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はじめに
2019 年末に，中国から新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の発生に関する第一報がもたらされ

たとき，誰がここまでのインパクトを想定したでしょうか。その後のパンデミック（COVID-19）は，
またたく間に世界中を巻き込み，2020 年 10 月になっても感染拡大の阻止に至らず，人々が不自由
で閉塞感のある生活を送らざるを得ない状況が継続しています。農業土木事業協会におかれても，
試験や講習会の実施に苦慮されていると伺っています。本稿もお誘いいただいた講演会での話をさ
せていただくことができず，代わりに文に起こしたものです。使用予定だったスライドの一部とと
もにお読みいただけると幸いです。

なお，本稿では，この 15 年あまり，東京農工大学で実施してきている理系人材育成プログラム
を中心にご紹介させていただきます。あくまで，本学でのチャレンジの例であり，これが理想的な
理系イノベーション人材につながるのか，皆様から様々なご意見をいただくことになると思います。
是非，多様なご意見をお寄せいただき，また，他機関で実施しておられる人材育成プログラムも学
ばせていただきながら，「地球において活躍する次世代の人材」を育てるより良いプログラムの構
築につなげていきたいと考えています。

東京農工大学における人材育成の考え方
東京農工大学（農工大）は，学部生約 3800 名，大学院生（修士課程および博士課程）約 1900 名

を擁する中規模の国立大学です。農学系と工学系の２つの分野のみで構成されており，理系に特化
していることが特徴です。農工大では，『社会と科学技術の連携による持続発展可能な社会の実現に
向けた「使命志向型教育研究―美しい地球持続のための全学的努力」』を基本的理念としてかかげ，
世界が認知する研究基軸大学になるべく研究・教育にあたっています。この理念に基づき，本学では，
およそ 10 年前から『地球をまわそう』を標語にしてきました。地球の自転や公転を速くする技術の
構築を目的とするものではありません。叡智にもとづいて，地球が，そして地球上の人類が永く繁
栄することを目指した標語です。まさに，国際連合が定めた 2030 年に向けた「持続可能な開発目標

（Sustainable	Development	Goals，SDGs）」を先取りしているのです。これまでの地球上の生物がな
し得なかった「永遠の発展という偉業」を人類が達成できるよう，農学と工学の知恵を融合すること
で達成することを目指し，それに寄与できる研究を行い，人材を育成することを誓ったものです。そ
れを実現するために農工大は，「高度なイノベーションリーダーの育成」を１つの戦略としています。

理系イノベーション人材の育成
―東京農工大学の「理系研究者ビジョナリープログラム」―
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専門分野における尖端教育
すべての国立大学は，2021 年度までの第三期中期計画期間において，各大学の強み・特色を最

大限に生かして教育や研究を改革し発展させることを求められており，それに繋がる機能強化の方
向性に応じて３つの類型のうち１つを選択しています。農工大は，卓越した成果を創出している海
外大学と伍して卓越した教育研究，社会実装を推進する取組を行う「第３類型」を選択，東京大学，
京都大学など 15 大学とともに，国際レベルの競争的な環境下で，我が国の人材育成や研究力の強
化に取組んでいます。そのため，教員としては，各専門分野において，世界のトップレベルの研究
者と切磋琢磨し，その中で研究を研ぎ澄ますこと，そのような研究環境で学生の教育を行い，尖っ
た専門性を持つ研究力のある人材を育成することをとりわけ意識するようになっています。学部か
ら大学院修士課程への進学率は，６年制で獣医師免許取得を１つの目標とする共同獣医学科を除く
と，全学でおよそ８割にのぼります。修士課程から入学してくる学生も含め，修士取得学生の概ね
1/5 が博士課程に進み，博士の学位を取得し，一流の研究者としての資質を備え社会に出ていく計
算です。基礎研究に興味を持つ修了生が多いからか，社会がアカデミアをより高尚な科学の場と考
えているからか，多くの修了生が，大学や研究所などのアカデミアを目指す傾向にあります。

農工大のイノベーションリーダー育成目標
本学では，学部から大学院教育で育つ専門

分野における尖った研究力を持つ学生が，社
会との対話力を強くすることで研究力や専門
性に基づく実装等によって社会に展開・貢献
できると考えています。これが，本学の目指
す「高度なイノベーションリーダー育成」の
構想（図１）です。

社会に貢献するために，専門分野での尖っ
た研究力がアカデミアの専門領域の研究室だ
けで活きるのではなく，多様なキャリアパス
でも活きることを理解し，様々な道に進み，
活躍してもらいたいと考えています。そのた
めにも，どんなキャリアパスがあるのか，身
につけた研究力でいかに勝負するか，研究力
でどう社会と対話するかを知ってもらうこと
が重要であると考えており，それに触れる機
会を作るために，農工大では主に大学院生に
向けた教育プログラムを提供してきています。

農工大では，図２のように，2007 年から，
複数の文部科学省などが推進する人材育成事
業に採択され，主に大学院生向けのアド・オ
ン教育プログラムを，イノベーション推進機
構が中心になって企画，立案，実施してきま
した。さらに，2015 年，大学院生物システ

図１　農工大の「高度なイノベーションリーダー育成構想」

図２　農工大が実施してきたイノベーション人材育成事業
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ム応用科学府に５年一貫の食料エネルギーシステム科学専攻（リーディング大学院）を設置し，理
系人材育成プログラムの実質化・全学化を図っています。その課程で，国際的に著名なイノベーショ
ン人材育成機関である SRI インターナショナル社（現在，SVA イノベーション社）と連携，毎年
大学院生を中心に，メンローパーク（米国・カリフォルニア州）で研修を実施してきています。

「イノベーション」の理解
研究者は常に「新しいこと」の発見や開発を目指します。科学論文を書く際にも，何がその論文

で新たに見いだされた知見かを明確に示す必要があります。また，研究成果を知財にする際にも，
特許明細に，新規性や進歩性を記すことになります。従って研究者は新たなことを見出すことの重
要性は十分に認識しています。

辞書で「イノベーション」の意味を調べると，発明，新考案，新機軸，新制度，新施設，改変，改革，
刷新などが示されています。陳腐かもしれませんが，農工大の人材育成プログラムでは，イノベー
ションを「新たな価値や概念を創造すること」と定義し，受講生に繰り返し伝えています。単に新
しいことの発明・発見だけでも研究では価値があるかもしれませんが，まだイノベーションではあ
りません。農工大では，発明・発見に新たな価値を付与し，イノベーションにつなげることを期待
します。

既知の物や知見の組合せでもイノベーションは可能です。学生には，既存の凸レンズと既存の凹
レンズの組合せで現在のカメラレンズの基礎を作った Taylor	Hobson 社の三つ組レンズ（1893 年）
の創成や，既存の部品の組合せでスマートフォンを作ったアップル社の iPhone（2007 年）などが，
新たな価値や概念の重要性を理解する上でわかりやすいようです。

また，身の回りにイノベーションの結果が溢れていることにも気づいてもらい，イノベーション
に対する垣根を低くすることにも努めています。農工大の学問分野の１つに関係する「農業（＝食
料生産）」を見ても，日頃食べている野菜や作物は自然界には存在しない，イチゴの苗を冷蔵庫で
低温暴露することで果実生産の最盛期が天然とは６ヶ月ずれたクリスマスになっている，ハーバー・
ボッシュ法確立のおかげで化成肥料が安く大量につくられている（その代わりの負の環境影響もあ
る），などイノベーションの積み重ねであることに気づきます。イノベーションは，研究だけでなく，
商品開発，事業，起業，間接業務などあらゆる職業フィールドで起こせますし，起こしてもらいた
いと考えています。

人材育成プログラムでのワークショップの役割
農工大では，人材育成プログラムにおいて，課題解決型のワークショップを導入しています。課

題解決型のワークショップでは，チームをつくり，社会や企業などが持つ課題，その解決につなが
るユニークな方法や考え方，その解決策が誰をターゲットにしたものか，結果がもたらす利益やそ
の規模感などについて，限られた時間内で討論し，多くの場合ビジネスプランとして纏めます。

ここでのキーワードとして，「課題抽出」，「チーム」，「多様性」，「役割分担」，「リーダーシップ」，
「ロールプレイング」，「理解（しようとする）力」，「ブレインストーミング」，「アサーティブコミュ
ニケーション」，「科学的思考」，「対話力」，「表現力」，「エレベーターピッチ」，「NABC」，「２種類
のカスタマー」，「コンペティター」，「起業」，「政策提言」などを挙げることができます。
課題抽出：課題や社会の要望を捉え，理解し，解決を目指すことは，事業や起業のみならず研究を
含めすべての職業で求められることです。課題に対応したゴール（例えば，ビジネスプラン）を設
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定して以下のチームワークを進めます。１つの課題に対して，起業や政策提言など多様なゴールが
ある場合も想定されます。
チーム：すべての能力を備えた人はいませんし，それぞれが異なった背景をもち，興味の対象も異
なります。そのように多様性のあるメンバーが集まることで，それまでなかった価値観が生まれま
すし，目指すゴールへの道が開けます。チームは単なる人の集まりではありません。チームを構成
するメンバーそれぞれの能力が引き出され，相乗的に機能するようになってはじめてチームという
ことができるでしょう。チームビルディングし，チームを運営し，チームでゴールに至る間の障害
を乗り越え，難しさに気づいてもらい，達成感を感じることが大切です。社会は大きなチームです。
まずは，良いチームを作ることの重要性に気づいてもらいたいと思っています。
役割分担とリーダーシップ：チームで各メンバーは自らの役割を強く意識することになります。「船
頭多くして船山に上る」ということわざの通り，全員がリーダーではチームが成り立ちません。チー
ムの中での役割分担を意識してもらいます。リーダーシップをとるメンバーもいなくてはなりませ
ん。ロールプレイングであることを意識することも必要です。他を理解しようとする力が身につき
ます。
ブレインストーミングとアサーティブコミュニケーション：課題抽出やチームでのテーマ決定の過
程では，多様なアイデアをメンバーが放出・共有し，それを整理していくためのブレインストーミ
ングを活用します。また，ゴールに向けた議論では，他を尊重しながらも自らの考えを明確に伝
えるアサーティブコミュニケーションの難しさ，重要性に気づきます（図３）。農工大では，SVA
イノベーション社が提唱する４つの要素

（NABC）である，Needs（需要），Approach（手
法），Benefit（利益），Competitor（競合者）
に基づく議論を勧めています。時に，他機関
のワークショップ等で頻繁に使われるビジネ
スモデルキャンバスを使用することもありま
すが，いずれも議論の課程を可視化して頭の
整理をするのに有効です。しばしば，自分（達）
のアイデアを唯一無二であると思い込んでし
まうことがありますが，コンペティターの無
いことはありません。つねにコンペティター
を想定しながら自らのアイデアをブラッシュ
アップしていくことが求められます。研究で
も同じです。
科学的思考：農工大のプログラムでは，データや証拠に基づいて議論をすすめ，データを見せてプ
レゼンテーションすること，すなわち科学的な裏付けを求めます。社会では，科学に基づかず，イメー
ジが先行している場合があります。「パッケージに農家の方の顔の似顔絵がついている野菜」や「農
薬を使わないで栽培した野菜」をより美味しいと優良誤認する，など全く科学的根拠がないイメー
ジが我々の周囲には蔓延しています。このような社会現象を理解しながら，自らは科学で社会に語
りかけることができる人材になってほしいと思っています。
対話力と表現力を養うプレゼンテーション：プレゼンテーションでは，課題解決のための価値提案
として，課題から解決策やゴールまで，限られた時間の中で伝え，聴き手に興味をもってもらうこ

図３　ワークショップにとりくむ参加者
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とが求められます。エレベーターピッチ（エ
レベーターに乗り合わせた人に目的階につく
までの短い時間でプレゼンテーションする，
という例え）で伝え，次につなげる術を学び
ます。「アカデミアの言葉」でなく，「社会が
理解できる言葉」で対話をできるようにしま
す。また，プレゼンテーション資料の作り方
や，聴衆をどう掴むか，など，プレゼンテー
ション技法も学びます。プレゼンテーション
においては，聴き手の設定も重要です。例え
ば，新商品開発をゴールとする場合，「その
商品を買う人」と「その商品を使う人」が同一とは限らないので頭の整理が必要になります。コン
ペティターに対する優位点もできると説得力のあるプレゼンテーションになります。プレゼンテー
ション力は，研究，起業，資金獲得，就職活動など社会のあらゆる場面で活きてきます。

これまでの経験を活かし，ワークショップを企画・実施するための How-to 本を 2020 年 10 月に
出版しました（図４）。ご興味をお持ちいただいた方は，農工大イノベーション推進機構までご連
絡くださると幸いです。

人材育成講座の位置づけと実践例
社会には人材育成講座はたくさん存在します。多くは人材としてのスキルアップを目指す方や起

業を目指す方を対象に行われています。私達は，人材育成プログラムの中での気付きは，研究を立案・
設計・推進する上でも，将来地球人として生きていく上でも重要なことであると捉えています。研
究費の申請書を書くとき，就職活動での書類作成でも大いに役立ち，採択率が高まります。ご賢察
のとおり，農工大の学内にもこのような講座を履修する時間があるのだったら，研究に励んだほう
が良いと考える教員が少なからずいますが，この講座を履修したからといって学生の研究アクティ
ビティが下がることはありません。学生がそのような素養を身に着けたいと思った時に学べる講座
を用意しておくことが重要だと考えています。ただし，繰り返しになりますが，理系の大学らしく，
研究力に基づいて社会に貢献するのに役立つ，大学院におけるリテラシー教育と理解しており，今
後も全学的に広めていきたいと考えています。

2014 年度から実施しているリーディング大学院プログラム「グリーンクリーン食料生産を支え
る実践科学リーディング大学院」では，農工融合領域における５年一貫博士教育の課程をあらたに
創り，各学生に，所属研究室の教員に加えて特任教員１名を教育教員として設定しています。カリ
キュラムも工夫し，自らの博士取得後の将来構想を明確にする「キャリア開発」，「キャリア展開」，
複数の研究室で研究を行い視野を広げる「研究室ローテーション」，理系人材に欠かせない芸術セ
ンスや表現力を学ぶ「芸術表現」，社会を理解し協力・協議する方法を知る「政策提言」，起業の楽
しさや苦しさを知る「アントレプレナー特論」等，ユニークな講義を受講できるようにしています。
修士論文を省略し，２年目と５年に Qualifying	Examination を実施することで，研究や自己研鑽
の時間を確保しています。それを活用して海外共同研究（学生自らが海外機関と共同研究を立案・
交渉）やワークショップ，インターンシップ，国際ワークショップ，国際ディベート演習に参加で
きる機会を確保，さらに，提案型競争的研究費を支給するなど，理系イノベーション人材としての

図４　ワークショップ How-to 本（イノベーション推進機構）
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成長を促しています。もちろん，研究倫理教
育や知財教育もしっかり担保しています。そ
の結果，国連 FAO ローマ本部でインターン
シップを受講した学生が FAO から表彰され
る，２度の全国リーディング大学院フォーラ
ムでの発表で２度とも最優秀賞を獲得するな
ど，学生の成長が顕著でした（図５）。さらに，
修了生（博士）の８割程度が民間企業に就職
するなど，博士修了学生のキャリアパスの多
様化にもつながり，農工大としては彼らがま
もなく社会の中枢で活躍してくれるようにな
ることを期待しています。

理系ビジョナリープログラム
農工大では，これまで実施してきたリーディング大学院や EDGE 等のプログラムの集大成とし

て，2019 年度から「理系ビジョナリープログラム」を開始しています。このプログラムは，尖端
研究力を持つ大学院生と若手企業研究者を対象とし，両者を同じプラットフォームでイノベーショ
ンリーダーとして育成することを目論んでいます。企業研究者が課題を抽出し提案，興味を持つ本
学学生（アドバンスコース履修者）を集めてチームを構成，課題を解決するビジネスプランをチー
ムで立案，エコシステムフォーラムと呼ぶコンペにおいて優秀チームを選抜，そのビジネスプラン
を持って米国 SVA イノベーションでの海外研修に参加し，ビジネスプランをブラッシュアップす
ることが特徴的です。農工大のアドバンスコース履修者は，基本的に大学院生で尖端研究力を持つ
だけでなく，ベーシックコースを修了し，イノベーションリーダーとしての基礎やビジネスにおけ
る知財等の知識を身につけていることを求められます。起業も１つの目的になるため，例えば，企
業に勤務しながらもクラフトビールのブルワリーを開いた本学大学院修了生を講師に招く（図６）
など，参加者がリアルな起業家と触れ合う機会を設けています。

このプログラムでは，企業研究者と学生がともに学ぶことに加え，参加企業からの受講費を財源
として自立化を図っている特徴があります。
学生にとっては企業での研究の姿勢を学ぶ機
会になりますし，企業にとっては若手研究者
が育つ以上に，農工大の知財に基づく共同研
究につながる，さらに，良い博士学生を知り
採用に繋がるなど，学生および企業の双方に
とって大変利点があります。

また，本プログラムは他大学（東京外国語
大学や電気通信大学等）の学生にも開放し，
異文化の理解などに努めています。「理系」
と謳っているものの，誰もが持つ理系脳を
使ってもらいたいと考えており，文系と考え
られている東京外国語大学生に参加いただい

図５　リーディングフォーラムで最優秀賞を獲得

図６　本学大学院修了の起業家の講演会
和泉俊介氏　http://www.beer-cellar-tokyo.com/

Beer Cellar Tokyo（和泉ブルワリー），2018 年醸造開始
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ていることを大変ありがたいと思っています。
一方，プログラムの問題点として，参加学生の研究室での研究成果をビジネスプランに使いにく

い，企業も開示できる内容での参加になるためモデル課題が多く現実感に乏しいゲームになりがち
である，プログラムが１年単位で学生が卒業してしまうため企業との時間軸のずれが生じるなどを
認識しており，企業とも協議しながらプログラムの改善を図っているところです。

おわりに
本稿では，東京農工大学が大学ビジョンの下，理系イノベーション人材を育成し社会に貢献させ

ていただきたいという思いで実施している，人材育成プログラムについてご紹介させていただきま
した。研究者は溢れているものの人材育成の専門家がいない大学において，主に外部の起業家，企
業の方，人材育成の専門家などの教えを請うて，学ばせていただいているところです。今後も，改
善を図りながら，社会のためになる理系イノベーション人材を輩出し，人類の役にたてることがで
きれば大変幸いです。

最後に，プログラムを創っていくうえで大変お世話になった方々のお名前を記させていただき，
お礼にかえさせていただきます。Claude	Leglise 氏，青木徹氏，阿座上みどり氏，荒牧義典氏，和
泉俊介氏，伊藤統明氏，伊藤義博氏，井村俊明氏，梅村尚子氏，大島良知氏，岡田尚美氏，工藤昭
英氏，黒瀬泰之氏，鈴木麻美氏，田澤純子氏，津田真吾氏，角田学氏，今野隆一郎氏，坂シルック
氏，高原千鶴子氏，田中利直氏，二谷貴夫氏，藤井重孝氏，星住敦子氏，宮田尚亮氏，若松弘起氏，
和田義明氏，渡井康之氏，綿貫智香氏，他ご協力いただいた皆様。

東京農工大学イノベーション推進機構
〒 183-8509	東京都府中市幸町 3-5-8　　電話	（042）367-5637
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