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AGLにおけるオフキャンパス教育

教育院長　佐藤 勲
AGLでは、原則6ヶ月以上（第1期・2期生は3ヶ月以上）の「オフキャンパ

ス実習」とそのための準備である「オフキャンパス導入」の履修を修了要件
として課しています。これらのオフキャンパス教育は、本教育課程の特色で
ある道場において身に付けつつある人間力や、所属する研究科・専攻で学
んでいる専門分野の知識・スキルを実社会で試し、どこまでが通用し、さら
に何を学ぶ必要があるかを体得することで、これからの学修と将来のキャ
リアパス確保のための方向性を認識することを目的にしています。このた
め、所属生は、自ら思い描くキャリアパスに関連した企業や研究機関等で
実務的なプロジェクトに取り組みます。ただし、このプロジェクトには一つ
制約があって、それぞれの専門分野における論文研究と直結しないことを
求めています。ここに所属生の戸惑いと悩みがありますが、それだけにオフ
キャンパス教育終了後の成長には著しいものがあります。

本号では、平成26年度後半にオフキャンパス教育を終えた所属生たち
の声をお届けします。こうした取り組みを経験した学生たちの将来の活躍
にご期待ください。

平成26年度　AGLオフキャンパス実習総括

 オフキャンパスコーディネーター　古田 健二・増沢 隆太
今年度7名の所属生がオフキャンパス実習を実施しましたが、それぞれ

が日常の研究環境と異なる文化・風土の中で貴重な体験をしてきました。
論文研究から3～6か月も離れるという厳しい状況におかれたにもかかわ
らず、当人達が、「有益な体験ができた」とポジティブな評価をしているこ
とからも、オフキャンパス実習が有意義なものであったことを物語っていま
す。

実習先は企業、大学、独立行政法人と多様であり、実施場所も国内、先
進国、途上国とさまざまですので獲得した成果は人により異なりますが、
総括的に見れば、大学とは異なる価値観、物の見方・考え方、仕事の進め
方などと、将来グローバルリーダーとして活動する際に要求される考え方・
見方などを、現場活動を通じて新たに認識できたこと、もしくは再確認で
きたことに集約できます。

これらの成果は、オフキャンパスを通じて構築した人的ネットワークとも
合わせて、所属生が将来グローバルリーダーとして活動する際に、有形無
形に役立つ財産となることは間違いありません。
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カリフォルニア大学バークレー校における科学技術政策に関する調査プロジェクト
2014.9.8 ～ 12.6
青木 祐太 | 大学院理工学研究科物性物理学専攻 博士後期課程３年

2014年9月8日から12月6日まで、米国カリフォルニア州バークレー市にあ
るカリフォルニア大学バークレー校（UCバークレー）でオフキャンパス実習を
行ってきました。 バークレー滞在の目的は、UCバークレーや、その周辺のサン
フランシスコ・ベイエリア一帯がいかにして世界最先端の研究拠点となり、世
界的課題の解決に貢献するようになったか、その背景を探ることにあります。

今回の滞在は、日本学術振興会特別研究員としての海外研究派遣も兼ね
ていたため、派遣先の研究室で共同研究を行いつつ、様々な研究交流活動に
参加したり、周辺の国立研究所を訪問したりといった活動を行いました。UC
バークレーでは学生による自発的な活動が極めて活発であり、私が滞在した
研究室においても学生が役割分担を行うことによって研究室運営が極めて
効率的になされている様子が伺えました。

さらに、UCバークレーに隣接するローレンス・バークレー国立研究所
（LBNL）は、米国エネルギー省所属の研究所でありながらカリフォルニア
大学が運営を代行して行っているため、両者の連携は極めて密であり、UC

バークレーの研究者や学生は、連邦政府から大きなサポートを受けたLBNL
の最先端の研究設備を利用することが可能です。 ベイエリア一帯には他に
も複数の国立研究所が存在し、LBNLと同様に運営は外部に委託されてい
ます。このような運営方式をGOCO（Government-Owned/Contractor-
Operated）といい、基礎的な
研究成果を素早く社会に波及
させる上で重要な役割を果たし
ています。

今回の滞在では、このような
サンフランシスコ・ベイエリアの
強さの源泉を探ることができ、
さらに今後米国で活動する際
の足掛かりを築くことができま
した。
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スタンフォード大学における紛争解決手法に関する調査プロジェクト
2014.9.28 ～ 12.26
渡邊 真由 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻 博士後期課程２年

スタンフォード大学ロースクールの付設研究機関であるThe Martin 
Daniel Gould Center for Conflict Resolution Programにて3ヶ月間の
オフキャンパス実習を行いました。本センターでは、国際紛争や民事紛争、環
境紛争等、様々な領域におけるDispute Resolution（紛争解決）の研究が行
われています。法律に限らず様々な学問領域を専門とする研究者が世界各国
から集まり、学際的な研究が行われています。

実習中は、通常の研究に加え、世界各国から集まるロースクールの学生と
ともにNegotiationやFacilitation等の授業に参加してディスカッションや
ロールプレイを行い、また、アメリカの司法制度の現場を知るために裁判所や
民間団体等を訪問して担当職員や裁判官、弁護士等にインタビューを行いま
した。

本実習を通して、私の研究分野である民事事件におけるDispute 
Resolutionは、日本と比べてアメリカにおいては実務と学術の関係が非常に

密接であることを感じました。歴史的にも学術的な
研究を実務の場に積極的に導入し、トライアルアン
ドエラーを繰り返しながら改善がなされ、制度を
発展させてきたという経緯があります。ロースクー
ルに所属する研究者も大学内で授業を持って教え
るだけでなく、学外での活動にも積極的に関与していました。

本実習での経験を通して、今後も研究者としてこの分野を探求していきた
いと決意をするとともに、研究の成果をいかに社会に還元して行くのが理想
なのかを考え、俯瞰的な視点で研究をとらえるきっかけとなりました。また、学
術的な知見を深めることができただけでなく、様々な人的ネットワークを構築
できたことや、シリコンバレーのベンチャービジネスの様子を知ることができ
たこと等、現地に赴き直接肌で感じたことは、今後のキャリア形成に大きな影
響を与える貴重な経験となりました。
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ケニアでの再生可能エネルギーによる地方電化推進のための人材養成（JICA）　
2014.9.30 ～ 12.16
上地 成就 | 大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻 博士後期課程２年

2014年9月末から12月中旬まで3ヶ月弱の期間、国際協力機構（JICA）ケ
ニアの再生可能エネルギーによる地方電化プロジェクトで籾殻ガス化発電
の社会・経済面の実現可能性調査などを行いました。通常、専門家が実施す
る調査研究業務の経験を通して、求められる能力レベルを把握すると共に、
調整役のJICAやニーズを持つ現地パートナー、プロジェクト実施に関わる企
業など国際協力事業を巡るそれぞれの立場と役割について理解を深めまし
た。また、業務を進める上で、日常的に発生するテロや重犯罪、正式な住所す
らないほど整備されていない社会インフラ、業務や時間に対する感覚のズレ
などが障害となり円滑に業務が進まない中で試行錯誤を繰り返したことで、
リスク管理やプロジェクトマネジメントなど
の能力が鍛えられました。

これまで途上国を含めて20カ国近く訪問
した経験がありましたが、今回の滞在が最
も長く、しかも初めてのサブサハラ・アフリカ
地域ということで、業務外でも多くの学びが
ありました。週末はイベントに参加するなど
して積極的なネットワーキングを心がけ、民

間企業の駐在員や同世代の海外青年協力隊員、世界銀行や国際NGOの職
員、現地採用者、起業家、フリーランスなど多様なキャリアを持つ方々に会い、
たくましい生き様や既成概念が壊れるほどユニークな経験に大いに刺激を受
けました。

これから大きな変化を遂げていくであろうアフリカ・ケニアの地に滞在し、
東アフリカ地域の国際関係や食文化、宗教観、言葉では表現しつくせない
細 と々した社会状況を肌で感じた経験は今後の糧になると信じています。
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光学機器メーカーにおける有機 EL光源開発プロジェクト　2014.6.30 ～ 12.26

木村 彰宏 | 大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻　博士後期課程２年

本研修では、価値・事業・ソリューション創出プロセスにおけるリーダーシッ
プ・チームワーク・研究開発価値を学ぶことを目的として、半年間光学機器
メーカーの有機EL事業のチームに所属し、研究開発を行いました。半年間
大きく分けて2つのテーマを取り扱うことで、企業研究におけるリーダーシッ
プを学びました。有機ELはLEDと並んで次世代照明技術として盛んに研究
が行われています。このような新規事業に対する光学機器メーカーでの開発
を通して、研究開発の価値や自身の価値を理解することができました。その
上で、今後自身に価値をどう向上していけばよいかを体感することができまし
た。

国際コンサルティングファームにおける新規事業開拓プロジェクト　2014.10.1 ～ 2015.3.31

高安 基大 | 大学院総合理工学研究科物理電子システム創造専攻　博士後期課程１年

AGLのオフキャンパス実習で、昨年の10月から約半年間、国際コンサル
ティングファームでインターンシップをさせていただいています。会社は、経営
に関するコンサルティングを、国内外、業種を問わず幅広く行っています。企
業からは、継続的にコンサルティングの依頼が入ってきます。

一体何がこの会社の信頼を生みだしたのかと考えると、それは企画立案を
行う社員の方の妥協を許さない姿勢だと感じます。現状に決して妥協せず、新
たなソリューションを求め問題を幾度も見直すという仕事の進め方に関心を
覚えました。

社員の方の仕事の進め方は、日々の業務を通じて実体験で学んでいます。
私は現在、企業の経営計画書作成を目的として、社会の状況を調査する業務
に当たっています。集めた情報や考察に対して、社員の方とのミーティングで

気象ビジネス企業における新規ビジネス開拓プロジェクト　2014.12.1 ～ 2015.2.27
八木 綾子 | 大学院理工学研究科国際開発工学専攻 博士後期課程２年

私の専門は都市気象です。これまで、研究という観点で気象を学んできま
したが、博士課程卒業後の進路を決める前に、ビジネスという観点で気象と
社会の関わりについて学びたいと思い、民間気象会社で３ヶ月間のインター
ンシップを実施しました。

インターンシップでは、コンビニにおける商品販売数と天候の関係について
の解析、及び発注業務の支援となる気象コンテンツ案の作成を行いました。
指導者は、これらの課題を私に一任して下さったため、自由な環境で取り組ま
せていただきました。

データ解析では、テーマは研究とは異なりますが、複雑なデータからいか
に有意な特性を引き出すかという点で、本質的には研究と共通していたため、
研究における解析の視点や解析手法を適用することができました。博士課程
で学ぶ専門特化型の知識そのものの汎用性は高くありませんが、物事の解釈

一方、大学研究ではあまり研究できない、チームワークや、タイトな研究期
間の設定、成果ベースのミーティング等を体感しました。求められるスピード
感や費用対効果の理念、成果への最短ルートの模索なども大学研究とは大
きく異なっており、それらの手法や概念を経験することで、大学研究にも生か
していけると感じました。特に、目標点に対して複数の仮説を想起し、それら
の費用対効果から優先順位を決めていくというアプローチ方法は、後になっ
てみれば非常に合理的に見えますが、今まで自分自身がそういう合理的研究
の進め方すらできていなかったのだということを実感させられました。

本研修では、具体的手法も含めて、数多くの技術・概念を学ぶことができ、
自身のリーダーシップに大きく前進したと確信しています。

フィードバックをいただきながら業務を進め
ています。そして、納得してもらえるまで幾度
もフィードバックをいただいて、資料を修正。
そうしたPDCAサイクルを回していくうちに、
最初は想像もできなかった解を導き出すこ
ともあります。

オフキャンパス実習を通じて、現状にいつも満足してしまっている自分の考
えがいかに浅かったかを痛感しました。それと同時に、常に新たな解を求め妥
協を許さない姿勢の重要性を教えていただきました。私は将来、新しい解を
提案してチームを導いていけるリーダーになりたいと考えています。その際に
は、今回のオフキャンパス実習で学んだことを活かして、常に新たな解を求め
妥協を許さないグローバルリーダーになりたいと思います。

における方法（物事の見方、情報整理の方法）は、研究とビジネスで共通点も
あるのではないかと感じました。

コンテンツ案の作成では、まず、クライアント（営業先の担当者）およびユー
ザー（コンビニ店員）の背景知識を知るために、指導者に話を伺いました。指
導者は、クライアントの要望はもちろん、コンビニ店員向けの研修の参加を通
して、現場の声もしっかり把握されていました。コンビニ研修参加のエピソー
ドには、現場で働く人と同じ目線でサービスを作ろうという指導者の姿勢が
表れていました。このような姿勢は、ユーザーのニーズを捉えたサービス作り
や、クライアントからの信頼獲得に繋がっているのではないかと感じました。

今回のインターンシップでは、ビジネスにおける気象情報の活用可能性と
その活用可能性を広げる面白さに触れる機会を多くいただきました。この様
な貴重な機会を提供して下さった受入先企業に感謝致します。
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ゲーテ大学におけるベンチャーファイナンスに関する調査プロジェクト
2014.10.10 ～ 3.31
毛 智琪 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻 博士後期課程２年

この度、AGLの支援を得て、フランクフルトのゲーテ大学で海外実習を実
施することができるようになりました。今回の実習内容は、ドイツの資本市場
を考察し、ドイツにおけるベンチャーファイナンスシステムを調査することで
す。フランクフルトに到着以来、主に講義・コンファレンスへの参加、金融機関
あるいは企業への訪問及びインタビューなどの形で実習を展開しています。

経済と技術、そして特にインターネットの発展とともに、世界はますます狭
くなっています。問題の解決のためには国内だけではなく、世界にも目を向け

ないといけない時代に既になっています。私
は、時代に遅れない、より広い世界を見て、よ
り多く人と交流し、そして国際舞台で活躍できる人材になる夢を抱き、日本へ
留学することを決めました。この度、日本での留学中に更にドイツに留学する
ことができ、まさにその夢が叶うことができ、感謝に堪えません。

今回の実習では、研究調査はもとより、困難を乗り越える力という性格の
成長が最大の収穫ではないかと思います。この3ヶ月間、言葉の壁・文化の
壁がもたらした痛みもありましたが、新しい友人、街で助けてくれた知らない
人々から頂いた温かさもあります。その温かさを抱き、相手を信じて、理解し
て、言葉と文化だけではなく、心で相手と交流すれば、必ず壁を越えることが
できるということが良く分かりました。また、ドイツにおける多様性を重視した
人材育成制度、そして紀律より自分で真理を探求すべきという教育理念など
も将来教員を目指している私にとって、とても参考になるものです。
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科学技術系道場道場主　古井貞煕先生からのメッセージ
科学技術系道場 道場主として、AGLの立ち上げ当初より指導にあたられてきた古井特任教授が、2013年3月を持ち、TTIC学長に専念されるため、AGLをご退任
されることとなりました。
ご自身もグローバルリーダーとしてご活躍されている先生からの、AGL所属生はじめ、グローバルリーダーを目指す皆さんへのメッセージです。

科学技術系道場 道場主　古井 貞煕
グローバルリーダーとは、国際的な場でリーダーシップが発揮できる人のことでしょう。残念ながら、それに該当する日本人は極めて少ないのが実態です。リー

ダーシップには種々のスタイルがあり、状況に応じて、組み合わせたり使い分けたりするものだと思います。自分の資質に合った、自分らしいリーダーシップを身につ
けることも大切です。リーダーシップとは人をコントロールすることではなく、人により良い影響を与え、人々が成長するための最良の土壌を作り出せることだと思い
ます。リーダーは、なりたくて自分でなるものではなく、人から頼まれたり、任命されたりしてなるものです。そういう人を目指してください。

まずは、専門の勉強と研究をしっかりやって、その結果である専門能力と知的思考力の反映と
しての博士論文で尊敬されるようになってください。アメリカの博士課程の学生さんは、ものすご
くよく勉強します。その人たちに負けない実力をつけてください。その上で、AGLの活動に参加す
るのは大変なことですが、皆さんはその覚悟でAGLに所属したはずです。AGLと博士論文研究へ
の時間配分に、いつも気を付けてください。

これから知識はいくらでも容易に入手できるようになるので、知識を学ぶことも重要ですが、知
識を使いこなし創造性を発揮する能力（知恵）を磨くことが、より重要です。これから必要なのは、

「解決力」と「創造力（問題を見つける力）」で、そのベースは「なぜ？」の意識と、「考える力」だと思
います。AGLで、それを身につけてください。

私にとって、アメリカの大学で働くようになってから初めて知ったことや経験していることが沢
山あります。研究者として滞在していたときには経験しなかったことを、マネージメントの責任を
持たされてから、沢山学んでいます。日本では、世界のトップレベルの人に頻繁に会うことはできま
せんが、アメリカにはそのような人が沢山います。皆さんも、是非早い時期に、高いレベルの環境
で苦労しながら、学んだり働いたりしてみることを勧めます。

適度な野心と適度な屈辱感は向上心をもたらし、自己陶冶の契機となります。自分がどれだけ
無知で非力であるかを知り、過度に肥大した自尊感情を持つことのないようにしましょう。博士号
を取得し、AGLで何を学んだとしても、下積みの仕事からのスタートです。そこで、日々の努力の積
み重ねにより、周囲や外部から人間として高く評価され、尊敬され、信頼されるようになってくだ
さい。

FD研修報告　2014.12.26
2014年12月26日（金）、東京工業大学大岡山キャンパス西9号館において、『グローバルリー

ダー教育院FD研修』を執り行いました。
当日は、グローバルリーダー教育院運営委員会委員を初め、所属生の指導教員の先生方にもご参集いただき

ました。
研修会ではまず佐藤教育院長および道場主より、これまでのグローバルリーダー教育院の取り組みの紹介が

あり、その後、各プログラム担当『分野を横断した俯瞰力養成』・『産官学連携キャリアパス構築』・『グローバルな
視野・能力養成』に分かれ、分科会を行いました。

分科会後の全体討論では、今後のグローバルリーダー教育院のあり方についての意見交換が行われ、盛会の
うちに終了いたしました。

平成26年度もAGLでは各道場における海外エクスカーション（3か国、4研修）をはじめ、人文社会系山田道場での『d. school comes to Tokyo TECH』、所属生による修
了プロジェクトの一つとして、チーム志向越境型アントレナ―育成プログラムと共同での『Startup Weekend』誘致など、多彩なプログラムを展開してまいりました。そして今
年度末には、いよいよAGLの全プログラムを修了した所属生が社会に旅立っていきます。AGLの今後にどうぞご期待ください。

カリフォルニア研修
2012. ２/17 ～ 28

福島研修
2013.7/23 ～ 24

インドネシア研修
2014.3/11 ～ 22

インド研修
2014.8/27 ～ 9/7

その他後期の活動

グローバルリーダーを目指す学生さんへ

Album

事務室より

1968年東大・工学部・計数工学科
卒。1970年同大学院修士課程了。同
年NTT電気通信研究所入社。1978
年工学博士。1978-1979年ベル研
究所客員研究員。1986年NTT基礎
研究所第四研究室長。1989年NTT
ヒューマンインタフェース研究所音
声情報研究部長。1991年同研究所
古井特別研究室長。1997年東京工

業大学大学院情報理工学研究科計算工学専攻教授。2011年同名
誉教授。2011年4月東京工業大学グローバルリーダー教育院科
学技術系道場道場主。2013年よりTTIC(Toyota Technological 
Institute at Chicago)学長。工博。音声認識、話者認識、音声知
覚、音声合成などの研究に従事。科学技術庁長官賞、文部科学大
臣表彰、NHK放送文化賞、大川賞受賞、紫綬褒章受章。IEEE、
ISCA(International Speech Communication Association)、
電子情報通信学会、日本音響学会などより功績賞、業績賞、論文
賞など受賞。IEEE、米国音響学会、ISCAおよび電子情報通信学会
Fellow。ISCA、APSIPA (Asia Pacific Signal and Information 
Processing Association)および日本音響学会会長、国内外の学
会誌の編集長など歴任。

ご経歴


