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Self-introduction

Since 2012, I work as a professor with the University of Tsukuba, and as a virtual executive board 
member from 2015 in charge of university strategy, planning and evaluation of organization and 
teachers.

After graduating from the College of Law, University of Tokyo in 1976 until retirement in 2012, I had 
been working with the Ministry of Education ,Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) in 
Japan as a senior official in various positions as below:

President, National Research Institute for Educational Policy

Director-General, Higher Education Bureau 

Director-General, Research Promotion Bureau

While working with MEXT, I was seconded to other related organizations including the National 
Science Foundation, U.S. and  I once worked with the University of Tsukuba as the Secretary-
General.



1,001-3,000人規模 3,001-5,000人… 5,001-10,000人規模 １万人を超える規模
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501-1,000人の規模

500人以下の規模

（大学数の８％）（大学数の13％）（大学数の11％）（大学数の35％）

（学生数の42％）（学生数の25％）（学生数の12％）（学生数の17％）

（出典）文部科学省「平成20年度学校基本調査報告書」。当該年等のウェブサイト

MIT 10,400人
長崎大学 9,000人

早稲田大学 46,000人
慶應義塾大学 42,500人
UC Berkeley 35,800人

東京大学 26,800人
京都大学 21,800人
Harvard Univ. 21,200人
Univ. of Oxford 20,500人

一橋大学 5,900人
Dartmouth College 6,300人
東京工業大学 6,800人
Princeton Univ. 6,800人

Amherst College 1,700人 福井大学 5,200人

日本
(2010)

アメリカ
(2006)

イギリス
(2007)

フランス
(2007)

ドイツ
(2007)

人口（千人）Population 
(thousand) 127,413 298,755 60,975 61,095 82,218

大学数（校）Number of 
Universities 755 2,629 165 94 391

在学者数（千人）
Number of students   (thousand) 2,559 11,240 1232 1270 1,941

人口千人当大学数 Number of 
Univ. per thousand people ５．９校 ８．８校 ２．７校 １．５校 ４．８校

大学当学部学生数 Number of 
students per a university 3.4千人 4.3千人 7.5千人 13.5千人 5.0千人
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1 １ 日本の大学を取り巻く環境の変化
Changes in the environment surrounding Japanese universities 

 １ １８歳人口の減少 Decline of 18 year old population in Japan

 ２ グローバリゼーション Globalization

優秀な学生と企業からの研究資金を巡る国際的な大学間競争
World-wide competition among universities for good students and research funds by companies   

国境を越えた労働力市場形成に伴って求められる国際的な互換性のある能力の証明／教育の質の保証
Requirement for the proof of ability or educational quality assurance compatible in the world 

through the emergence of cross-border labor market beyond 

 １）大学による自主的な大学教育の改善 Voluntary improvements of university education
 ２）キャリア教育の導入

Introduction of the education to cultivate consciousness to live independently 
 ３）国際的な学生獲得競争への参加 Participate in the global university competition

1992年 205万人 → 2015年 120万人 → 2030年 101万人

 １）研究力強化と国際化による大学ランキング向上への取り組み
Efforts for rank-ups in world university rankings  

 ２）教育の質の保証への取り組み Efforts for the assurance of education 
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１－２ 日本の大学を取り巻く環境の変化（２）
Changes in the environment surrounding Japanese universities (continuation)

 ３ 生産人口の減少とホワイトカラーとサービス産業部門の低生産性
Working age population decline and low productivity in white color worker and service industries 

専門的な知識の獲得に加えて、汎用的な能力形成とそれらの確実な獲得・形成への期待
Requirement for fostering transferable skills as well as expert knowledges and for certain acquirement

of these through the university education

社会人に対する再教育機会の拡大と実用的な大学院プログラムの提供に対する期待
Requirement for the expansion of chances for adult workers to learn in graduate or professional   

schools and for the provision of pragmatic programs useful to improve job performances

 １）教育の質の保証への取り組み Efforts for the assurance of education
 ２） 社会人向け大学院プログラムの計画と着手

Just planning and starting to provide pragmatic graduate programs 
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 ４ ICT（IOTやビッグデータ利用など）、材料科学、３Dプリンター技術などの発展による新たな産業革命
Another coming industrial revolution propelled by the development of ICT, material science, 3D printer, etc.

従来の産学連携活動の拡大への期待
Requirement for an expansion of traditional academic industry relationship activities

産官学を通じたオープン・イノベーション・プラットフォーム（OIP）への参加と形成への期待
Requirement to participate to open innovation platforms (OIPs) and to form a platform by itself 

起業教育の導入への期待
Requirement to introduce entrepreneur education programs 

１－３ 日本の大学を取り巻く環境の変化（３）
Changes in the environment surrounding Japanese universities (continuation)

 ５ 国の財政悪化と競争的資金への転換進展
Worsening national financial condition and driving the conversion to competitive funding for universities

 １）企業との共同研究、受託研究などの拡大を通じた企業資金の獲得への取り組み
Effort to obtain money from industries through joint/commissioned research and etc.

 ２）政府資金や企業資金を獲得するためのOIPへの参加や形成
Participation to OIPs or form an OIP to obtain money from government or companies

 ３）出口指向の研究の奨励 Encouragement of research aimed at social implementation
 ４）政府系研究機関、企業との研究者の多重雇用契約制度の導入

Introduction of the cross-appointment system with national research institutes or 
companies
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２ 大学教育の質保証をめざす教育政策と大学による取り組みの発展

2000 2010

1st phase

大 学

学会、団体

文部科学省

2nd phase 3rd phase

 大学設置基準等

 設置認可審査

 自己点検・自己評価

 キャリア教育の
取り組み

 JABEE* etc.

*: Japan Accreditation Board for Engineering Education

 認証評価 accreditation 
制度の導入 (2004)

 中央教育審議会答申
「新時代の大学院教育」(2006) 
「学士課程教育の構築」 (2008) 

 改革推進のための各種GP補助金

 認証評価団体の結成、評価団体としての認証

 日本学術会議による
分野別参照基準の作成

 大学院教育へのコースワーク
の導入

 人材育成目標の設定とそれに
基づくカリキュラム編成

 教育情報公表制度の導入 (2011)

 学科・専攻ごとの修得予定知識・
技能／能力の公表のGP補助金等
申請要件化 (2011)

 GPA, 科目ナンバリングシステム等の導入

 課程履修上の必修科目等の拡大
学部・大学院共通科目等の拡大

教育条件整備の保証 提供する教育内容等の保証

＋ 学修と履修のプロセスの保証

学修成果の保証へ

 学科・専攻ごとの修得予定知識・

技能／能力の設定の取り組み大学教育改善をめざす運動
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2 Development of the measures and efforts for the quality assurance

2000 2010

1st phase

University

Academia or 
association

MEXT

2nd phase 3rd phase

 University Standards

 Establishment approval

 Self-monitoring & self-
assessment

 Efforts for introducing 
designed career 
education courses   

 JABEE1 etc.
1: Japan Accreditation Board for Engineering Education
2: Science Council of Japan

 Introduction of the accreditation 
system for institutes (2004)

 Council reports on reforms of graduate 
(2006) and undergraduate (2008) education 

 Competitive funding to accelerate reforms

 Establishment of accreditation bodies

 SCJ2 ‘s efforts to set up learning 
outcome targets common by fields

 Introduction of coursework to graduate 
education

 Definition of educational targets and 
arrangement of curricula corresponding 
to the targets

 Compulsory disclosure of 
educational information (2011)

 Funding requirements to 
disclose information on learning 
outcomes (2011)

 Introduction of GPA, course 
numbering system, etc.

 Expansion of required courses, 
general education courses for 
graduate programs 

 Efforts to define learning 
outcome targets  

Assurance of resource inputs
for educational conditions

Assurance of teaching outputs
+ Assurance of good learning and 

learning process (subjects order)

Assurance of 
learning outcomes
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 教育条件整備の保証（学生の定員と学問分野等に応じた教員の配置と施設・設備の整備）
 提供する教育の量の保証

公的システム（設置基準 ＋ 設置認可審査 ）

２－２ 大学教育の質保証スキームの発展

1st phase

2nd phase

 提供する教育の内容等、一定のプロセスにより学生が履修すること、学生が学修することの保証

 学修成果（学生が学修を通じて一定の知識・能力を獲得すること）の保証

公的システム（設置基準＋設置認可審査＋認証評価）

大学が主体的に設定したシステム

 上記に加え、大学が主体的にシステムを設定することの奨励（ex.専攻ごとの教育目標の設定等）

3rd phase

公的システム（教育情報の公表）

 教育情報の公表義務／努力義務化により、大学が主体的にシステムを設定することを強制
教育条件整備、教育内容、履修プロセス、学修等の保証に関する内容の公表義務 学修成果の保証に関する内容の公表努力義務

公的システム（設置基準＋設置認可審査＋認証評価）

大学が主体的に設定したシステム

 学修成果（学生が学修を通じて一定の知識・能力を獲得すること）の保証をめざすことが明確化
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 Assurance of quantitative standard of resource inputs for educational conditions along the reference in NSs
• Faculty placement according to major disciplines & student capacity
• Area of campus and facilities, equipment according to major subject disciplines & student capacity

National system: National Standards for universities, graduate schools, etc.(NSs)
+  Ministerial Approval for Establishment of universities, or academic organizations (MAE)
+  National Accreditation by non-governmental bodies for universities and professional schools (NA)

 Assurance of teaching outputs (Quality and volume of academic programs ) 

 Assurance of learning outputs (Quality and volume of learning and learning process)

 Assurance of learning outcomes (Achieved knowledge and skills, or competencies) 

 or competencies

Obligatory activities required for MAE and NA University activities based on its discretion and responsibility 

National system（Regulation for publication of educational information）
 Obligatory publication of educational information

on resource inputs (number of faculty members, facilities & equipment, etc.), teaching outputs (academic
organizations,  courses, etc.) , expected learning outputs (requirement for completion of courses and for
promotion &  graduation)

 Obligation to make effort for publication on expected learning outcomes (knowledge and skills）

<learning process:
learn according 
to acquisition>

2-2 Quality Assurance Scheme for University Education in Japan in 3rd phase
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① 学科・専攻ごとに課程修了時に修得が予定される知識・能力を設定

② ①に相応しい体系的な教育課程の編成と組織的な教育課程の実施

③ ①を構成する汎用スキル（transferable skills）、基礎的専門知識修得のための共通科目の開設

④ 教育課程を構成する各授業科目について想定されている授業時間の確保

⑤ 学生が修得するのに相応しい授業形態と予習復習を促す工夫

⑥ 授業科目のナンバリング

⑦ 教員間共通の基準による成績認定

⑧ GPA

⑨ 定められた基準と手続による厳格な課程修了の認定と学位授与

提供する教育内容等の保証

学修成果の保証
（アウトカム）

履修プロセスの保証

学修内容等の保証

２－３ 大学教育の質保証スキームのうち大学が主体的に設定するシステムとは
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(Quality and volume of programs)

① Setting knowledge & skills to be achieved for each of the academic degrees by each college/grad. school subdivision

② Organization of curriculum suitable to ① and well-managed implementation of curriculum 

③ Providing of common subjects to learn transferable skills and basic foundational 
expertise, both of which constitute ①

④ Ensuring that class time is to be allotted for each course in the curriculum 
along the Carnegie Units

⑤ Devices to encourage preparation and review, and forms of classes suitable
for students to learn substantially and acquire knowledge and skills

⑥ Numbering of courses

⑦ Scoring and performance certification with common reference among faculty

⑧ Grade Point Average

⑨ Certification of program completion and awarding of academic degrees
based on strict procedures and standards stated in advance according to ①

Assurance of  
teaching outputs

Assurance of learning 

Assurance of learning process

Assurance of learning outcomes

(Quality and volume of learning)

(subjects order, etc. )

(Achieved knowledge and skills,  or competencies)

2-3 University activities based on its discretion and responsibility 
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 当該大学の質保証スキームについての学生及び学費負担者への十分な事前の説明

 学生に対する履修指導、履修や学習活動に関する十分なガイダンス

 履修状況、進級や学位授与に関する見通しなどについての学生及び学費負担者に対する適時
適切な連絡と十分な説明

① 学科・専攻ごとに修得が予定される知識・能力を設定

② ①に相応しい体系的な教育課程の編成と組織的な教育課程の実施

③ ①を構成する汎用スキル、基礎的専門知識修得のための共通科目の開設

④ 教育課程を構成する各授業科目について想定されている授業時間の確保

⑤ 学生の修得に相応しい授業形態と予習復習を促す工夫

⑥ 授業科目のナンバリング

⑦ 教員間共通の基準による成績認定

⑧ GPA

⑨ 定められた基準と手続による厳格な課程修了の認定と学位授与

２－４ 学修成果の保証には相当の経費を要し、現在の学費水準に見合わない
Assurance of learning outcomes will cost much and may exceed the current tuition standard

相当な手間と暇を要する

財源と要員はどうやっ
て確保するのか
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２－５ 教員と学生が所属する組織による教育から学位プログラムによる教育への転換

日本の大学制度は、教育研究組織を中心に構成されている The university system in Japan is an organization-
centered system and the law concerned lays down its basic scheme as below:  
o A university is composed of colleges that are organized by discipline; a college is composed of sub-colleges.
o A university can have graduate schools that are organized by discipline; a school is composed of sub-

schools.

教員と学生は、特定の教育研究組織に属し、教育は当該教育研究組織を単位として行われる Teachers and 
students belong to a sub-college or a sub-school. For its students, each sub-college or sub-school provides one 
or a few courses with credits required for graduation. In classes that make up the course of a certain sub-college 
or sub-school, teachers who belong to the sub-college or sub-school do teach as a general rule.

このため、日本の大学制度には教育プログラムという概念がなく、教育の内容等は学生が所属する教育研究組
織の教員構成に左右される。Consequently, the Japanese university system are lacking to the concept of 
educational programs, the volume and quality of a course and subjects of a sub-college or a sub-school 
depends on the personnel structure of the sub-organization. 

教育の質保証における日本型システムの限界 Limitations of the Japanese university style on the quality assurance 

学位プログラム制への転換 Conversion from the organize-centered system to the degree program system
大学の主体的な取り組み Trial by a few universities based on its discretion and responsibility
国際共同学位プログラム制度の導入(2015) Introduction of the International Joint-Degree Program 

The program should be a collaboration between a Japanese university and a foreign university with an appropriate number
of teachers from both universities, and the Japanese side should place a teacher who serves only for the program. 

Conversion from the organize-centered system to the degree program system
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大学、産業界、政府（国・地方）という３社会機構領域に所属する個別組織（特定大学、特定企業、特定政府部門）が、

①地域レベルで相互に交流・働きかけを行い、触発され、

②相互の連携・協働を支える組織・機能が整備され、

③それぞれの社会機構領域と組織は、本来の役割と固有の立場・特性と主体性を維持しつつ、

それぞれの役割を相互に重複して拡大し、相互に異なる社会機構領域の組織を創出して、

切れ目がない一体的なイノベーションのプラットフォームを形成する。

人々と情報と各組織のアウトプットは各社会機構領域内部と三領域間を循環する。

詳しくはStanford University Triple Helix Research GroupのThe Triple Helix Concept
（http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept）

３ エツコウィッツが「トリプル・ヘリックス」で描く新しい大学像
A new image of a university by Henry Etzkowitz in “The Triple Helix”

トリプル・ヘリックス Triple Helix

“The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action”, Henry Etzkowitz, 2008, Routledge
ヘンリー・エツコウィッツ「トリプルヘリックス－大学・産業界・政府のイノベーション・システム」（芙蓉書房2009）

切れ目がない一体的なイノベーションのプラットフォーム Unbroken and integral innovation platform consisted of a few 
number of universities, companies and governmental agencies/ institutes

http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept
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３－２ 現在の日本におけるトリプル・ヘリックス状況

企業募集の
Open innovation

大学出資
Venture capital

大学 University

企業

企業
Company

政府機関
Governmental ministry

Funding agency
Governmental Institute

Incubator facility

企業の研究
開発施設

TLO*

政府直轄
研究拠点

官民技術
開発事業体

産学官
共同事業

連絡調整
組織

大学発
Start-up

政府資金による
Open innovation

Cross appointment

Big data base 
とネット連結

研究組織

Big data base 
とネット連結

研究組織

University invested

Launched by university

Company invested in-
campus research institute 

Government initiative in-
campus research base

Joint venture / consortium 
of gov. co. and univ.

Government funded

Company funded

*: Technology Licensing Organization

Network-based organized 
research unit with the nucleus 

of a certain kind of big data 
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３－３ 大学に対する公財政支出の競争的配分へのシフト Shift to competitive funding

15,189 

11,674 11,531 11,414 11,262 11,023 10,832 10,712 10,584 10,393 9,545 

3,218 

3,263 3,293 3,313 3,281 3,249 3,218 3,222 3,209 3,188 
3,175 

741 786 801 781 790 863 873 944 1,027 
1,258 

58 

43 
45 

138 
140 

31 45 

334 

450 
534 571 

615 680 705 585 
496 565 516 

1,703 

1,705 1,880 1,895 
1,913 1,932 1,970 2,000 

2,204 2,307 2,318 

352 

363 373 376 370 387 395 400 
408 436 490 

201 

227 238 234 231 277 247 201 
25 60 55 57 67 75 83 

15' 16’ 17' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 25'

世界トップレベル研究拠点WPI（大学分）

科学技術振興調整費（大学分）

戦略的創造研究推進事業（大学分）

科学研究費助成事業（科研費）

国公私支援等(ＧＰ、ＣＯＥ等)

私立大学教育研究活性化設備整備補助金

国立大学改革強化推進補助金

教育研究力強化基盤整備費

国立大学運営費交付金中の特別経費

私立大学等経常費補助

国立大学法人運営費交付金（除く特別経費）

o 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 ２００４（平成１６年６月閣議決定）
高等教育の質的向上を図るため、機関に対する既存の支援策の在り方を見直し、国立大学法人間、国公私立を通じた

競争原理に基づく支援へのシフトを促進する (以後、同様の方針を毎年決定）

非競争的配分経費の比率 87.7% 81.1% 79.5% 79.7% 78.7% 77.6% 76.8% 77.2% 76.8% 74.6% 72.2%

Ratio of non-competitive funding for universities in total

The cabinet decision on the financial and budget policy in 2004 announced to promote the shift to competitive funding among 
national universities or among all including private ones 
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Solution
Value Creation

Issue-Driven STI Programs
MEXT/JST, METI/NEDO, MHLW/NIBIO, 

MAFF, MLIT, MOE, MIC, MOFA 

Prioritized Policy Issues
CSTP, Cabinet Office

P

Innovation Process
R&D and Innovation Strategy

４/Ind/Pub and Global Partnership
Program Management

３－４ トリプルヘリックスをめざす日本の科学技術政策－基本スタンスの変化

This sheet is from Masuo Aizawa’s “ S&T and Innovation 
Initiatives for Shaping the Future ”  in the 10th Anniversary of 
ARENA, Tsukuba University, February 7, 2014 

Masuo Aizawa:
a former member of the Council for Science, Technology 

and Innovation under the cabinet, and the former 
president of Tokyo Institute of Technology

日本の科学技術政策は、2012年頃に出口志向に
変化し、2014年には「総合科学技術会議」を
「総合科学技術・イノベーション会議」と改称

The policy of Japan on science and technology 
has changed towards  social implementation, 
and the directive committee under the cabinet 
has renamed from “Council for Science and 
Technology” to Council for Science, Technology 
and Innovation”.
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3－5 科学技術・イノベーション戦略2014（2014.６.24閣議決定）から
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InnovationGlobal Excellence
３－６ 近年の国の科学技術政策－大型競争的研究資金はより産学連携、応用志向へ

革新的研究開発推進プログラム 総額550億円 55B JPY
社会・経済上の５課題設定・・・ Program manager（PM)とその
研究開発計画を公募・・選定 PMは大学・研究機関・企業を通じて

人材と技術を結集・・12 programs ／ 3 - 5 B JPY per a program

＊１最先端研究開発支援プログラム
30課題5年間総額1000億円

＊２世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)
９拠点10～15年拠点当１3～14億円

＊３革新的イノベーション
創出プログラム
産学連携で研究開発
最長9年間
拠点当５～10億円／年

＊４それまでの事業で高い
成果を収めたもので事業化
が有望なものを選定
5年間 1件当15億円程度

JSPS :Basic Research
(Science Grant-in-Aide)

JST : Strategic Basic Research 
( ERATO,CREST, PREST)

JSPS: WPI

Large-scale Research Infrastructure
Spring-8, SACLA（X線自由電子レーザー）, KEI（京）

New Programs

COI, ACCEL    (MEXT/JST)

Issue-driven STI Programs
MEXT/JST, METI/NEDO, 

MHLW/NIBIO, MAFF, 
MLIT, MOE, MIC, MOFA 

CSTP: FIRST ImPACT (CSTP)

SIP (CSTP)

（2006年研究開発着手） （2006年研究開発着手）

＊３

＊１

＊２

＊４

（2014年2月7日相澤益男氏講演資料から）

戦略的イノベーション創造
プログラム500億円／年
50B JPY per year
大学、企業等から課題選定
内閣府にProgram Director
特区、政府調達等活用

Impulsing Paradigm Change through 
Disruptive Technology Programs

Cross-ministerial Strategic 
Innovation Promotion Program

Science and technology policy in recent years
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事業化に時間を要する大学発ベンチャーに民間VCが投資しないので、大学が自らVCを設立して投資する

スキームを創設。投資対象には、その大学の教授や研究者が立ち上げる事業を想定。

 平成24年度補正事業 国から４国立大学法人に出資

東北大学125億円、東京大学417億円

京都大学292億円、大阪大学166億円

 産業競争力強化法（2013制定→2014施行）

 国立大学法人評価委員会

官民イノベーション・プログラム部会

 国立大学法人によるベンチャー向け支援

事業法人の設立とファンド設立認可申請

東北大学（2015.02）、京都大学（2014.12）

大阪大学（2014.12）→認定ファンドへの出資認可（2015.06）

３－７ 産業競争力強化法の制定(2013年）と国立大学法人による出資の拡大
The Act on Strengthening Industrial Competitiveness(2013)

o 官民イノベーション・プログラム

The national government has introduced a new system that enables a national university to set up a venture 
capital fund  through which fund a national university can invest stat-ups and ventures set up by its reseachers



Hundred million 
units of JPY

Number of joint research projects with 
private enterprises and their amount

Number

Amount of collaborative 
research per a case

Thousand 
units of JPY

University of Tsukuba

2010 FY   2011    2012    2013     2014     2015  

Increase in acceptance amount from 2010 FY to 2015 FY



Number of contract research projects from private 
companies and their amount

Number Hundred million 
units of JPY

Number of joint research and contract research projects 
from private companies and their amount Hundred million 

units of JPY

Number



Number of transfers or acceptances of patent right owned by 
universities and income from them 

Number Million units of JPY
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３－８ 国立大学であっても教育研究分野や規模によって収入構造は大きく異なる

東京大学

経常収益
2,335億円

運営費交付金
808億 34.6%

附属病院
464億円 19.9%

学生納付金
129億円 5.5%

寄附金
75億円 3.2%

競争的資金
627億円 26.9%

財産貸付料
23億円 1.0%

その他
209億円 9.0%

信州大学

経常収益
502億円

運営費交付金
137億円 32.1%

附属病院
227億円 45%

学生納付金
64億円 1.3%

競争的資金
34億円 7%

財産貸付料
3億円 1%

その他
28億円 5%寄附金

8億円 3.2%

経常収益
267億円

附属病院
184億円 68.7%

学生納付金
7億円 2.6%

寄附金
5億円 1.9%

競争的資金
11億円 4.1%

財産貸付料
1億円 0.4%

その他
7億円 2.6%

運営費交付金
53億円 27%

浜松医科大学

名古屋工業大学

経常収益
110億円

運営費交付金
44億円 40.4%

学生納付金
34億円 31.2%

寄附金
2億円 1.8%

競争的資金
16億円 14.7%

財産貸付料
1億円 0.9%

その他
12億円 11.0%

経常収益
35億円

運営費交付金
24億円 72.2%

学生納付金
8億円 22.9%

競争的資金
2億円 5.7%

その他
1億円 2.9%

奈良教育大学

University of Tokyo

Competitive grants and money through  
joint/commissioned research  

Donations

National subsidies for 
operating expenses

Tuitions

Hospital income
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３－９ 筑波大学 Life Innovation Graduate Program

Univ. of Oxford

Wageningen Univ.

Univ. de Montpellier

疾患制御 創薬開発

食料革新 環境制御

ライフイノベーション学位プログラム

つくばライフサイエンス推進協議会

教 員
研究員

学位プログラム

疾患制御コース

創薬開発コース

食料革新コース

環境制御コース

・筑波地区の研究開発法人、企業研究部門と

筑波大学による協議体を母体とする大学院

・オックスフォードなど外国大学も参加

・筑波地区外の武田薬品なども参加

理研

科博

農研機構

高エネ研

アステラスエーザイ

環境研

産総研

協和発酵
バイオ

医学 生命環境
システム

情報

生物研

・・・ ・・・

筑波大学

特定の機関／組織の教員／研究員の構成に左右
されず、望ましい教育研究プログラムを実施

関係機関に委ねるのでなく、関係
機関から参加したスタッフの集団
が教育課程を決定し、指導を分担

生物情報
コース

生物材料
コース

2017-
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