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［大学］

K-CONNEXと連携し、
ファーストコンタクトプログラムで
シーズを発掘

若手研究者を介した知識の循環

大学研究者・企業研究者双方にとってメリットをもたらすファーストコンタクト

京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム
東北大学

筑波大学

東京大学

東京工業大学

早稲田大学

（K-CONNEX）は、文部科学省の人材育成事業にもとづ
き京都大学、大阪大学、神戸大学をコア機関とし、次代
の指導的研究者の育成を目的として設立されました（事務
局：京都大学次世代研究創成ユニッ
ト）
。

東京理科大学

お茶の水女子大学

京都大学

大阪大学

大阪府立大学

わかりやすく
紹介

PICK
UP

が接点をもつ機会として、
「ファーストコンタクトプログラム
（研
奈良女子大学

九州大学

最新研究の紹介

は、アカデミアの先端的な「知」を得られるだけでなく、基
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シスメックス株式会社

株式会社島津製作所

運営体制

企業研究者

プレゼンテーションに
対する評価

K-CONNEX研究者

組織概要

住友化学株式会社

住友電気工業株式会社

住友電装株式会社

住友理工株式会社

ダイキン工業株式会社

東レ株式会社

日本電信電話株式会社

大日本印刷株式会社

株式会社巴川製紙所

パナソニック株式会社

株式会社竹中工務店

株式会社日本触媒

日立化成株式会社

DMG森精機株式会社

日本ゼオン株式会社

富士フイルム株式会社

監事

代表理事
北野正雄（京都大学 理事・副学長）
副代表理事 稲塚 徹（ダイキン工業 常務専任役員）
理事
（大学） 保立和夫（東京大学 理事・副学長）
丸山俊夫（東京工業大学 理事・副学長）
若山正人（九州大学 理事・副学長）
理事
（企業） 恒川哲也
（東レ 常務取締役）
古藤 悟
（三菱電機
先端技術研究所 技術顧問）

監事
（大学）
小林傳司
（大阪大学 理事・副学長）
監事
（企業）
田宮直彦
（日立製作所
人事勤労本部 副統括
本部長）

事務局
事業責任者
藤森義弘
事業・資金管理
協議会運営サポート

オブザーバー・アドバイザリ
経産省、
産総研、
文科省、
各種経済団体、
有識者など
（必要に応じて招聘）

事業参加までの流れ
①入会仮申請
（仮申込書送付）

株式会社堀場製作所

株式会社安川電機

マツダ株式会社

ヤフー株式会社

三菱重工業株式会社

横浜ゴム株式会社

三菱電機株式会社

楽天株式会社

株式会社村田製作所

株式会社リコー

②必要書類のご連絡

入会希望
法人、団体

③入会正式申し込み
（入会申込書の送付）
⑥理事会での審査結果
のご連絡

協議会事務局

TEL
075-746-6872
E-mail
contact@c-engine.org
URL
http://www.c-engine.org

④入会に関する審査

理事会

のかたち

設立年月日……2014年1月20日
所在地………京都市左京区吉田牛の宮町4 日本イタリア京都会館305
代表理事……北野正雄（京都大学 理事・副学長）
活動内容……イノベーションを創出する力を有する高度理系人材の輩出をめざす、
多対多の大学と企業における連携活動

理事会

株式会社日本総合研究所

企業

名称…………一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会
一般社団法人

一般財団法人電力中央研究所

わかりやすさ
おもしろさを
評価

＊詳細は協議会HP
（http://www.c-engine.org）
をご覧ください。

産学協働イノベーション
人材育成協議会

住友林業株式会社

Needs

究紹介セミナー）
」を実施しています。企業研究者にとって

鹿児島大学

（五十音順）
［企業］

清水建設株式会社

ニーズの
認識

大学研究者

礎研究に潜んだシーズを発掘する絶好の機会となります。

花王株式会社

大学

基礎研究
からの
シーズ発掘

本協議会（C-ENGINE）は K-CONNEXと協力し、准
教授・助教レベルの優秀な若手大学研究者と企業研究者

神戸大学

Seeds

新しい
インターンシップ

協議会会員

研究
インターンシップ

一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会
代表理事 北野正雄
（京都大学 理事・副学長）

産学協働イノベーション人材育成コンソーシアム事業の
目的は、研究インターンシップを中心とした実践的な産学

教育的効果に配慮した良質なインターンシップを実施して

術を牽引する、あるいは産業界においてはグローバル市

おります。本事業をとおして、学生は、個々の能力を企

場における日本企業の産業競争力を主導する、イノベー

業の現場で試すことで新たな気づきを得られます。企業は、

ションマインドをもつ人材を育成することです。

イノベーション創出に向けた萌芽的研究領域を探索できま

本事業ではまず、理系大学院生およびポスドクを対象に、 す。このようなWin-Winの関係構築によって、大学と企
大学と企業による組織的な多対多のマッチングシステムを

業の相互理解がさらに深まることを期待しています。

一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会
副代表理事 稲塚 徹
（ダイキン工業株式会社 常務専任役員）

本協議会が推進する研究インターンシップ事業は、我

一企業が単独で社会の多様なニーズに迅速に応えること

が国の主たる研究大学と、産業界を代表する企業とが

はもはや困難です。本事業をとおして、会員企業が大学

主体的に関わる、世界でも類をみない独自のものです。

の最新の研究知見や技術にふれ、研究室とのつながりを

本事業の第一の目的は、意欲的で優秀な学生のみな
さまに、企業での新たな経験を通じて多くの気づきを得て

多様化・深化させることで、オープン・イノベーションのき
っかけを見つけることが可能となると考えます。

いただく機会を提供することにありますが、その目的にか

今後も良質の研究インターンシップを普及・定着させる

なう仕組みができあがっており、これまで多くの成功事例

ことで、大学の教育力・研究力の向上と世界をリードす

を積み上げてきました。

る新たな基幹産業の創出に貢献できるものと信じています。

グローバル化にともなう産業構造の急速な変化のなか、

経済産業省
からの期待

我が国が掲げる、2020 年度頃までの名目GDP600 兆円経済の実現をめざすうえで、イノベ
ーションの創出による新技術、新産業の創出の必要性が高まっており、
とりわけ理工系人材の育成、

理系大学院生
〈修士・博士〉
&
ポスドク対象

活用の重要度が高まっています。
経済産業省と文部科学省では、理工系人材を戦略的に育成する方策を検討するため、平成
2 7 年 5月から｢理工系人材育成に関する産学官円卓会議｣を9 回開催し、平成 2 8 年 8月に「産
業界のニーズと高等教育のマッチング方策、専門教育の充実」、「産業界における博士人材の
活躍の促進方策」、「理工系人材の裾野拡大、初等中等教育の充実」の3 つのテーマについて

⑤審査結果連絡

産学協働イノベーション人材育成協議会は、中長期の研究インターンシップの実施をとおして、

一般財団法人産学協働イノベーション人材育成協議会（C-ENGINE）
協議会趣旨にご賛同いただける企業のご参画をお待ちしております

学コーディネーターによるハンズオンのマッチング支援により、

連携活動を通して、アカデミアにおいては世界の科学・技

経済産業省
産業技術環境局
大学連携推進室長

ロート製薬株式会社

整備しました。Webシステムの構築・運用に加え、各大

産学連携による「人の交流」での人材育成と、「知の交流」によるイノベーションの創出に貢献します。

〒606-8302 京都市左京区吉田牛の宮町4 日本イタリア京都会館305
Tel : 075-746-6872 E-mail：contact@c-engine.org
URL：http://www.c-engine.org Facebook：https://www.facebook.com/invhr.org
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一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会
（C-ENGINE）

飯村亜紀子

重点的に着手すべき取組を、｢理工系人材育成に関する産学官行動計画｣としてとりまとめました。
研究インターンシップは、本行動計画の｢産業界における博士人材の活躍の促進方策｣におい
て重要施策の1 つとして位置づけられており、経済産業省としても産学協働イノベーション人材
育成協議会の実施する研究インターンシップの有効性について、産業界および教育機関へのさ
らなる普及に努めてまいります。

C-ENGINEに登録した学生

インターンシップ実施の学年別構成と期間

2016年1月から12月までの間に、364名の

事業開始（2014年7月）から2016年12月までに135名の学生がイン

すい修士1年、博士1年の学生が多く登録し

性75%、女性25%となっています。インターンシップの期間は修士学生が

ています。専攻別の構成には偏りがなく、す

比較的短く、博士・ポスドク学生は、より長期のインターンシップを経験して

べての分野の学生に支持されています。

います。

D1
20％

M1
59％

男性
75％

M2 4％

学年

特徴

3

学年

自身の研究内容、興味、希望などを登録
インターン募集案件の内容を閲覧、選択

マッチング・プロセス

企業側担当者、コーディネーター、
研修希望者の三者による面談・調整

ポスドク

インターンシップの内容と時期の確定、契約

インターンシップの期間

氏名・学年
研究内容の登録

テーマ登録

照

参

報

情

IDM
システム

学生／教員と企業の
パイプ役を果たし、
適切なマッチングを
実施

終了報告会

プロジェクト型

調査・分析型

新たな
要素技術の
確立
学生の
可能性の
確認
学生視点の
新しい提案

120

80

40

H26 実績

190名

12

大学
コーディネーター

登録学生数

885名

インターンシップの類型

企業視点のニーズ

0

インターンシップに関心を抱く学生たちに向けて、
企業の担当者は、会社概要や研究内容、求め
る人材、インターンシップへの期待を熱く語りま
す。学生たちからは、「企業担当者の本音を聞
けた」、「研究や仕事を考えるうえでの新しい視
点が生まれた」といった意見が寄せられています。

知識・知的能力
理論的知識と情報収集力
論理的思考問題解決力
創造性・探究心

C

B
研究の管理運営・プロ意識
専門家としての振るまい
健康と安全、倫理・道義
研究計画と戦略
資金管理・調達

個人的能力
熱心さ、自信、責任
自己管理、時間管理
将来のキャリアプランを
描き実行する力

2016年6月29日 京都大学

研究テーマに集中して取り組む
姿勢、技術を習得しようとする姿
勢は、職場のメンバーへのよい刺
激となった。期間が短く、研究遂
行にはやや不充分であったが、確
実に技術を習得していただくこと
ができ、学生さんの研究活動の拡
がりには役だったと思われる。

企業担当者から

どうしても進めておきたかったが未着手
であった案件を担当していただいた。物
理・数学の基礎力もあり、
積極的に周囲
とコミュニケーションをとることで、短期間
で戦力になっていただけた。限られた期
間で一定の結論、成果を得ることができ、
社員にもたいへん刺激となった。

学生の感想

社会人として働くことの難しさ、楽し
さ、やりがいなどがわかった。責任、
成果を出すこと、期日を守ることなど
の大きなプレッシャーのなかで熱心
に指導していただき、
自身の考えをよ
り深めるとてもよい機会となった。
企業担当者から

これまで未着手の課題に取り組むこ
とができ、新たな知見を得られた。異
なる研究分野の学生の指導をとお
して、指導者である社員が課題を客
観的に見直す機会となった。マネジ
メントやリーダーシップの体得という
点においては集合研修的プログラ
ムの方がよいと感じた。

学生の感想

企業での研究は応用や開発が中
心だと思っていたが、基礎研究を
とてもだいじにしていることと、その
ことが高品質な製品の原点であ
ることを理解した。こんご応用や
生産技術につながる基礎研究の
イメージを身につけたい。
企業担当者から

２か月という期間でテーマの立ち
上げから評価までを完遂すること
で、仕事の一連の流れを理解して
いただけたとともに、学生の個性・
能力をよく把握でき、適切な指導
ができた。

学生の感想

積極的に挑戦する姿勢、綿密な研究
計画、基礎理論の理解の重要性を学ん
だ。中長期のインターンシップでは、自ら
アプローチを提案でき、研究能力を自己
評価できる。未知の世界の経験、適性の
発見、研究能力を試したいという学生に
は本プログラムを活用してもらいたい。
企業担当者から

学生提案のテーマを受け入れることで、
双方にとって意味のあるインターンシップ
となった。会社としても課題に対する方
向性の提示、社員の基礎技術のレベル
アップをはかれた。関連技術を有する研
究室とのネットワークを構築できたことも
有意義であった。

▼

2016年12月6日 九州大学

800

135件
567名

70件

マッチング成立件数

600

400

インターンシップの質を高める取り組み
関係者が定期的に集まり、
現状の課題を共有し、
解決案を検討、
実行することで、
〈新しいインターンシップ〉
のかたちは、
つねに刷新・最適化されています。
３つの特徴をもつ本協議会（C-ENGINE）の「中長期研究インターンシップ」。その質

200

6件

学生視点のニーズ

「マッチング交流会」

もキャリアを切り拓くためにも必須の資質とされるのがこ

（出典：Vitae, 2010 Researcher Development Framework ）
研究者の総合的な能力開発を目的にVitaeが開発したResearcher
Development Framework
（RDF)を一部抜粋したもの

企業担当者から

与えられたテーマに対して、みずから複
数の解決策を立案し、シミュレーション
による事前の検討結果をもって受入
担当社員に詳細を説明するなど、主
体性／分析能力／コミュニケーション
能力の点で高いレベルにある学生で
あった。
ほかの社員やインターン生とも
積極的に交流しており、両者にとって
よい刺激となったと感じる。

開発をとおして物性を考えることのおもし
ろさを再確認し、ふだんの研究へのモチ
ベーションが上がった。実験結果の報告
では、物理学のさらなる理解と、わかりや
すく説明する力が必要だと気づいた。たく
さんの尊敬すべき方がたとの出会いによ
り、
自分のめざす人物像が掴めてきた。

H28 目標

H28 実績
H27 実績

においても必要とされるスキルです。研究を進めるうえで

IDMシステム：

Innovative HR Development
Matching System

コミュニケーション能力
社会への発信・影響力
リーダーシップ

1000

学生数（名）

新領域
技術開発型

160

10

顔をあわせて情報を共有する

A
協賛・影響・インパクト

やプロジェクトマネジメント能力を含めた汎用的で、
どこ

キルが挙げられます。

平成28年度
月

自身の
可能性の確認

共同研究
テーマの
模索

200

５月 協議会のアクティビティ強化

企業現場の
経験

新規事業の
加速

マッチング成立件数（件）

視野の拡大

研究実践・
研究実務型

月 大学コーディネーター配置
７月 ＩＤＭシステム稼働

専門分野の
深耕

先端の学術成果の動向を入手し、
共同研究につなげる機会を得る

D

トランスファラブルスキルとは、
コミュニケーション能力

のトランスファラブルスキルで、
たとえば右図のようなス

イノベーション人材の育成と日本の発展
平成27年度

産学の交流をとおして産業界の
ニーズを大学院教育に反映する

※ トランスファラブルスキルとは

企業担当者から

前提が異なるがゆえの発想の違
いが如実に感じられ、企業とアカ
デミアの違いを体感できた。新た
な分野の研究にふれ、自身の分
野が他分野からどのように見られ
ているかも学べた。

学生の感想

企業

学生情報参照

事前準備

学生登録数とマッチング成立件数の推移
平成26年度

大学

企業

テーマ確認

中長期研究インターンシップの実施

協議会のインターンシップの類型

協議会

情報参照

博士学生

専攻分野

大学

研修希望者が大学教員および
コーディネーターと相談、承認を得て
インターンシップ参加申し込み

２〜３か月以内
60％

修士学生

オンライン／オフラインでのマッチング

大学教 員

生物系
23％

学生の発想力、
知識・知見を取りこみ、
オープンイノベーション
につなげる

IDM システムと、大学コーディネーターのハンズオン支援により、
効率的でていねいなマッチングのしくみを構築しています

研修希望者がIDMシステムにログイン

１〜２か月
以内
7％

１〜２か月
以内
40％

１〜２か月以内
59％

情報
9％

企業

※

現場で通用する技術というのは、高
度に理論的で、また実践的であると
感じた。研究所では、さまざまな分野
の専門家が集まり互いに尊敬しあ
い、自分を高めている姿が印象的
だった。

学生の感想

九州大学 ▼ パナソニック

数物系
10％

オンラインとオフラインでのマッチング

学生

学生の感想

大阪大学 ▼ ロート製薬

化学
11％

大学

企業研究現場での
協働をとおして視野を拡げ、
キャリアパスの選択肢を
拡げる

トランスファラブルスキル
をそなえた
実践的な人材を育成する

参加申し込み
（IDMシステムにアカウント登録）

３か月超
27％
２〜３か月
以内
46％

基本技術の指導や習得だけでなく、
より実践的な研究をとおして協働する場を提供します

インターンシップの流れ

1か月未満 6%

１か月未満
26％

社会での実地体験を
大学研究に結びつけ、
新たな学習意欲を
喚起する

中長期の研究インターンシップ

会社概要、インターンシッ
プテーマ説 明にくわえ、
社員との交流の場を設け
るなど、より密度の高い
交 流の機 会となります。
学生は、研究所見学を通
じて現場の雰囲気を肌で
感じることで、研究インタ
ーンシップの具体的なイメ ２０１６年12月7日
ージを描くことができます。 鹿児島大学 ＪＮＣ株式会社水俣研究所 見学会

学生

企業

環境学
7％

２〜３か月
以内
13％

学生

コンソーシアムとして事例を共有し、
研究インターンシップの質向上につなげます

大学

医薬系
11％

電気・電子
7％

1か月未満
7％

「企業見学会」

学生・大学・企業がWin3となるインターンシップをめざします

組織と組織のインターンシップ

学生

機械
14％

３か月超
7％

直しができたという声、
さらには大学の研究室とのネットワークができたという声が寄せられています。
学生が企業の研究現場を訪問する

２０１６年５月18日
大阪大学

男女比

３か月超
2％

▶ C-ENGINEがめざすインターンシップ

お茶の水女子大学 ▼ 島津製作所

建築系 2％

1

女性
25％

D1
28％

その他の工学 1％

特徴

2

D2
26％

M2
5％

その他 5％

▶ C-ENGINEのインターンシップには、
3つの特徴があります

特徴

D3 3％

M1
26％

経験をとおしてさまざまな「気づき」を得ます。企業側にとっても、
Ｃ-ＥＮＧＩＮＥの研究インターンシップの受け入

奈良女子大学 ▼ 巴川製紙所

学生が多く参加しています。博士課程学生が約6割を占め、男女比では男

OP・PD
13％

を合わせて交流する場づくりをおこなっています。

インターンシップに参加した学生は、企業の専門家との協働、大学とは異なる新たな世界・知識との遭遇という

京 都 大 学 ▼ 東レ

ターンシップを経験しました。学年別には、修士1年、博士１年、博士2年の

D2
10％

学生と企業の相互理解を深めるために、それぞれが顔

インターンシップを経験した学生・企業の声

東 京工 業 大 学 ▼ 三 菱 電 機

学生がC-ENGINEに登録されました。学年別

OP・PD 1％

学生と企業の相互理解を深める場

れは良い刺激と成果を生み出しています。それまで未着手の課題へ取り組むことができた、
また研究課題の見

の構成としては、時間的な余裕を生み出しや

D3 5％

のかたち

▼

▼

新しいインターンシップ

データで見るC-ENGINEのインターンシップ

0

を向上する試みのひとつが、右に紹介する「交流の場」づくりです。関係者が顔を合わ
せて、それぞれの現状と課題を共有し、対策を練ることで、
「適切なマッチング」の促進と
「教育的効果の質保証」をおこなっています。このような試みをひとつひとつ積み重ねるこ
とで、
〈新しいインターンシップ〉のかたちは、つねに刷新され、最適化されています。

コーディネーター会議

大学／企業合同会議

大学理事意見交換会

シンポジウム

大学コーディネーターが定
期的に集まり、問題共有や具
体的な解決案の検討、実行
を通じて、ノウハウの共有をは
かるのがこの会議です。 学生
指導や指導教官とのやりとり
2016 年 11月 25 日
のポイント、企業担当者との
ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター
折衝方法をはじめ、インターン
シップ中の学生サポートやその教育効果の確認といった点に関して、
議論を重ねています。コーディネーターの活動を点から面に変える重要
な会議となっています。

大学・企業の担当者が一
堂に会し、現状の課題を共有
し、解決策を大学と企業が協
力して考えることにより、マッチ
ングの促進と質の保証という2
つの目標の実現が試みられて
2016 年 5 月 24 日
います。 過去の事例分析や
東京大学 伊藤国際学術研究センター
企業テーマの精査と理解、送
り出し／受け入れ指針の策定など、そこでの議論は多岐にわたります。
また、産と学が顔を合わせることにより、相互のコミュニケーションの
促進をはかっています。

参画大学の理事にお集まりを
いただき、
「大学理事意見交換
会」を実施しています。2016
年の意見交換会では、13 の会
員大学から担当理事 6 名の方
を含む18 名が参加し、協議会
2016 年 10 月 26 日
の使命や活動理念を改めて確
京都大学 百周年時計台記念館
認するとともに、
教育プログラムと
してのインターンシップの意義、各大学の抱える課題とその対策、今後の
展望などに関して、活発な意見交換がなされました。大学が組織として参
画し運営している点に、協議会（C-ENGINE）の強みがあるといえます。

2016 年 10 月 26 日に本 協 議 会
主催のシンポジウム「〈新しいインター
ンシップ〉のかたちⅡ」を開催し、産
学連携による人材育成と中長期インタ
ーンシップの役割や大学院教育の現
状と課題について、熱心な議論を展
開いたしました。パネル討論では、産・ 2016 年 10 月 26 日
京都大学 百周年時計台記念館
学・官の立場から中長期インターンシ
ップへの期待について意見交換がなされました。本事業への関係者の皆さまの高
い関心・期待を受け、協議会のさらなる飛躍を決意する「京都宣言」を発表いた
しました。

（ver.1.0）

一流の研究者になる前に、 一人前の研究者になろう
協議会（C-ENGINE）は、
研究インターンシップをとおして、学生が一人前の研究者として身につけるべき
トランスファラブルスキルの習得を支援します。
さらに、産学の対話と知の交流により相互理解を深め、
我が国の研究力に厚みをもたせイノベーション創出に貢献します。

