21世紀の先進技術者を育てる

オープンイノベーション
実践教育プログラム
目指す教育目標
「高 度な専 門 知 識と技 術」
「異分野への応用展開能力」
を身に付けた実践的先進技術者
・産業界が求める人材
・修了証認定

国立大学法人

山口大学 大学院
技術経営研究科

イノベーション実践教育センター

オープンイノベーションを駆動する科学技 術系人材の育成

open innovation

オープンワークスペースを核としたアクションラーニングの展 開
プログラムの特徴

イノベーションを駆 動 できる人 材 育 成
情報通信技術（ＩＣＴ）
の発展により、
コミュニ
ケーションスピードが飛躍的に向上し、
このこと

なって、
「オープンイノベーション実践教育プログ
ラム」
を開始しました。
この教育プログラムでは、

プログラムの実施状況

教育プログラムは、
『 専門技術教育プログラム』
と
『イノ

この教育プログラムは、
文部科学省で採択されたプロジェクトで、平成２２年度

ベーションマネジメント教育プログラム』
から成っています。

から開始されました。新設された「イノベーション実践教育センター」が中核的教

前者は高度な専門知識を身につけるためのプログラム

育拠点となり、
事業主体である３研究科と大学研究推進機構が連携して、
教育プ

がイノベーションモデルの進化を加速させてい

多様なバックグランドを有する人材および企業と

で、理工学研究科、医学系研究科の強みを活かした６つ

ます。我が国が科学技術創造立国であり続け

の協調的活動を通じ、かつ自身の高度な専門

の専門技術教育プログラム
（コース）
があります。

知識・能力を最大限活用することにより、
オープ

つ柔軟に異分野の知を取り入れ応用展開でき

ンイノベーションを駆動できる科学技術系人材

ることに加え、
自身の能力を最大限発揮出来る

の育成を行っています。

そこで、
山口大学では、
平成22年度から文部

「イノベーション創出力」を実践できる高度専

科学省の特別プロジェクトの支援を受け、大学

門技術者の育成にあります。
そのために、
6つの

院理工学研究科、
医学系研究科、
技術経営研

専門技術コースを提供しています。多くのみな

究科および大学研究推進機構が事業主体と

さんが受講されることを期待します。

行し、教育プログラムの内容と

② セキュリティ技術教育プログラム
教授

上

西

研

イノベーション
実践教育センター センター長
（大学院技術経営研究科長）

⑤ 生体情報利用技術教育プログラム
⑥ 解析主導設計教育プログラム

イノベーション（新たな価値創造）を駆動できる科学技術系人材を育成
・産業界で活躍できる人材
・認定証

後者は、異分野の知を取り入れ応用展開できる能力を

12

しい人材育成の試みであり、

活かした3つの授業から成り、
上記６つの教育プログラムを

多数の学生が関心を持って

横断的に貫く教育プログラムです。

受講していますが、
「社会人基

『イノベーションマネジメント教育プログラム』

2

までの大学院教育にはない新

礎力」を備えた人材を求めて
いる産業界からも期待と注目
を集めています。

③ 高度ものづくり創成演習
（２科目４単位）

標準的な履修モデル

評価委員会
イノベーション
教育実施部会

高度ものづくり創成演習

修士論文（6単位）必修
高度ものづくり創成演習Ⅰ・Ⅱ
（2科目4単位）必修※2
専門技術教育プログラム
（4科目8単位）必修※3
技術経営（MOT）教育プログラム
（2科目4単位）必修※4

イノベーション実践教育
プログラム修了証を授与

2年間、修了要件34単位
プログラム修了判定

MOT教育

了者に授与します。

育成するためのプログラムで、技術経営研究科の強みを

プログラム入学者選抜

イノベーションマネジメント教育プログラム

23

※1
中間評価（仮認定）

運営委員会

イノベーション実践教育センター

ログラム修了証」
を各コース修
この教育プログラムは、
これ

② 研究開発戦略論
（２単位）

高度な科学技術ニーズに対応できる専門性を身につけ、

は「イノベーション実践教育プ

④ 環境・エネルギ－技術教育プログラム

① テクノロジーマーケティング論
（２単位）

「高度な専門知識と技術力」
「異分野への応用展開能力」
「イノ ベ ー シ ョ ン 創 出 力」
を実践できる高度専門技術者の育成

体制が整いました。年度末に

③ 組込みシステム技術教育プログラム

オープンイノベーション実践教育プログラム（大学院博士前期課程・専門職学位課程）

教育目標

他のコースも順次試行段階を経て、平成24年度から全コースが本格実施に移

① 真空技術教育プログラム

門知識と技術力」
「異分野への応用展開能力」

ションの連鎖を起こしてゆくことが必須です。

ラムを開発していましたので、初年度の平成２２年度から本格実施しています。

『専門技術教育プログラム』
（４科目８単位）

本教育プログラムの教育目標は、
「高度な専

人材を継続的に輩出し、
ハイスピードでイノベー

真空技術コースは、
他の人材育成事業によって先行して実践的な教育プログ

◀日刊工業新聞に本プログラムが紹介されました︒
︵平成 年 月 日︶

るためには、優れた専門知識と技術を有し、か

ログラムを開発し、
実施してきました。

専攻科目群（6科目12単位以上）選択
修士の学位要件より4単位多く修得する必要があります。

真

空

セキュリティ

組込みシステム 環境・エネルギー

生体情報利用

6つの専門技術教育プログラム
1

open innovation

解析主導設計

※1）1年次終了時に所定の科目を履修した者に、
前期修了証を授与します。
※2）
セキュリティ技術コースでは、
授業科目名が異なります。
（原則1年次、
2年次で履修）
※3）
コース毎に専門技術教育プログラムの授業科目が用意してあります。
「テクノロジーマーケティング論」、
「研究開発戦略論」は必修科目です。
「企業経営と財務」は選択科目です。
※4）
open innovation

2

専門技術教育プログラム

open innovation

真空技術教育プログラム
真空技術コース

（平成22年度より本格実施）

代表者

山 本 節 夫 教授

コースの目標と概要
真空技術は、
電子・機械・化学・食品・医薬など、
産業界の幅広い分野で使われており、
真空およびその応用技術について学ぶことは極めて
有益です。
本教育プログラムでは、真空工学の基礎（真空工学特論）
から、真空の応用、特に真空環境を利用した材料作製や微細加工技術（微細加工

「高度ものづくり創成演習Ⅰ」成果発表

真空技術コース修了証授与式

技術特論、
プロセス技術実践演習）
、
さらには太陽電池等へのデバイス応用
（デバイス製造技術特論）
について学びます。
さらに、
高度ものづくり創成演習では、
技術経営教育科目群（テクノロジーマーケティング論、
研究開発戦略論等）
と真空の教育科目群で学ん
だことを活用して、
真空をコア技術にした新たな事業を仮想的に興すことを試みることを通して、
イノベーションを駆動する力を実践的に養いま
す。

受 講 生 からのメッセ ージ

専門科目とその内容
科 目 群

授

業

科 目

高度ものづくり創成演習Ⅰ
（真空技術）

ものづくり創成演習を受講して
単位数

2

高度ものづくり
創成演習
高度ものづくり創成演習Ⅱ
（真空技術）

真空工学特論

2

2

内

容

専門技術教育科目群と技術経営教育科目群で学んだことを活用して、
真空技術をコアとした新た
な事業を仮想的に興すビジネスモデルの構築を行う。技術調査・新ビジネスの考案・財務諸表
の作成を通してイノベーションを駆動する力を実践的に養う。
課題（例）
：
「真空工学に関連したベンチャービジネスを起業しよう。創業後３年後に単年度黒字に
するビジネスモデルを作成しなさい。」
高度ものづくり創成演習Ⅰで作成したビジネスモデルについて、起業後に直面する課題や危険を
想定し、
その対策案を作成する。
グループ討議を経て、
全体討論を行って完成度を高める。

真空技術は、
電子・機械・化学など種々の分野で広く使われている。本講義では、
真空中の気体
の性質や気体分子の運動論など真空工学の基礎理論について学ぶ。
また、真空ポンプや真空
計などの真空コンポーネントに関する基礎技術、
および、
真空システムの構成方法について学ぶ。

“自分の研究に真摯に取り組む”これは大学院生に必要な
姿勢だと思います。

2

真空技術は薄膜作製やデバイス製造において重要な要素技術となっている。本講義では、
PVD
やCVDをはじめとする成膜技術、
リソグラフィーやドライエッチングといった微細加工技術につい
て、
基礎物性とともに装置原理から先端の技術動向までを学ぶ。

2

本講義では演習を通して真空工学特論や微細加工技術特論で学んだ知識の深化と定着を行
う。真空工学に関する演習
（2級真空技術者資格認定レベル）
に加え、
トレードオフ表等を活用す
ることで成膜装置やドライエッチング装置のアレンジ手法について学ぶ。

2

本講義では、低炭素社会の実現に貢献する代表的な電子デバイスとして太陽電池を取り上げ、
動作原理、
構造、
デバイス製造プロセス、
製造プロセスにおける真空技術の具体的応用について
実験と実習によって学ぶ。

専門技術教育
科目群
プロセス技術
実践演習

デバイス製造
技術特論

3

open innovation

昨今の技術革新やグローバルな技術競争には目を見張る
ものがあります。
このような中で、技術者として企業や社会に

私の研究の根幹には
『真空』
という学問があります。真空を

貢献できる人材へと成長するためには、
専門知識に加え発想

学ぶため、
１年次前期に有志による真空勉強会に参加しまし

力や戦略立案等の構想力が必要であると思います。私は、
大

た。内容は真空科目群のエッセンスを抽出したものです。
ただ

学院という短い期間でありながら、
自分のペースで納得のいく

ただ装置を触っていただけの自分に気づかされ、恥じました。

まで勉学に励むことのできる環境を有効に活用することで、理

ここで学んだことは、基礎的な知識や技術はもちろん応用技

工系の学生にプラスアルファの能力を身に付けて社会へ出て

術もあり、
修論研究を進める上で役に立ちました。
きっと就職し

いきたいと思い、
このプログラムを受講しました。

た企業においても活かされるものと確信しています。
ものづくり

真空技術の講義は、多くの先生方から、基礎だけでなく最

創成演習では、
真空をキーワードに
（仮想的に）起業しました。

先端技術といった応用まで教わり、
私の特別研究（修士論文）

ここでの課題は、
「 三年後単年度黒字を達成する」です。利

が真空分野と密接に関係していることもあり非常に有用なも

益を上げなければ企業は存続できませんし、
社会での存在意

のでした。
また、高度ものづくり創成演習では、真空の専門知

義が問われます。利潤追求は、学生生活では感じることのな

識にMOTで学んだ企業戦略や財務の知識をプラスして、
グ

い経験ですので、
刺激的でした。

ループで試行錯誤しながら起業立案に取り組み、発想力やグ

大学院生の方へ。取り柄や学生生活で学んできたことは何
微細加工技術特論

自分の可能性を広げよう

ですか。それに関して堂々と語れますか。
イノベーション実践
教育プログラムは、
これらを考えるきっかけになると思います。
ま

ループの協調性、企業戦略など多くの貴重な経験ができたよ
うに思います。
このプログラムは、初めて経験する内容が多く、
自分の可能

た、学部卒と院卒の違いは何でしょうか。考えてみてください。

性を広げる良い機会になると思いますので、
企業人となるため

振り返って考えると、
私は冒頭に記したこと

の第一歩として活用してみてください。

に行き着きました。
２年間で多くのことを学
び、
吸収し、
大いに活躍してください。

久野智司
理工学研究科

電子デバイス工学専攻

北村泰彦
理工学研究科

電子デバイス工学専攻

open innovation
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セキュリティ技術教育プログラム

受 講 生 からのメッセ ージ

セキュリティ技術コース

（平成23年度より本格実施）

代表者

浜 本 義 彦 教授

先進的なIT技術者を目指して
セキュリティ技術教育プログラムでは３つの柱があります。

コースの目標と概要

まず第1の柱は、
セキュリティ関連の機器を用いた演習の充実です。

ＩＴ技術は全産業の基盤技術であり、
国際競争力の強化にはＩＴ技術の発展が不可欠
です。
しかしながら現状は、産業界の要求にＩＴ技術者が質と量の両面で大幅に不足し
ています。
本教育プログラムは、
この要求に応えるべく、
セキュリティ技術を中心に、
実践力のある

講師は企業の第一線で活躍されている方で、体験談を交えながら丁寧に

キュリティホールを攻撃するなどの実験を行うもので、実践的なスキル

指導していただき、丁度インターンシップの様な感覚で演習を行いました。

を身につけることができます。
また、
この授業によってセキュリティやネット

本プログラムは、
実務に近い教育内容で実践的であり、
就職して今

ワークに興味を持ち、就職にあたっては、
この体験が志望動機となり会

後IT技術者として仕事をしていく上で、
きっと

社を選びました。

役立つものと確信しています。

習では、
チームで1つのことをやり遂げることの難しさを体験することが
れません。
この演習を経験していたお蔭で、
就職活動の場合のグルー

入れるなどの実践教育にあります。特に産業界で要求される、
プロジェクトを推進するプロ

プディスカッションで自己を最大限にアピールすることができました。

ジェクトマネジメント力、協働作業で必須のチームビルディング力やコミュニケーション力、
「ITプロジェクト開発Ⅱ」成果発表

専門科目とその内容

基礎から実践まで学ぶセキュリティ技術
私は、
セキュリティ技術教育プログラム
（セキュリティ技術コース）
を

高度ものづくり
創成演習

授

業

科 目

ITプロジェクト開発Ⅰ

ITプロジェクト開発Ⅱ

先端情報工学演習Ⅰ

先端情報工学演習Ⅱ

単位数

2

内

容

プロジェクトマネジメントの概要を学び、
IT システムを開発するプロジェクトを実践し、
システムの設
計を完成する。

2

IT システムを開発するプロジェクトを実践し、
システムを完成する。

2

基本的なローカルエリアネットワーク
（LAN）構築に関する演習を行なう。基本的なサーバやLAN
の構築手法の特徴・機能を調査し、
導入・運用を行うことで、
堅牢なシステム構築を習得する。

2

セキュアなネットワークシステムの構築に関する演習を行なう。
コンピュータ・ネットワークシステムに
対する主要な攻撃手法の特徴と防御方法を調査し、
導入・運用を行うことで、
堅牢なシステム構
築を習得する。

先端情報工学演習Ⅲ

ITプロジェクト
マネジメント特論

5
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2

2

ネットワーク・セキュリティの基礎演習を行う。
ネットワーク・セキュリティの基礎演習を通じて、
ネット
ワークの脆弱性と脅威を理解し、
自らセキュリティ対策を考案し、
構築できる技術を習得する。
近年、
プロジェクトマネジメントの適用対象は、国家を含めた社会的組織から個人の身の回りまで
幅広く拡がり、
初等教育段階でのプロジェクトマネジメント教育についてすら云々される時代になっ
ている。本講義では、
このプロジェクトマネジメントの適用対象として、
その最も代表的なものの一つ
である企業におけるITシステム開発を採り上げ、
プロジェクトマネジメントの観点、
および、
ITシステ
ム開発の観点から、
ITプロジェクトを成功に導くためのポイントを座学、
演習、
発表を通じて習得す
る。

実践的な演習で得たもの
私が受講したセキュリティ技術教育プログラムでは、
PBL（Projectがあります。

ではなく、演習を中心にしたIT技術の学習が充実しています。
その中

PBL演習では、
１年間少人数でチームを組んで、
システムを開発す

でも、先端情報処理演習ではWindows OSとLinux OSの2台のPC

るプロジェクトを実践しました。
システムを開発するにあたり、
目標を定

を用いてセキュリティに関する演習を行います。

め、
その目標に到達するにはどのようなことが必要になるのかをチーム

演習には3つのポイントがあります。第一に、
コンピュータの環境構築

で考えます。チームで協力することによりコミュニケーション力が養わ

から演習が始まることです。
コンピュータには初期状態では、
OSさえも

れ、
自分の強みとして活かしていくことができます。
そして、
チームで１

インストールされていません。
OSや演習に必要なソフトウェアを導入す

つのことをやり遂げることの難しさ、
目標を達成した時の達成感・充実

る過程でOSの特性を学ぶことが出来ます。二番目としては、
ネットワー

感を体験できます。

クを介した攻撃方法に対してその対策の方法や必要性を学べること

PM演習では、
プロジェクトを達成させるために必要となる、人材・

です。従来のセキュリティの学習は、
「この攻撃には、
この対策方法が

設備・物資・スケジュールなどを調整します。
PBL演習においてプロジェ

有効である」
というのを座学で教えられ、覚えるだけでしたが、
この演

クトを効率的に管理し、進捗管理などを行います。最初に立てたスケ

習では実際に攻撃を行い、
どうすればこの攻撃を防ぐことが出来るの

ジュール通りには進まず、
遅延や問題が起こった際を予測して、
あらか

かを学習し、
実践的なセキュリティ技術を得することが出来ます。三つ

じめリスクを見積もっておくなど、
とても実践的な演習です。

目の特徴は、
グループ演習であることです。演習は4~5人のグループで

本プログラムを通して、実際の企業で行われている業務に近い教

行いました。
その中で、
演習を効率的に進めるにはどのように作業を分

育内容とのことで、
とても実践的で、
改めて企業ではどのようなことをす

担すればいいのか、
また考察の議論の中で、
どのようにすれば意見を

るのかを理解できました。今後IT技術者として仕事をしていく中で、
と

まとめることが出来るのかを学ぶことが出来ました。

ても貴重な体験ができました。社会に出ても役立つ内容を学べたこと

この実践的な演習で得られた知識は、私がある企業のインターン
専門技術教育
科目群

医学系研究科 応用分子生命科学系専攻

Based Learning）
とPM（Project Management）の実践的な演習

受講しました。
このコースの専門教育プログラムでは、
従来の座学中心による学習

科 目 群

和田純一

できましたが、
目標に到達できた時の達成感や充実感は今でも忘れら

心教育ではなく、機器を用いた演習やＰＢＬ(Project Based Learning)を積極的に取り

自のセキュリティ技術演習群などを通して実践的に養います。

これは、単なる座学ではなく、実際にPCを用いて、
パートナーのPCにセ

第２の柱は、
PBL（Project-Based Learning）
の導入です。PBL演

高度ＩＴ技術者の育成を目標としています。本プログラムの特徴は、
従来の座学の理論中

日本人の弱点である論理的思考力の修得に特化し、
それら能力をプロジェクト開発、独

最後の柱がPM（Project Management）です。PMの演習では、実際
にシステムエンジニアが行っている仕事内容を理解することができました。

は、
自分の財産だと思います。

シップに行った際に役立ちました。今後、
IT技術者として働く上で役に
立つものと確信し、
そうした知識や技術を修得
する有効な学習方法であることを実感しました。

翼

大江了太

医学系研究科 応用分子生命科学系専攻

松屋

医学系研究科 応用分子生命科学系専攻

open innovation
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組込みシステム技術教育プログラム

受 講 生 からのメッセ ージ

組込みシステム技術コース

（平成23年度より本格実施）

代表者

江

鐘 偉 教授

コースの目標と概要
自動車や家電製品、
機械等にマイクロコンピュータシステムを組込ませることは

授業の成果を国際会議で発表
組込みシステム技術コースでは、専攻が異なる学生がチーム

国際会議で発表していますが、我々は、国立台湾大学で開催さ

を作り、
メカトロ・組込みシステムを使った製品モデルを設計・製

れた ICIDM2012（International Conference on Innovative

作する実習を通してものづくり教育を行っています。我々のチーム

Design and Manufacturing）
で発表し（P７写真）
、
「Best

は、相手側との会話を同じ空間で行っているように視覚するモニ

Creativity Award」
を受賞しました。

タシステムを組み込んだ、新しい「テレビ会話システム」の構築を

必須となってきています。
本教育プログラムは、機械工学、電子工学、
ソフトウェア工学を専攻する大学
院生を対象とし、
システム設計に欠かせない機械技術、
電子技術、
ソフトウェア技
術を、
チームワークにより総合的かつ補完的に学習し、
自専攻の専門基礎知識を

ICIDM2012（台北市）
での成果発表

しっかり身につけ、
他分野の知識やメカトロ・組込みシステムの設計開発に関わる

この授業では自分たちでアイディアを出し合い、新しいコンセプ

テーマとしました。
まず、
製品のコンセプトとシステム構成を策定し、

トの製品を試行錯誤しながら創造する喜びを味わいました。
さら

その後、設計、部品調達、
システムの製作およびプログラミング等

に、
海外の研究者や学生と議論し、
交流することによってグローバ

を行います。
これら一連の作業は、
機械、
電気、
情報専攻の3人が

ルな視点での刺激を得ることができました。

知識・技術を持ち寄り、共同して進めました。製作の過程は失敗

是非皆さんもチャレンジして下さい。

と改良の繰り返しで、
正規の授業時間だけでは間に合わず、
時間

基本スキルを習得することを目指しています。

を調整して集まっては作業に取り組みました。
これらの活動を通し

また、本教育プログラムでは、
メカトロニクスシステム設計の基本的な考え方か

て、
チームワークの大切さを学びました。

ら、
ディジタル制御とソフトコンピューティングの基礎、
制御系の設計演習などメカト

このコースで製作した作品は、
毎年東アジアの大学と連携した

ロ製品開発に必要な基本知識について学びます。
さらに、高度ものづくり創成演

綿田将悟
理工学研究科 電子情報システム工学専攻

習では、異なる専攻の学生で構成されるチームワークにより、
メカトロ・組込みシス
テムアイディア製品を設計・製作し、
その成果を国際会議で発表するなどして、
イ
ノベーションを駆動する力を実践的に養います。

「組込みシステム開発PM」授業風景

専門科目とその内容

チームワークの大切さを学ぶ
私は専門分野（機械・電気・情報）
の違う3人の学生でチーム

私は専攻する機械工学だけでなく、電気・情報工学をマルチ

を組み、
１つの組込みロボットを製作する組込みシステム技術コー

に扱える技術者を目指しオープンイノベーション実践教育を履修し

スを受講しました。
チームでロボットの提案から設計、
製作、
評価ま

ました。

で行いました。
また、限られた期間内に一から計画して結果を出
科目群

授

業

科 目

高度ものづくり
創成演習

高度ものづくり
創成演習Ⅰ

（組込み基本技術演習）

高度ものづくり
創成演習Ⅱ

必修

2

必修

内

容

演習Ⅰ、
Ⅱを４クォータに分けて行う。第1クォータでは、組込みソフトウェアを開発するための統合開発環境、
C言語の基礎
知識とそのプログラミング技能について講義と演習を行い、
ソフトウェアとハードウェアインターフェイスを統合したソフトウェ
ア開発の基本スキルを習得する。第２クォータでは、
メカトロニクスシステムの基本要素であるマイコン、
センサ、
モータなど
の基本特性と制御技術を実機ハードウェアにより習得した上、
独創的な組込みシステムの考案と設計を行う。

高度ものづくり創成演習では、他学科の学生とチームを組み、

す、
いわばチームでものづくりの仕事を行う模擬体験ができること

マイコンを応用したロボット製作を通じて、違った専門知識を持っ

に魅力を感じました。
さらに、
ものづくりを通じて、他専攻の学生の

たメンバーによる共同作業の楽しさと難しさを実感することが出来

考え方の違いを知ることができたことに特に興味を持ちました。

ました。

この授業で組込みロボットを作り上げた経験を通して、作業を

MOT授業では、経営戦略や技術経営について学び、技術的

円滑に進める上でチームの連携を深めて、各自の適正な役割を

な専門知識を習得だけでなく、
その知識・技術を如何に活用す

考えて行動することが重要だと学びました。
また、
それぞれが分担

るかが重要であることを学びました。

2

必修

第３クォータでは、移動ロボットなどを利用して高度なソフトコンピューティング知識と技能を演習し、
自律移動ロボットの知
的制御に関する高度なソフトウェア技術を習得する。第４クォータでは、
総仕上げとして、
習得したソフトウェアとハードウェ
アの基本スキルを活用し、
独創的なメカトロ・組込みシステムの設計・製作・評価を行う。

した作業で起った問題についても、
3人の専門性を出し合って議

この教育プログラムを受講して、
自分が今まで学んできた知識を

1

選択
必修

近年、組込みシステム開発は急速な発展を遂げている一方、
その開発プロジェクトの成否が製品の善し悪しに影響を及ぼし
ている。組込みシステム開発プロジェクトを円滑に進めるにあたり、
プロジェクトマネジメントの基本知識とスキルを講義する。

論し、
考察しました。
その結果、
解決策を見出して計画を上回る性

どのように発展・展開させていけば良いのかを考え、
知識や発想

能のロボットを作ることができました。
そこで、
チームワークによって

の幅が広がったことを実感しました。就職先を選ぶ際、
どのような

1

選択
必修

本格的な組込みシステム開発用ARM11コアの３２ビットマイコンキットを利用して、Linux OSまたはAndroid OSをベースにした組込みソ
フトウェア開発のためのプログラミングに関する最新知識と技能を、楽しいアプリケーションソフトウェアを製作することを通じて、養成する。

個人単独ではできないことが実現する無限の可能性を学ぶこと

業界・職種で活躍したいかを深く考える良い機会となりました。

2

選択 メカトロシステムならびに組込みシステムに関わるハードウェアとソフトウェアに関する基礎知識ならびに応用技術を概説
必修 し、マイコンを利用したセンサ・アクチュエータを含めたメカトロシステムの設計に関する基本知識とスキルを習得する。

制御系設計特論

2

選択
必修

伝達関数領域の制御系設計理論を理解し、求められる性能を満足する制御系の設計を実行する能力を養成する。制
御系CAD（GNU Octave）
を利用して制御系設計と解析を実行する能力を演習を通じて養成する。
また、
組込みシステ
ムを利用して制御されるフレキシブル伝達系実験装置に履修生が設計したコントローラを組み込んで制御する評価実験
を行うことで、
理論と実物の関係および制御理論の成り立ちと意味、
得失を理解する能力の向上を目指す。

ソフトコンピューティング
特論

2

選択
必修

自律的・動的なダイナミカルシステムをソフトウェアで構成する上で、
代表的なツールであるソフトコンピューティング
（ニュー
ラルネットワーク、
ファジィ、強化学習）技術を学ぶ。
そして、
ロボットシミュレータ
（Webots）上で、
自律的な制御システム
（プ
ログラム）
の作成・実行・改善の演習課題を通じて、
その技術を習得する。

知的ディジタル
制御特論

2

選択
必修

知的ディジタル制御理論の概念や考え方を理解させる。
このため知的ディジタル制御理論の専門用語、
定理、
数学など
を理解し、
実システムへの応用ができるように習得する。

（組込みシステム創成）

特別講義

（組込みシステム開発PM）

特別講義

専門技術教育科目群

7

単位数

将来の進路を決めるキッカケ

（組込みソフトウェア演習）

メカトロシステム設計
工学特論

open innovation

ができました。
こうしてチームだからこそ作り上げることができた達

この経験を活かし、広い知識と視野、
そして柔軟な発想を持っ

成感や喜びを互いに共有することができました。
そこからものづく

た技術者として、社会生活を支える製品を生み出していきたいと

りの更なる楽しさを実感できました。

考えています。

碁盤昂希
理工学研究科 電子情報システム工学専攻

佐々木
理工学研究科

啓

機械工学専攻

open innovation
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環境・エネルギー技術教育プログラム

地震前：2009/3/18

地震前
茶緑色：津波の浸水域

環境・エネルギー技術コース

（平成24年度より本格実施）

代表者

三 浦 房 紀 教授

コースの目標と概要

地震後：2011/3/14

電気化学計測技術：測定と解析（高度ものづくり創成演習Ⅰ）

地震後

画像処理

衛星リモートセンシング技術の実践（環境・エネルギー技術特論）

気候変動への対応と低炭素社会の実現は２１世紀の喫緊の課題となっています。
このことは温室効果ガスの排出削減のみならず、
新エネ
ルギー、
再生エネルギーの開発と普及、
環境モニタリングなど、
新たな科学技術、
産業の創出のチャンスでもあります。
本教育プログラムは、
世界の環境問題を時空間的に概観すると共に、
ナノ分離膜を用いた温室効果ガス削減技術、
水素をキャリアとするエ
ネルギー変換システムの材料開発と計測技術の最先端を学びます。
さらに、
高度ものづくり創成演習では、
企業訪問や、
企業の技術者の指導

受 講 生 からのメッセ ージ

を得ながら環境に関するハードやソフトのものづくりを通じて、
イノベーションを駆動する力を実践的に養います。

未来の地球環境に貢献できる
技術者になるために

専門科目とその内容

科 目 群

授

業

科 目

高度ものづくり創成演習Ⅰ
（環境・エネルギー技術）

単位数

2

高度ものづくり
創成演習
高度ものづくり創成演習Ⅱ
（環境・エネルギー技術）

高効率分離膜工学特論

電気化学計測特論

2

2

2

専門技術教育
科目群
環境共生学原論

環境・エネルギー
技術特論

9

open innovation

2

2

内

容

新エネルギー技術における材料設計の手段として、
また環境モニタリングのための高度計測技術
として、電気化学過程をベースとした電気化学計測手法を演習によって習得する。電気化学計
測特論の講義内容と連携することにより学習効果を高くする。
高効率で大規模なエネルギー削減効果が期待される膜分離技術に関する実践例を学び、
ナノス
ペース膜によるガス分離技術を演習により習得する。高効率分離膜工学特論の講義内容と連携
することにより学習効果を高くする。
２１世紀の分離技術の中核を担うものと期待されている、
高効率でかつ大規模エネルギー削減技
術でもあるナノスペース膜技術の基本的な指針と膜分離の基礎について学習し、環境立国日本
の環境・エネルギー技術の中核をなす機能膜工学のスペシャリストを養成しオープンイノベーショ
ンを目指す。
新エネルギーおよび環境モニタリング技術に関わる高度計測手法として、電子とイオンが関与す
る化学過程（電子化学または電気化学反応）
を基礎とする測定法を学ぶ。技術の基礎をなす理
論と計測技術の実際を学習する。
環境問題を考える上で必要となる最低限の知識について、
トピックスごとに解説する。
（環境問題の歴史、
大気環境、
水質環境問題、
騒音・振動・地盤環境の諸問題、
廃棄物とリサイ
クル、
わが国の環境政策、
環境法規、
環境保全の取り組み、
環境保健対策など）
①地球環境問題の概要を説明し、地球環境をモニタリングする技術の一つであるリモートセンシ
ングの原理とその利用を概説
②電気化学エネルギー変換について、
その基礎と電池や燃料電池、
エネルギー変換デバイスな
どの具体的な技術
③分離プロセス工学の基礎および平衡と移動現象、
それを利用した分離膜技術

環境・エネルギー技術コースを
受講して

この２１世紀は「環境の世紀」
といわれており、
“環境問題の解

私は環境共生系専攻の学生で、環境科学や環境工学に関連

決なくして人類の未来はない”という共通認識が世の中に深まりつ

する基礎知識や専門技術を勉強しています。現在、
環境に影響す

つあります。
そのため社会では地球環境に貢献できる技術者や、

る悪臭・臭気や廃棄物処理に関する研究を行っている研究室に

分野に関わらず幅広い知識や技術を持ち柔軟性のある人材が

所属して、廃家電の処理技術を修士論文にまとめる研究をしてい

求められています。
このプログラムでは専門分野に加え、地球環

ます。
自分の専門分野だけでなく環境科学について他の分野を含

境問題の現状やそれに対する最先端の取り組みや技術を学ぶこ

め広く学びたいと思い、
環境・エネルギー技術教育プログラムを受

とができます。私は自分が学ぶべきものはこれだと強く感じ、履修し

講しました。
このプログラムでは、特に電気化学や膜分離を中心と

ました。
とりわけ高度ものづくり創成演習では、卒業後の自分の進

した材料開発や計測技術をなど、
自分の専門分野以外の知識を

路や技術者としての展望を見つめ直すきっかけとなりました。環境

学ぶことができました。

エネルギー問題に関わったものづくりを行う企業の技術者による

高度ものづくり創成演習では、
電気化学の授業に関連した銅の

講演は、技術や知識を得ただけではなく、人間的な部分を磨く大

電気化学反応における電位（過電圧）
と電流の関係について調べ

事な時間になり、先輩方からのアドバイスは就職活動にも大いに

ました。電気化学の基礎的な知識がなく、特殊な測定装置を扱っ

役立ちました。

たことがなかったため、理解するのにとても苦労しましたが、実験を

このプログラムを受講する中で、異分野を学ぶ学生とディスカッ

通して理解することができました。
また、膜分離技術に関する集中

ションする機会が度々あります。視野が広がり想像力にも深みが

講義においては、
セラミック膜を企業化した企業の責任者の方か

でて、
自分を高める要素になります。
この経験は、複数の人数でア

ら、
基礎理論から事業化までの過程を苦労話を含めて詳しく聴き、

イデアを出し合い、時には異なる分野に携わる人々を巻き込んだ

企業における研究開発の厳しさを感じました。
さらに、別の講義で

チーム活動が予想される企業での研究・開発現場にも活かせる

は、
山口大の先輩を非常勤講師として招いた授業で、
専門分野の
講義のほかに、
会社で働く上での仕事の進め方についての話を聞

ものだと確信しています。
ここで学んだ最先端技術も、
技術の進歩とともにまた新たなもの
が生まれます。私の課題は未来の地球環境に貢献することです。
備えた知識や技術をより大きなものにし、社会に活かしていきたい

き、
大学での研究と同様に「自分は今何をしなければならないか？」
を常に考えて行動すべきであると改めて思いました。
これらの経験は、会社に入って仕事をするに当たりきっと役に立
つものと信じています。今後も専門分野以外

と考えています。

の様々なことを積極的に学び、
広い視野から
物事を考え、解決することができる技術者に
なりたいと思います。

佐藤美有
理工学研究科

物質化学専攻

清水彬行
理工学研究科

環境共生系専攻

open innovation
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生体情報利用技術教育プログラム

●先端医療機器特論にご協力いただいた医療機器メーカー
医療機器メーカー

生体情報利用技術コース

（平成24年度より本格実施）

代表者

斉藤

俊 教授

主な講義内容

医療機器メーカー

主な講義内容

アークレイ株式会社

糖尿病検査機器

東芝メディカルシステムズ株式会社

X線CT最新技術と臨床応用

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡技術

テルモ株式会社

ヘルスケア商品

株式会社カネカ

血管内治療

テルモ株式会社

心臓血管領域製品

株式会社島津製作所

PET関連医療診断技術

ニプロ株式会社

透析、
循環器関連医療機器

株式会社ジェイ・エム・エス

人工心肺「オキシア」

日立アロカメディカル株式会社

超音波診断装置

コースの目標と概要
受 講 生 からのメッセ ージ

生体材料などの生体機能を代替する材料や人工関節などの機能置換デバイス
には、機能を代替するという効果と生体親和性という安全性が同時に求められて
います。
また、各種診断装置においても、診断能力に対する信頼性、生体に対する

医療と機械を結び付ける

非侵襲性といった同様の効果と安全性が強く求められています。
そのためには、先
進的な工学技術の導入だけでなく、
デバイスの作用による生体反応を情報として
取り出し、
それを積極的に利用し、効果を高めるようなデバイス設計が必要となりま
す。
本教育プログラムでは、
生体の形態的情報や力学的情報を取り出す技術と
して、光計測、超音波計測などの非侵襲計測法と画像処理診断法を学び、医
療機器メーカーからの提言に基づく解決課題を設け、
高度ものづくり創成演習
などを通して、
イノベーションを駆動する能力を実践的に養います。
光干渉実験装置を使った実習風景（高度ものづくり創成演習Ⅰ）

専門科目とその内容

科 目 群

高度ものづくり
創成演習

授

業

科 目

高度ものづくり創成演習Ⅰ
（生体情報利用）

単位数

2

容

レーザー光を用いた光の回折、干渉実験と超音波パルサーレシーバーを用いたパルスエコー実
験を通して波動を利用した光計測・超音波計測技術とその結果を利用した画像処理手法を学
ぶ。

高度ものづくり創成演習Ⅱ
（生体情報利用）

2

生体から得られる様々な情報を利用・加工するスキルを修得し、
医療機器開発を計画立案がで
きるように、
生体情報利用技術を応用した医療機器の開発に向けた実践力を養う。

バイオセンシング特論

2

光計測技術、画像処理技術などの非侵襲計測手法と生体材料を含む生体組織の力学特性実
験について学習する。

医療診断支援工学特論Ⅰ

2

専門技術教育
科目群
生体医工学特論Ⅰ

先端医療機器特論

11

内

open innovation
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2

コンピュータ支援診断とはコンピュータを用いて医療画像に対して画像解析を行うことにより、
病変
部の存在診断や質的診断に関する定量的なデータを取得し、
その情報を第二の意見として放射
線科医がおこなう高度な画像診断のことである。本講義は、
コンピュータ支援診断に関する技術
と実際の両面を学ぶ。

私は工学部では機械工学を専攻し、
大学院に進学する際に応

私がこの生体情報利用技術教育プログラム
（生体情報利用技

用医工学系専攻に進学しました。医療と機械を結び付け、医療に

術コース）
を受講して最も印象に残っているのは、
「先端医療機器

エンジニアの観点から携わるという目標と意欲を持ってこの専攻を

特論」における多くの医療機器メーカーから招いた非常勤講師に

選んだ私にとって、生体情報利用技術プログラムはとても有意義

よる講義で、特に興味を持ったのは、
カテーテルでした。一般にカ

で、企業に就職して研究者、技術者として働くのに参考となりまし

テーテルとは、医療用に用いられる柔らかい管のことであり、胸腔

た。

や腹腔などの体腔、消化管や尿管などの管腔部または血管など

このプログラムの最も特徴的な点として感じた点は、実際に医
療機器メーカーの方々に来校していただき、
世界でもトップシェアを

に挿入し、体液の排出、薬液や造影剤などの注入点滴に用いま
す。

誇る製品の説明や開発までの経緯、今後実用化が期待されてい

その中で私が実際に説明を受けたカテーテルは、冠動脈狭窄

る新しい製品や技術など、様々な話が聞けたことです。
また、実際

などの治療に使用される血管を内部から広げるものでした。
このカ

市販されている自社製品を持参され、
身近で体験することもできま

テーテルには、管が膨らみ血管を広げるバルーン式と、金属ででき

した。講義内容はこれまで受講してきた多くの講義とは異なってい

た網目の筒状のステントと呼ばれるものを留置する方式があり、現

ましたが、企業で開発され販売されている製品は、私達が今まで

在実際の治療に使用されています。
また、
ステントを長期留置する

講義や研究で勉強してきた理論や技術などをベースとしているこ

とトラブルを起こす血栓などの問題に対処するため、新たにステン

とがわかりました。
さらに、勉強したことが社会でも活かせることが

ト表面に薬剤を塗装した薬物溶出ステントなどの開発が進んでい

できるという期待や医療機器に触れた体験の楽しさを感じ、最後

るという説明を受けました。
この例に限らず最先端の医療機器は、

まで興味を持って話を聞くことができました。

日々進歩しているということを改めて実感しました。
しかも、
メーカー

このプログラムのもう一つの特徴は、
MOT教育科目で研究開

によってカテーテルの太さや材質、
形状が異なっており、
また、
ステン

発戦略論やテクノロジー・マーケティング論などの講義で、
技術の

トにおいても金属の編込み形状で強度に差が生じたりすることな

活用方法や経営戦略を考えた多面的なものづくりについて学ぶこ

ど、医療機器メーカーの最新情報を第一線で活躍されている先

ともできたことです。企業に就職して働く上で、
とても貴重な経験が

輩技術者から講義を受けることができたのは、他の講義では得ら

できたと思います。

れない体験でした。

このプログラムを受講することは、授業内容が従来の座学中心

このコースを受講し感じたことは、企業のものづくりはどうしても

の講義では得られない実践的な教育カリキュラムとなっていて、
と

利益を最優先に考えがちですが、研究者や技術者の方は研究や

ても有意義な経験となると思います。医療に興味がある方はもちろ

実験を重ねて今までになかった「よりよいものをつくる」
という考えが

ん、
そうでない方でもこのプログラムはとても充実しており、
きっと実

根本にはあって仕事をされているということ学びました。
そして、医

社会に出ても役に立つものと、
確信しています。ぜひ、
受講されるこ

療機器の研究開発においては患者さんの命を救うことができると

とをお勧めします。

いう
「ものづくり」の可能性があることにとても
心踊らされ、将来、私も先輩のような技術者
になりたいと思いました。

人体の解剖学的な系（外皮骨格系、循環器系、呼吸器系、消化器系、生殖器系、内分泌系、血
液免疫系および神経系）
である生体システムとその生理学的機能、疾患およびその診断と治療
について学習する。
日本を代表する医療機器メーカーの研究者や技術者を招いて、最新の各種医療機器の紹介と
その原理・しくみおよび課題などについて講義する。
（下記表を参照）

医療機器メーカーで働く
先輩技術者から学ぶ

岩坪幸紀
医学系研究科

応用医工学系専攻

伊藤
医学系研究科

亨

応用医工学系専攻

open innovation
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解析主導設計（MOT）教育プログラム
解析主導設計コース

（平成24年度より本格実施）

代表者

春 山 繁 之 准教授

コースの目標と概要
社会人学生を交えた授業風景

製品開発のスピードが企業経営を左右する現在においては，
製品の企画・概念設計の段階での市場性を含めた全体最適化により、手戻り

ICIM2011国際会議での成果発表

のない製品開発を行うことが極めて重要になっています。
本教育プログラムでは、
製品開発全体を効率的にマネジメントするための解析主導設計（ＡＬＤ）
の理論・知識と実践的スキルを修得すること
により、
ものづくり分野においてイノベーションを効率的に推進できる人材を育成します。
社会人を対象とした専門大学院である技術経営研究科の授業科目を理工学研究科の学生も受講でき、
社会人との討議や共同作業を通し

受 講 生 からのメッセ ージ

て実践課題を解決する手法や知識を学びます。

問題解決手法を学ぶ

専門科目とその内容

科 目 群

高度ものづくり
創成演習

授

業

科 目

高度ものづくり創成演習Ⅰ
（解析主導設計）

高度ものづくり創成演習Ⅱ
（解析主導設計）

創造的問題解決特論

機械システム工学特論

単位数

２

ものづくりMOT特論

13
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容

製品開発のスピードが企業経営を左右する現在においては、製品の企画・概念設計の段階で
の市場性を含めた全体最適化により、
手戻りのない製品開発を行うことが極めて重要になってい
ます。本プログラムでは製品開発全体を効率的にマネジメントするための解析主導設計（ALD）
の理論・知識と実践的スキルを修得することにより、
ものづくり分野においてイノベーションを効率
的に推進できる人材を育成が必要です。
そこで、
本講義は「ものづくり」
を高度化するための技術
とマネジメント力の修得とその活用による実践力向上を目的とする。

２

１年次の高度ものづくり創成演習Ⅰを発展させ、
２年次では製品検査技術の習得やALD手法を
実例あげて演習し、
理解する。

２

テクノロジーのレベルアップやイノベーションの創出はもとより、
最終的には事業や経営への貢献で
きる手法として、
ＭＯＴ
（技術経営）
にとって重要な理論体系の一つであるＴＲＩＺ理論を中心とす
る創造的問題解決理論を学び、
イノベーションの観点から事業や組織革新に向けた学際的分野
としての体系化を図る。

２

専門技術教育
科目群
オペレーションズ・
マネジメント特論

内

２

２

機械システムで構成される製品を、体系的に設計する方法論を学ぶ。概念設計から機能設計、
配置設計、
構造設計、
製造設計という設計の流れを学び、
機能表現と最適化、
協調設計、
統合シ
ミュレーション手法を習得する。

私は、解析主導設計プログラム
（解析主導設計コー

解析主導設計教育プログラム
（解析主導設計コース）
の最も大きな特徴

ス）
を受講しました。
このプログラムでは、社会人を対象と

は、
我々理工学研究科の機械工学専攻学生が、
専門職大学院である技術

した専門大学院である技術経営研究科の授業を受講

経営研究科の授業を聴講し、社会人の方と一緒に授業を受ける機会があ

することで、解析主導設計の理論や知識を得ることがで

ることです。
すなわち、
「創造的問題解決特論」、
「情報化製造技術特論」な

きました。

どの専門技術教育プログラムは、
技術経営研究科の授業科目であるためで

技術経営研究科の授業では、
TRIZ理論を用いた問

す。実際の授業では、
社会で働かれている方と一緒に学習し、
日頃接してい

題解決手法の学習や、
3次元CADを用いたモデリング

る学生とは違った意見や考え方に触れることができ、
非常に有意義なもので

や解析の演習など、幅広い内容を学習しました。社会人

あったと実感しています。
また、学習や議論において、社会人の方に置いて

を対象とした授業であったため、学生である我々には理

いかれてしまうこともしばしばありましたが、
実社会で培われた経験や実績に

解しづらい内容が多かったのですが、授業の中で社会

基づいたアドバイスをもらい、
成長することができました。

人の方々との共同作業や討議を行う機会を得ることが

また，
理工系大学の専門教育では余り取り上げられない製造業における

できました。
また、
自身の専攻分野である機械工学とは異

納期やコストなどの課題について学習し、
実際の企業での「ものづくり」現場

なった視点からものづくりを考えるというきっかけになり、

では必ず考えなければならないこれらの重要性を改めて実感することができ

現在社会で必要とされている製品開発全体の効率化と

ました。

いうものの重要性を感じとることができました。
大学院では自身の専攻についての知識を深めること

演習の授業では、実践的スキルを習得するために、
これまであまり使用し
たことのない高度なソフトを使って問題解決に取り組みました。
さらに、
3次元

も重要ではあると思いますが、他専攻の授業を社会人

CADの演習では、
社会人の方と一緒になり課題に取り組みました。与えられ

の方々と共に受講することは、
自分の可能性を広げる機

た課題に適合した形状をCADで思い通り再現することが難しく、
また、
その

会になり、貴重な体験になると思います。是非皆さんも解

形状の強度解析では、強度が不足するといったこともありました。
しかし、
そ

析主導設計プログラムを受講し、
自身に挑戦してみて下

の都度社会人の先輩に相談し，
何度も形状変更を行なって最終的にはよい

さい。

ものを設計することができました。
このコースで社会人の方を交えた講義や演習を受講することは、企業に

本科目では、
製品開発、
生産計画、
資材調査、
作業管理、
物流管理およびぷろじぇくとマネジメント
の観点から企業活動のオペレーション全般について講義を行う。
実例として、
自動車用部品などの開発・設計・製造を取り上げ、
討論・演習問題によって受講者
の理解を深め、生産管理やサプライチェーンマネジメント
（SCM）
におけるプロジェクトマネジメント
の位置づけと役割についても学習する。
現在、
日本の製造業において三次元ＣＡＤ等のデジタルエンジニアリング
（ＤＥ）技術が広く浸透し
つつある。本講義は、
従来のＤＥを解析主導設計（ALD；Analysis-Led Design）
を活用した「もの
づくり」
まで高度化するための技術の修得と、
その技術をビジネスに活かすための実践力向上を
目的とする。

社会人学生と一緒に実践教育を

就職して技術者として先輩社員の方々と仕事する過
程を一足先に体験したようなもので、将来大いに役に
立つものと確信しています。

吾郷和宏
理工学研究科

機械工学専攻

小銭貴規
理工学研究科

機械工学専攻

open innovation

14

イノベーションマネジメント教育プログラム

企 業 からのメッセ ージ
イノベーション実践教育受講者のみなさんへ

イノベーションマネジメント教育プログラムの特徴
・産業界の第一線で活躍している講師陣による最先端の専門技術を学ぶ
・マーケティング論や研究開発戦略論によって創造的商品開発の知識と手法を学ぶ
・高度ものづくり創成演習では、企業人、学内外の教員・研究者などと協働しながら、
オープンな場で実課題を設定し、解決策
を導く演習を行う。
（内容については、専門技術教育プログラムの項参照）

理工系の学生のみなさんは、
自らの専門を生かして、
社会に

携の下に、
学生のみなさんにまさにそのような体験の場を提供

役立つものを提供したり、問題を解決したりすることをめざし

しようとするものです。平成２２年度から開始されたこのプログ

て、
日々専門とする知識・技術の習得に力を注いでおられると

ラムは、試行実施を経て、平成２４年度から全てのプログラム

思います。
でも、
このパンフレットを手に取られた方は気がつい

が本格実施に移されます。
プログラム開発の段階から、
企業と

ておられるはずですが、社会に役立つものを創造するために

してもその進展に注目しており、
このプログラムを受講した学

は、専門知識だけでは十分ではなく、関連する幅広い知識が

生のみなさんが一日でも早く、社会に出て活躍して下さること

技術経営（MOT）教育プログラム

必要になります。
しかし、知識以上に大切なのは、
それらの知

を期待しています。

技術経営（Management of Technology)とは、技術を効果的に

山口大学では、平成15年度から理工学系学生を対象にMOT教

ことは常に必要ですが、
それ以上に、
持てる技術資産をまとめ

活用して経営を行うことです。科学技術の進歩に伴い、
それらが企

育を導入し、社会の要求に応えてきました。現在、3科目を開設してい

上げて、
社会にとって有用なものを生み出しつつ、
企業価値を

・ 何か頼まれたら、
必ず「Ｙｅ
ｓ」
という

業・組織の経営や社会に対して広範囲に大きな影響を及ぼすように

ますが、本プログラムにおいては「テクノロジーマーケティング論」、
「研

向上させていくことが大切なのです。特に、昨今の不確実な

・自分でできないことは、
調べて、
必要なら人の力を借りて

識を有用な形にまとめ上げることです。
このことは、企業活動においても同様で、特に、技術を事業
の中核とする企業においては、新しい知識・技術を導入する

なってきています。
こうした状況の下、企業や組織において技術の最

究開発戦略論」を必須科目、
「企業経営と財務」を選択科目としてい

経済環境の中では、
自らの技術的優位性を正しく認識した上

先端に関する知識を吸収するばかりでなく、
それを活用するためのマ

ます。

で、
次世代の事業に関してしっかりした基本構想を持ち、
戦略

ネジメント力が必要となっています。

最後に、弊社創業者 島津源蔵のモットーをみなさんの参考に
贈ります。

でも、
やり遂げる
・ものを売って終わりではない

性を持った知的財産管理、技術開発投資を行っていくことが
企業存続の要であると言っても過言ではありません。
従って、
一技術者としても、
企業の経営陣の一人としても、
も

MOT科目とその内容
テクノロジーマーケティング論（必須）

技術を生かした企業経営を行なうため

ちろん新しい企業を立ち上げる上でも、社会のニーズを的確
に捉えて、必要な知識や技術を集め、再構成して組み上げる

研究開発戦略論（必須）

研究開発型の企業において技術のシー

企業経営と財務（選択）

技術者に必要な企業会計の基礎につ

には、市場に適合するような方法で商品を

ズをもとにしていかに事業を成功に導ける

いて次の項目を学習します。

開発し販売することが必要である。
そのた

かは、
その戦略にかかっている。
そのため

１）キャッシュ・フロー計算書や損益計算

め、市場の原理となる経済法則とマーケ

研究開発型企業を中心とした技術開発戦

書、貸借対照表などの財務諸表や、財

ティングの基本を習得し、将来の市場を想

略や知的財産戦略とビジネスモデルの立

務分析、
投資分析の概要

定するという方法で取り組むための方法論

て方などを総合的に学習する。
オムニバス

を習得する。
また、様々な事業分野や企業

形式で様々な分野の講師により研究開発

のケースについて実践的な知識や市場指

指向型企業の戦略や技術開発を進める

向型の企業戦略を学ぶ。

上での重要事項を学ぶ。

２）
ソフトウェア・プログラムを用いて財務諸
表作成
３）
ミクロ・マクロ経済の概要

力が必要になります。
ただし、
そのような力は、
実際にものづくり
を企画し、開発し、
そして評価される体験を通じてはじめて身
につくものなのです。
「オープンイノベーション実践教育プログラム」は、
産学の連
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天野

徹

イノベーション実践教育センター
評価委員会委員長

イノベーション実践教育センターは、
本プログラムを推進する中核的教育拠点です。
センターは、
教育プログラムの運営だけでなく、
山口大学
の学生と学外の社会人、
市民の交流の場を積極的に設けて、
学生の資質の向上を図るとともに、
社会貢献に努めています。

メカトロニクスシンポジウムの開催

本学の卒業生である本田技研工業株式会社 代表取締役会長

組込みシステム技術コースと解析主導設計コースが共同で受講

近藤広一氏を招いて、
「ホンダのグローバル経営」
と題する講演会

生を含む学内外関係者を対象に、
企業からの専門家を招いてシン

を開催しました。学内外の多数の聴衆を前にして盛大にして、熱の

ポジウムを開催しました。

こもった講演会となりました。

授業では、
数名で構成する班に分かれ、
班ごとに「企業」
とその企業が開発した「商品」
を取り上げ、
成功／失敗事例を調査、
分析し発表する。

顧問

教育プログラムを推進するイノベーション実践教育センター

イノベーション実践教育講演会の開催

「テクノロジーマーケティング論」におけるグループによるケーススタディ発表風景

株式会社 島津製作所

平成23年7月8日

平成23年11月18日

本教育プログラムの成果を広く学外に公開する活動を積極的に展開
第59回日本工学教育協会年次大会（平成23年9月8日〜10日、北海道大学）
、第60
回 同 年 次 大 会（ 平 成24年8月22日〜24日、芝 浦 工 業 大 学）
、
The 3rd International
Symposium on Digital Manufacturing 2011（平成23年11月30日〜12月2日、
北九州
市）
で本プログラムを紹介。
open innovation
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問い合わせ先

イノベーション実践教育センター
山口大学大学院 技 術 経 営 研 究 科 内

〒755−8 6 1 1 山口県宇 部 市 常 盤 台 2−16−1
T EL.0 8 3 6−85−9069
URL:http://openiv.mot.yamaguchi-u.ac.jp
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