ
たメンバーは、豊中、吹田、箕面と別キャンパスを主に利用する学生であったため、移動にまつわる本課題がより自分事として捉えられ、最終提案は実現性と発展性
という意味で十分なものになったと考える。一方で、私達がまさに今直面している課題を解決しなければ、という意思が働いてしまった可能性があるため、課題提供
者の視点をより組み込んだ提案にブラッシュアップしていくというのが今後の課題である。しかし何れにせよ、昨今話題となっている大学の在り方に深く関わる価値
の深掘りを行うことができ、大学と技術、社会との関わりを見つめ直すきっかけとなったことは間違いない。

履修生チームは昨今の大学教育が置かれている状況を次のように分析しました。主として2012年以降、
アクティブラーニングの重要性が叫ばれるようになり、大学の授業では双方向的なコミュニケーションの
必要性が意識されてきました。大阪大学ではアクティブラーニング用スペースとしての「コモンズ」の整備
に力を入れており、2021 年現在、 3 つのキャンパスに 7 つのコモンズが設置されています。一方、2020
年度は大学教育の多くがオンラインでの遠隔授業となり、学生が対面で授業に参加する機会が大幅に減
少しました。授業のオンライン化は、新しい教育の可能性を広げるものではあるものの、そこには学生の
「身体」が現れないため、これまでのような双方向的なコミュニケーションが困難になる、という課題を抱え
ています。これに対して履修生チームは、アバターを利用して学生の協働学習を促すための自由なスペー
ス「アバター・コモンズ」を構想し、その具体的な運用方法を提案しました。

「アバター・コモンズ」の提案

今回の課題は、avatain株式会社が保有する「newme」という製品の使用を前提として、数年以内に大
阪大学に実装するという条件のもとで設定されました。履修生チームはこの課題に取り組むために、実際
にnewmeを用いて様々な実験によって検証を重ねつつ、あるべき大学教育の未来について議論を重ねま
した。また、本プログラムのBasicコースで培われた分析手法や方法論を活用し、関係するステークホル
ダーのニーズを把握するとともに、newmeの製品的な特徴を分析することによって、製品のデザイン改善
やマネタイズも含めた総合的な解決策の提案を試みました。

「アバター」とは、遠隔地に置かれたロボットに意識・技能・存在感を伝送させる、先端技術を結集させたテクノロジーです。
履修生チームはアバターを活用することで開かれる新しい大学教育の提案に挑みました。

活動概要

履修生チームはアバター・コモンズに切り開かれる未来を次のように展望しました。アバター・コモンズ
は、アバターを介した学生同士の協働学習を推進するだけではなく、avatarin株式会社を始めとする民
間企業との連携を創出し、大阪大学の目指すところでもある産官民学連携の牽引役として、社会と知の
統合に寄与することができます。導入期におけるアバター・コモンズの利用使途として想定されるのは学
生間のグループ活動ですが、それが大学に浸透していくことによって、漸次的に利用使途も拡大してい
き、やがてキャンパスを超えた高度教養教育が展開され、大学の垣根を超えた教育体験・共同研究が推
進されていくでしょう。それに伴って、導入期には大阪大学の図書館のみに設置されていたアバター・コ
モンズも、大学内で設置が広がり、複数の大学で、さらには企業や官公庁にアバター・コモンズが設置さ
れる、いわゆる「アバターインフラ」が整備されていきます。履修生チームはこうした展望に基づき、アバ
ターによって誰もが制限なく大学の知にアクセスでき、多様な個人・組織が連携しながら新しい教育が創
造される未来を描き出しました。

アバターが開く大学教育の未来

アバターロボットがもたらす新たな教育体験をデザインせよ
●課題提供者：ANAホールディングス avatarin株式会社

活動概要＆成果

課題提供者からの声

履修生チームの声
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Advancedコース(3年次～）の活動：自主実践活動
（旧：超域イノベーション実践）

2015～2019年、５カ年、42名の実績 （その他、プログラムからの支援に依らず同様の取り組みをした履修生あり）

派遣についてのデータ （2か国以上に渡って活動した履修生の成果を含む）

在ウガンダ日本大使館での
専門調査員業務を通した
国際的キャリアパス構築
（国際公共政策、ウガンダ3年間）

ライプニッツ研究所での
先進加工プロセスの開発
および産業応用の検討
（工学、ドイツ3ヶ月）

ブルネイにおけるオンサイトセ
ンシングニーズの模索と
その場検出型バイオセンサーの
プロトタイピング
（工学、ブルネイ1カ月＆石川県3週間）

移民が伴う文化的差異への対
応について～ブラジル日系社会
における日本文化移入の調査
活動を通じて～
（文学、ブラジル3か月）

大規模地震災害対策としての
法政策に関する実践的検討
（法学、アメリカ1カ月＆国内各
所1週間）

再生可能エネルギー100％全世界
キャンペーンのネットワーク構築
およびナレッジベース構築
（人間科学、ドイツ7ヵ月）

インターンシップ等を通じて
現場での課題解決に向けた
イノベーションに挑戦

2017
2018 2019
2015 2016

派遣期間

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

3年

※注：派遣が3年間の者に対するプログラ
ムからの支援は当初の2ヶ月のみ。

派遣先の開拓ルート

指導教員のネットワーク・
それを活用した自己開拓

プログラムでの活動を
通じたネットワーク

自己開拓（応募を含む）

C-Engineや産連本部を
活用した自己開拓

派遣先・種別

大学等で研究

NPO等

企業

政府機関等

大学等を拠点に

派遣先・国

日本
アメリカ
イギリス
カナダ
ドイツ
イタリア
フランス
パラオ
スペイン

オーストリア
シンガポール

タイ
ブルネイ
モロッコ
ウガンダ
ブラジル
ルワンダ

スウェーデン

自主実践活動とは、超域イノベーション博士課程プログラムの1年次から2年次までのコースワークで獲得した知識

やスキルを社会における具体的な実践の場で活用することを通じて、それらを集約した総合力を身に付けることを目

的として、履修生が自主的に企画して取り組む活動です。この活動を通じて、それまでの学修の成果をより着実なも

のとするとともに、総合力の着実な獲得やさらなる向上を図ることを目指します。活動内容は、インターンシップや共

同研究の他、履修生の関心や専門に応じた課題に実践的に取り組むことを目指しています。

概要

私は、工学研究における理学的考察の意義を考えることを目的に、自主実践活
動を行いました。私の研究では、磁石にくっつく粒子をがんの周りの血管に集め、
それらの血管を閉塞させることでがんの成長抑制を行う治療法について工学的
な視点から検討しています。本研究の課題は二つあり、一つは粒子を体内深部の
血管に選択的に集めることができる磁石の設計、もう一つは、血管を閉塞させるた
めに必要な不可逆凝集体を形成できる粒子の設計です。私のこれまでの研究で
は、主に実験的な検証を行ってきましたが、この治療法の実用化のためには精密
な制御方法を確立することが必須であり、そのための理学的な解析はできていま
せんでした。そこでこの自主実践活動の機会を利用し、国立研究開発法人の物質
材料研究機構とイギリスのノッティンガム大学にて、実験結果に対する理学的な
解析に取り組みました。さらに、これらの技術の応用先を探索することを目的に、
アメリカのクリーブランドクリニックを訪問しました。
具体的な研究活動としては、物質材料研究機構にて磁場分布が時間的に変化
する際の粒子の動きを調べました。これらの研究成果は、カナダ・バンクーバーで

開催された国際学会Magnet Technology 26で発表しました。ノッティンガム大学
では宇宙理学研究科にて、磁石付近に存在する複数の粒子が集まり、一つの粒子
を形成するプロセスを調べました。
クリーブランドクリニックでは約30名の研究者の前で2時間、研究成果を発表
する機会を頂き、回転磁場や分散・凝集技術の利用先について意見交換をする
ことができました。意見交換の中では、私の研究している技術が工学分野だけ
でなく、バイオテクノロジーや医療分野に有効活用できる可能性を示唆して頂
きました。
これらの国外での研究活動やプレゼン経験を経て、数値計算スキルを身に着
けるとともに、理論計算をすることで磁気分離や磁気凝集の定量的な評価が可能
となることが明らかになり、当初の研究目的以外の課題に対しても自分の開発し
た技術が有益であることに気づかされました。今後はこれらのコア技術をより多
方面に生かすために、実践活動で知り合った先生方と協力して、様々な分野への
貢献に取り組んでいきたいと考えています。

工学と理学の境界を越えた研究者となるために
－ 実学に倣った工学研究に対する理論的考察 －

工学研究科 環境・エネルギー工学専攻　桐村誠

企業がその経済活動を通して社会の発展に寄与してきた半面、同時に人権や
環境に対して負の影響をもたらしてきた反省から、企業に対し自らのサプライ
チェーンにおいて人権尊重責任を果たすよう求める「Business and Human 
Rights (ビジネスと人権)」のムーブメントが世界的に強まっています。さらには、
米国のBLM運動に対して各企業が発したステートメントに象徴されるように、
「Do no harm(傷つけない)」以上の社会問題に対する積極的コミットメントが、
民間の営利団体である企業にも期待されるようになりつつあります。私は国際政
治学に携わるものとして、こうした新しい社会規範が形成され内面化され実践さ
れるプロセスを分析することで、その促進要因や障壁を明らかにし、このムーブ
メントに少しでも貢献しようと研究に取り組んできました。
こうした規範形成の実務において、これまで多くの研究者が活躍してきました。

しかし一般に、様々なディシプリンの研究、そして様々なレベルの実務がある中
で、それぞれの専門知を結集して社会的課題の解決につなげるまでには、多くの
障壁があります。私自身、規範形成に係る議論と最終的な規範の実践を担う企業
実務がスムーズに結びついていないことに、これまでジレンマを感じてきました。
こうした問題意識から、自主実践活動では「規範形成の上流と下流はいかに繋が
るべきか」という問の考察と、自身が研究者として規範形成のどの部分に貢献し
たいのか、キャリアプランの再考を目的に掲げました。

活動では、「ビジネスと人権」研究の国際的な拠点である、英国Essex大学、米
国NY大学を中心に関連機関を訪問し、研究会等への参加と、様々な研究者・実
務家とのネットワーキングを行いました。体調不良や調整不足により、計画の全て
を実行することはできませんでしたが、当初の計画に加えてスイス国際開発研究
大学院における半年の客員滞在や、周辺の国際機関の訪問、感染症の流行で盛
んになったWebinarへの参加などを通じて、活動を補完しました。
本活動を通して、規範形成の上流に位置する国連実務に関わる研究者のロー

ルモデルを多く知ることができました。一方で、規範形成の下流に位置する企業
実務に関わる研究者のロールモデルは未だ乏しいままであると感じ、これまで感
じていたジレンマの解消の手立てを探すつもりが、ジレンマをより強く認識する
結果となりました。下流では業界団体、企業法務弁護士やコンサルティングファー
ムの活動が盛んで、企業に対し具体的な助言を提供しています。しかしそこで形
成された実践の鋳型は、必ずしも上流が目指した目的を達成できているとは言え
ません。私は本活動を通して、規範形成の上流と下流における議論を反復して翻
訳する役割に関心を持ち、より人材が不足していると感じた規範形成の下流、民
間企業への就職を決めました。今後は在野研究者として、「ビジネスと人権」規範
の内面化と実践プロセスに貢献したいと思います。

研究者として規範形成にいかに貢献するか
－ 「ビジネスと人権」規範の今後と自身のキャリアパスに関する考察 －

国際公共政策研究科 博士後期課程　猪口絢子

※2020年度は、新型コロナ感染症への対応措置として海外での活動を実施せず。
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履修から修了までの流れ 履修生の活躍

履修生の研究活動等
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2019年度

【 2018年度以降は準履修生を含む 】

1期生の武居弘泰さん（工学研究科）は、EDGE INNOVATION CHAL-
LENGE COMPETITION 2016 に混成チームで参加し、総合優勝を獲得
しました（2016年2月28日）。
同アイデアコンペは、文部科学省の産業連携・地域支援課の事業で大学
におけるイノベーション人材の育成を支援する「グローバルアントレプレ
ナー育成促進事業（EDGEプログラム）」の一環として行われたものです。

2期生の鵜飼洋史さん（生命機能研究科）は、オートファジー調整の鍵でア
ミノ酸の一種であるグルタミンが細胞成長を活性化するしくみを発見する
研究の中核的役割を担い、その成果は国際的にも著名な論文誌に掲載さ
れました(2018年4月27日）。
鵜飼さんが本プログラムでの自主的な実践活動の機会を活用して西アフ
リカのガーナを訪問し、いわゆる発展途上国における乳幼児のアミノ酸欠
乏による低成長という実情を知ったこと、その経験から発想して、20種類の
アミノ酸のうちどれが細胞の成長に必要なのか、という疑問を持ちながら
研究を進めたことが、グルタミンの重要性を証明することにつながりました。

3期生の稲富桃子さん（理学研究科）と松野健治教授らの研究グループは、
昆虫の交尾体位と雄生殖器の回転が共進化してきたことを明らかにしま
した。動物の形態と行動は密接に関わっているため、形態だけ、行動だけ
が進化すると、両者に不一致が起こってしまいます。昆虫の交尾体位と生
殖器の向きの進化がこの例に当てはまります。
稲富さんは研究グループの中で実質的な研究代表者としてこの研究に取
り組み、昆虫の交尾体位と生殖器の進化の間に協調性があることを見つ
けました。その成果は、国際的な論文誌（Scientific Reports）に掲載され、
朝日新聞でも紹介されました（2019年2月7日）。

｜ 鵜飼 洋史 さん（生命機能研究科）

｜ 武居 弘泰 さん（生命機能研究科）

｜ 稲富 桃子 さん（理学研究科）

1期生

2期生

3期生

Basicコースの修了
Basicコースの修了に際しては、プログラム併設の大学院副専攻プログラム（14単位以上）・大学院等高度副プログラム（8単位以上）の

いずれかの修了要件を充足する必要があります。充足した場合には、当該の修了認定証が交付されます。

BasicコースからAdvancedコースヘの進級要件
Basicコースの修了者であってもAdvancedコースの履修生選抜に合格する必要があります。Basicコースにおいて併設の大学院副専

攻プログラムを修了した者については、履修生選抜における審査の一部が免除されます。同履修生選抜では、社会と知の統合の観点か

らの研究能力、英語の運用能力などを審査します。出願資格審査では併設の大学院副専攻プログラムを修了した者と同等の知識やスキ

ルを有しているかどうかを審査します。

Qualifying Examination (QE)
Advancedコースの1年次修了時に、所定単位の取得を前提としてQEを課し、プログラム履修継続の可否について総合的に判定します。

在籍研究科での社会と知の統合に関する専門力の確実な向上を博士論文に関する研究計画書を通じて審査し、本プログラムによって

獲得した能力および資質の総合的な人物評価を自己評価書に基づくプレゼンテーションおよび面接によって審査します。

Advancedコースの修了要件
Advancedコースの修了に際しては、所定単位の取得を前提として最終試験を課します。最終試験を合格した者にはコースワーク等

修了認定書が授与され、在籍研究科での博士学位の授与に際して学位記にプログラムの修了が付記されます。

履修生支援について

自主的活動への支援制度
履修生が自ら発案する社会課題に関する実践活動について、活動目的や実施計画を審査した上で、一定の範囲内で旅費などの活動経

費を支援します。

チューター教員制度
学修の目標設定やプログラム履修の過程で生じた問題等についての相談を随時受け付け、助言等の支援を行います（Basicコース本履

修生およびAdvancedコース履修生対象）。各履修生に対して2名程度の教員を配置します。

経済的支援制度
●コースワークにおける海外実習、国内実習、その他実践活動等について、旅費等の参加費を支援します。

●給付型奨学金制度（Basicコース本履修生およびAdvancedコース履修生対象）を設けています。支給金額は年度毎に決定します
（2021年度Basicコース本履修生対象予定額：月額5万円）。ただし、他の給付型奨学金やJSPS特別研究員（DC）研究奨励金との重複
受給はできません。

●授業料免除制度（Advancedコース履修生対象）を設けています。

学会発表件数
（国際会議での発表数）
論文発表件数
（レフェリー付論文発表数）
（外国語で作成した論文発表数）
学外での研究発表による受賞件数（国内）
学外での研究発表による受賞件数（国外）
アイデアコンペ・ハッカソン等による受賞件数
履修学生数
（博士後期課程に在籍する履修学生数）
（日本学術振興会特別研究員である者の数）
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｜ 井上 裕毅 さん1 ｜ 篠塚 友香子 さん2

【 2016～2020年度のコースワーク修了者の進路状況 】

修了生のキャリアパス 修了生の声

履修生の声

2016-2020年度のコースワーク修了者の就職先（下表）はそれぞれが特徴的なキャリアパスを開拓しており、大学院での研究内容とは
直接的な接続のない業種への就職が多く含まれています。新規開発技術の製品化を社内の多様な部署と調整して進める役割を担う者や
海外における新規事業開発を担う者など、本プログラムで修得した知識やスキルを期待されて、従来の博士人材では考えられなかった道
を歩み始めた多数のチャレンジャーがいます。

2016 文学研究科

2016 人間科学研究科

2016 人間科学研究科

2016 経済学研究科

2016 工学研究科

2016 工学研究科

2016 医学研究科

2016 医学研究科

2017 人間科学研究科

2017 人間科学研究科

2017 理学研究科

2017 生命機能研究科

2017 工学研究科

2017 工学研究科

2017 工学研究科

2017 薬学研究科

2017 薬学研究科

2018 文学研究科

2018 言語文化研究科

2018 経済学研究科

2018 人間科学研究科

2018 人間科学研究科

2018 国際公共政策研究科

2018 国際公共政策研究科

2018 法学研究科

2018 法学研究科

2018 理学研究科

2018 生命機能研究科

2018 工学研究科

2018 工学研究科

2018 工学研究科

2018 工学研究科

2018 工学研究科

2019 人間科学研究科

2019 法学研究科

2019 経済学研究科

2019 理学研究科

2019 医学系研究科

2019 医学系研究科

2019 工学研究科

2019 基礎工学研究科

2020 歯学研究科

2020 工学研究科

2020 国際公共政策研究科

2020 言語文化研究科

文化表現論専攻

人間科学専攻

人間科学専攻

経済学専攻

精密科学・応用物理学専攻

精密科学・応用物理学専攻

医学専攻

保健学専攻

人間科学専攻

人間科学専攻

化学専攻

生命機能専攻

精密科学・応用物理学専攻

環境・エネルギー工学

環境・エネルギー工学

創成薬学専攻

創成薬学専攻

文化表現論

言語社会専攻

経営学系専攻

人間科学専攻

人間科学専攻

比較公共政策専攻

比較公共政策専攻

法学・政治学専攻

法学・政治学専攻

生物科学専攻

生命機能専攻

応用化学専攻

機械工学専攻

地球総合工学専攻

電気電子情報工学専攻

ビジネスエンジニアリング専攻

人間科学専攻

法学・政治学専攻

経済学専攻

宇宙地球科学専攻

医学専攻

保健学専攻

環境・エネルギー工学専攻

物質創成専攻

口腔科学専攻

環境・エネルギー工学専攻

比較公共政策専攻

言語社会専攻

美学

現代思想

環境行動学

ミクロ経済学、一般均衡理論

バイオセンサー

プラズマ工学、超精密加工学

細胞生物学

基礎看護学

現代思想

教育社会学

生物物理化学

細胞生物学

ナノフォトニクス

排水処理

環境創成学、持続可能性科学

生物学無機化学、物理化学

核酸化学、スプライシング制御

演劇学

アメリカ文学

経営学

思想、芸術およびその関連分野

グループ・ダイナミックス

社会科学

経済学

西洋政治思想史

社会科学

生物学

実験美学

化学

設計工学

船舶海洋工学

人工知能、知識工学(オントロジー)

工学教育

認知心理学

法理学・法哲学

公共経済学・財政学

惑星科学

基礎医学

保健学

原子力工学

物性物理学

予防歯科学

磁気科学

国際関係論

アメリカ文学

大阪大学(教員)

神戸市

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所

同志社大学(教員)

シスメックス株式会社

シスメックス株式会社

パナソニック株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

PwCコンサルティング合同会社

愛知淑徳大学(教員)

株式会社資生堂

ヤンマーホールディングス株式会社

横河電機株式会社

株式会社三菱総合研究所

国連大学サステイナビリティ高等研究所

大阪府

中外製薬株式会社

株式会社リクルートホールディングス

麗澤大学(教員)

広島市立大学(教員)

大阪大学（教員）

京都大学防災研究所(SPD)

追手門学院大学(教員)

ソニー株式会社

京都市地域おこし協力隊・個人事業主

小樽商科大学（教員）

ロート製薬株式会社

個人事業主

パナソニック株式会社

ダイキン工業株式会社

大阪大学(教員)

日本アイ・ビー・エム株式会社

株式会社ツクルバ

立命館大学（PD）

大阪大学（教員）

千葉大学（教員）

宇宙航空研究開発機構 JAXA

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

ハーバード大学（PD）

東京電力ホールディングス株式会社

ドイツ研究センターヘルムホルツ協会ユーリッヒ研究センター（研究員）

エム･アール･アイ リサーチアソシエイツ株式会社

パナソニック株式会社

株式会社DigitalBlast

愛知大学（教員）

学

官

民

学

産

産

産

産

産

学

産

産

産

産

学

官

産

産

学

学

学

学

学

産

民

学

産

産

産

産

学

産

産

学

学

学

官

官

学

産

学

産

産

産

学

研究室には同じ関心を持つ人が集まるので居心地は良いかもし
れません。しかし、一つの場所に居ては気づけないことがたくさん
あります。超域では異分野の人、学外の人、関心が異なる人たちと
のプロジェクトを通じてコミュニケーションの難しさを学びました。
博士の研究で壁にぶつかった時に私を助けてくれたのは、人と人
の繋がりでした。色々な人と繋がると彼らのアイデア、経験、価値観
を分けてもらえます。超域は、学内学外を問わず人が集まり、普段
できないことが許される「場」です。活用するのは自分次第、そして
最も必要なのは一歩を踏み出す勇気だと思います。
私は現在シスメックス株式会社で凝固分野の事業を企画し、海
外とのコネクションの中軸を担っています。事業企画は開発から販
売、サービスなど全社に網羅的に関わる部門ですが、超域での多
様な経験が今に生きていると、心からそう信じています。

私が超域イノベーションプログラムヘ応募した理由は、自分の視
野を広げたいというシンプルなものでした。そして超域の5年間で、
自分の視野を広げることがいかに大変かを痛感しました。新しいこ
とを吸収すると、自分の既存の価値観が揺らぐ。この揺らぎのなか
で自身の考えを構築しようとするも、なかなか言葉にならない。言
葉にするのが怖くなる。このサイクルに苦しんだ日々でした。
超域では、プレゼンテーションカなど「○○力」と呼ばれるスキル

を強化する機会も沢山あります。将来、就職する時にアピールでき
るのはこれらのわかりやすいスキルかもしれません。しかし私が働
きだしてから思うのは、わかりやすいスキルの習得よりも、悩み苦し
んだ経験が一番の財産だった、ということです。挑戦して、失敗して、
もうやめてしまおうかと思う。でも、もう一度挑戦してみる。この繰り
返しのなかで、皆さんにも本プログラムで未知のことと出会う楽し
みと苦しみを謳歌して欲しいです。

｜ 許 俊卿 さん3年
超域の活動を通して、自分の研究に対する理解、また自分の能力や未来像

の構築に対する認識が深まりました。異分野の方 と々意見をぶつけ合ったり、専
門外の知識を学んだりすることで、研究の深堀や更なる展開ができたと思って
います。グローバルエクスプローラやフィルードスタディなどの海外活動は、専
門領域の研究者との対話ができるため、より幅広い視点から研究の向上、また
ネットワークの構築、将来のキャリアプランに役立てます。同時に、一人で計画
を立てて連絡を取ることから、自分自身の限界を実感することもありますが、こ
の経験は将来の社会進出に大きな意義があると思います。超域で、複合的能力
を磨く実践現場に接する機会がたくさんあり、実際の課題解決に参加できます。
多様なバックグラウンドを持った学生、教員、ゲストとのディスカッションや、視
点の統合、イノベーションの創出は本当に研究科で得られない経験となります。
超域と研究科の両立は難しいと多くの人が言うかもしれませんが、私はこ

れがプラスアルファの意味をもち、その相乗効果は個人によって決定されると
思います。私にとって、自立と挑戦に立ち向かう勇気は、超域から獲得したもう
一つの宝物であり、将来の人生にとっても大切です。皆さんの超域での成長も
期待しています。

超域イノベーションプログラムでは、多様なバックグラウンドを持っ
た学生や教員、時には学外の方も巻き込んで、社会課題解決のため
のアプローチを多くの実践の機会を通して学んでいきます。その過程
で、私は異分野の方 と々コミュニケーションをとることの難しさを痛感
してきました。思考の土台となる思想が全く異なることもあり、会話が
ちぐはぐになることが多いのです。しかし、この経験は研究科での活
動や日常の交流だけでは得にくいものです。ここに超域に参加する
大きな意義があると思います。これらの経験を通して、私は最近、より
多様な視点で物事を考えることができ始めていると感じています。異
分野の学生の価値観やアイデアを知るうちに、専門の工学以外の視
点も同時に意識するようになったのです。これは研究科での活動にも
活かされる成長であり、自身のイノベーションとも言えると思います。
超域は研究科とは異なる側面から自身を成長させてくれます。研
究時間は減ってしまうでしょうが、それ以上の知識や経験、そして個性
的な仲間からの刺激を得ていると思っています。そしてそれらは自分
のキャリアを豊かにしてくれると期待しています。

博士
後期

人間科学研究科
（人間科学専攻） ｜ 川口 太郎 さん2年博士

後期
工学研究科
（機械工学専攻）

シスメックス株式会社
PwCコンサルティング
合同会社

期
生

期
生

所属研究科修了
年度
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田中　敏宏  理事・副学長 木多　道宏 工学研究科・地球総合工学専攻 教授

■ プログラム責任者 ■ 部門長・ プログラムコーディネーター

氏　名 所　属 職名等 氏　名 所　属 職名等

堤　研二 文学研究科・文化形態論専攻 教授

飯倉　洋一 文学研究科・文化表現論専攻 教授

三好　恵真子 人間科学研究科・人間科学専攻 教授

河森　正人 人間科学研究科・人間科学専攻 教授

稲場　圭信 人間科学研究科・人間科学専攻 教授

福井　康太 法学研究科・法学・政治学専攻 教授

開本　浩矢 経済学研究科・経営学系専攻 教授

佐々木　晶 理学研究科・宇宙地球科学専攻 教授

石川　春人 理学研究科・化学専攻 講師

河原　行郎 医学系研究科・医学専攻 教授

小川　和彦 医学系研究科・医学専攻 教授

三善　英知 医学系研究科・保健学専攻 教授

岡本　玲子 医学系研究科・保健学専攻 教授

長島　正 歯学部附属歯学教育開発センター 教授

有澤　光弘 薬学研究科・創成薬学専攻 教授

小林　英樹 工学研究科・機械工学専攻 教授

山下　弘巳 工学研究科・マテリアル生産科学専攻 教授

倉敷　哲生 工学研究科・ビジネスエンジニアリング専攻 教授

原田　研介 基礎工学研究科・システム創成専攻 教授

山下　仁 言語文化研究科・言語文化専攻 教授

進藤　修一 言語文化研究科・言語社会専攻 教授

松繁　寿和 国際公共政策研究科・比較公共政策専攻 教授

南　和志 国際公共政策研究科・比較公共政策専攻 准教授

松田　秀雄 情報科学研究科・バイオ情報工学専攻 教授

山本　亘彦 生命機能研究科・生命機能専攻 教授

山﨑　吾郎 COデザインセンター 准教授

大谷　洋介 COデザインセンター 准教授

金森　サヤ子 COデザインセンター 特任講師

平田　好則 プログラム特任教員 特任教授（非常勤）

小川　歩人 プログラム特任教員 特任助教

鈴木　富美子 プログラム特任教員 特任助教

永井　裕太 プログラム特任教員 特任助教

中井　好男 プログラム特任教員 特任助教

原　圭史郎  教授工学研究科・
附属フューチャーイノベーションセンター

■ 問い合わせ窓口

大阪大学 超域イノベーション博士課程プログラム事務室
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
最先端医療イノベーションセンター棟3階
TEL：06-6210-8253  FAX：06-6210-8254　
E-mail: info@cbi.osaka-u.ac.jp

詳しくは超域webサイトをご覧ください。

http://www.cbi.osaka-u.ac.jp

（2021年4月1日現在）


