
大学数 件数 大学数 件数

国立大学 6 2 10 2 10 3 9 3 15 2 32 4 45 82 13 16

公立大学 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 4 0 8 9 1 1

私立大学 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 7 0 9 11 1 1

全大学 6 2 14 3 11 4 11 3 17 2 43 4 62 102 15 18

※1大学で複数類型への申請があるため、各類型の大学数の合計数と「総計」欄の大学数は一致しないことがある。　　

※共同申請（連合大学院又は共同教育課程による申請）における「申請を取りまとめる大学（連合大学院によるものの場合は
　基幹大学）」以外の共同実施機関としての申請数は本表に含まない。

採択拠点数

申請数

オンリーワン型

１．平成25年度　博士課程教育リーディングプログラム申請・採択状況一覧

オールラウンド型
複合領域型
（物質）

複合領域型
（情報）

複合領域型
（多文化共生社会）

複合領域型
（横断的テーマ）

総計

区分

採択数申請数採択数申請数 採択数採択数申請数 申請数採択数

申請数

申請数採択数



【オールラウンド型】
整理
番号

プログラム名 機関名
プログラム

コーディネーター名
共同実施機関（※１） 連携先機関（※２）

P01
社会構想マネジメントを先導
するグローバルリーダー養成
プログラム

東京大学

城山　英明
（大学院公共政策学
連携研究部・教育部
公共政策学専攻副部
長・教授）

　

P02
持続可能な社会を拓く決断科
学大学院プログラム

九州大学

矢原　徹一
（大学院システム生
命科学府システム生
命科学専攻・教授）

富士通（株）、京セラ（株）、
三菱商事（株）、トヨタ自動車
（株）、（一社)コンサベー
ション・インターナショナル・
ジャパン

※１　共同教育課程を構想している場合の共同実施機関名
※２　他の大学等と連携している場合の連携先機関名（連携先機関所属のプログラム担当者を含むもの）

２．平成２５年度 博士課程教育リーディングプログラム 採択プログラム一覧



【複合領域型（物質）】
整理
番号

プログラム名 機関名
プログラム

コーディネーター名
共同実施機関（※１） 連携先機関（※２）

Q01
物質科学フロンティアを開拓す
るAmbitiousリーダー育成プログ
ラム

北海道大学

村越　敬
（大学院理学研究院
教授・総合化学院総
合化学専攻・教授）

　

（独）物質・材料研究機構、大学共
同利用機関法人高エネルギー加
速器研究機構、北京大学（中国）、
清華大学（中国）、南京大学（中
国）、ソウル国立大学（韓国）、国
立台湾大学（台湾）、ストラスブー
ル大学（フランス）、マンチェスター
大学（イギリス）、カリフォルニア大
学バークレー校（アメリカ）、デルフ
ト工科大学（オランダ）、チューリッ
ヒ工科大学（スイス）、（株）日立製
作所、帝人（株）、富士電機（株）、
（株）ブリヂストン、JFEスチール
（株）、新日鐵住金（株）、昭和電工
（株）、（株）ADEKA、協和発酵バイ
オ（株）、（株）東芝

Q02
マルチディメンジョン物質理工学
リーダー養成プログラム

東北大学

長坂　徹也
（大学院工学研究科
金属フロンティア工学
専攻・教授）

（独）物質・材料研究機構、大学共
同利用機関法人高エネルギー加
速器研究機構物質構造科学研究
所、日本電信電話（株）物性科学
基礎研究所

Q03
システム発想型物質科学リー
ダー養成学位プログラム

大阪府立大学

辰巳砂　昌弘
（大学院工学研究科
副研究科長、物質・
化学系専攻・教授）

大阪市立大学

ブラウン大学（アメリカ）、ジョージ
ア大学（アメリカ）、セイブルック大
学（アメリカ）、パリ第６大学（フラン
ス）、オールボー大学（デンマー
ク）、華東理工大学（中国）、慶煕
大学（韓国）、国立金烏工科大学
（韓国）、泰日工業大学（タイ）、台
南大学（台湾）、王立プノンペン大
学（カンボジア）、パナソニック㈱、
ローム㈱、住友電気工業㈱、㈱村
田製作所、㈱日立製作所、東芝ソ
リューション㈱、コニカミノルタ㈱、
㈱プロアシスト、ニット―ボーメディ
カル㈱、（独）産業技術総合研究
所、Interuniversity
Microelectronics Centre（IMEC）
（ベルギー）、 Anabas Inc.、Hitachi
Asia Ltd.

※１　共同教育課程を構想している場合の共同実施機関名
※２　他の大学等と連携している場合の連携先機関名（連携先機関所属のプログラム担当者を含むもの）



【複合領域型（情報）】
整理
番号

プログラム名 機関名
プログラム

コーディネーター名
共同実施機関（※１） 連携先機関（※２）

R01
エンパワーメント情報学プログラ
ム

筑波大学

岩田　洋夫
（システム情報系(シ
ステム情報工学研究
科・知能機能システ
ム専攻担当)・教授・
システム情報工学研
究科知能機能システ
ム専攻長）

R02
実世界データ循環学リーダー人
材養成プログラム

名古屋大学

武田　一哉
（大学院情報科学研
究科メディア科学専
攻・教授）

大学共同利用機関法人情報・シス
テム研究機構統計数理研究所、
（独）産業技術総合研究所、大学
共同利用機関法人情報・システム
研究機構国立情報学研究所、
（独）国立長寿医療研究センター、
（株）豊田中央研究所、（株）デン
ソー、MHIエアロスペースシステム
ズ（株）、アステラス製薬（株）、日
本電信電話（株）、日本アイ・ビー・
エム（株）、ネットイヤーグループ
（株）、愛知県産業労働部、
Microsoft Research Asia、楽天
（株）技術研究所、キヤノンインフォ
メーションテクノロジー北京、ハノイ
工科大学通信情報技術研究科（ベ
トナム）、イスタンブール工科大学
機械工学部（トルコ）、マサチュー
セッツ工科大学メディア研究所（ア
メリカ）、カーネギーメロン大学工
学部電気／計算機工学科（アメリ
カ）、南デンマーク大学生化学分子
生物学専攻（デンマーク）、クイー
ンズランド大学情報技術・電子工
学部（オーストラリア）

R03
超大規模脳情報を高度に技術
するブレイン情報アーキテクトの
育成

豊橋技術科学大
学

井上　光輝
（副学長（大学院教育
改革担当））

浜松医科大学医学部、浜松医科
大学メディカルフォトニクス研究セ
ンター、東京大学大学院理学系研
究科、東京大学医科学研究所、東
京女子医科大学先端生命医科学
研究所、京都大学学術情報メディ
アセンター、Massachusetts
Institute of Technology
（Department of Materials Science
and Engineering）（アメリカ）、
Moscow State University
（Magnetism Department, Faculty
of Physics）（ロシア）、University
College London（Institute of
Biomedical Engineering）（イギリ
ス）、Royal Institute of Technology
（Condensed Matter Physics）（ス
ウェーデン）、The Scripps
Research Institute（Dept. of
Molecular Biology）（アメリカ）、
（独）産業技術総合研究所、（独）
理化学研究所横浜研究所、大学
共同利用機関法人情報・システム
研究機構国立情報学研究所、大
学共同利用機関法人自然科学研
究機構生理学研究所、本多電子
㈱、浜松ホトニクス㈱

R04 実体情報学博士プログラム 早稲田大学

菅野　重樹
（創造理工学研究科
教務主任・総合機械
工学専攻・教授）

ノースカロライナ大学シャーロット
校（アメリカ）、スイス連邦工科大学
ローザンヌ校（スイス）、カリフォル
ニア大学バークレー校（アメリカ）、
ミュンヘン工科大学（ドイツ）、マイ
クロソフトリサーチアジア、日本電
信電話（株）、日本アイ・ビー・エム
（株）、グーグル（株）、（株）日立産
機システム

※１　共同教育課程を構想している場合の共同実施機関名
※２　他の大学等と連携している場合の連携先機関名（連携先機関所属のプログラム担当者を含むもの）



【複合領域型（多文化共生社会）】
整理
番号

プログラム名 機関名
プログラム

コーディネーター名
共同実施機関（※１） 連携先機関（※２）

S01
多文化共生・統合人間学プログ
ラム

東京大学

内野　儀
（大学院総合文化研
究科・超域文化科学
専攻・教授）

S02
「ウェルビーイング in アジア」実
現のための女性リーダー育成プ
ログラム

名古屋大学

束村　博子
（大学院生命農学研
究科・生命技術科学
専攻・教授）

外務省総合外交政策局国際機関
人事センター、（独）国際協力機
構、アジア開発銀行（ADB）、国連
児童基金（UNICEF）東京事務所、
国連人口基金（UNFPA）東京事務
所、国連大学高等研究所、フィリピ
ン大学（フィリピン）、ルンド大学（ス
ウェーデン）、カンボジア王立農業
大学（カンボジア）、（公財） 水と緑
の惑星保全機構

S03
たおやかで平和な共生社会創
生プログラム

広島大学
岡橋　秀典
（文学研究科・教授）

※１　共同教育課程を構想している場合の共同実施機関名
※２　他の大学等と連携している場合の連携先機関名（連携先機関所属のプログラム担当者を含むもの）



【複合領域型（横断的テーマ）】
整理
番号

プログラム名 機関名
プログラム

コーディネーター名
共同実施機関（※１） 連携先機関（※２）

T01
活力ある超高齢社会を共創す
るグローバル・リーダー養成プ
ログラム

東京大学 大方 潤一郎

ミシガン大学ジェロントロジー研究
機構（アメリカ）、オックスフォード大
学高齢社会研究所（イギリス）、ミ
ズーリ大学法科大学院（アメリ
カ）、シンガポール国立大学
Duke-NUS 医学大学院 Health
Services & Systems Research（シ
ンガポール）、ソウル大学ジェロン
トロジー・トランスレーショナル研究
センター（韓国）

T02
「みがかずば」の精神に基づき
イノベーションを創出し続ける理
工系グローバルリーダーの育成

お茶の水女子大
学

古川　はづき

※１　共同教育課程を構想している場合の共同実施機関名
※２　他の大学等と連携している場合の連携先機関名（連携先機関所属のプログラム担当者を含むもの）



【オンリーワン型】
整理
番号

プログラム名 機関名
プログラム

コーディネーター名
共同実施機関（※１） 連携先機関（※２）

U01
グローバル秩序変容時代の
リーダー養成プログラム

政策研究大学院
大学

園部　哲史
（学長補佐）

U02
ファイバールネッサンスを先導
するグローバルリーダーの養成

信州大学

高寺　政行
（大学院理工学系研
究科・繊維・感性工学
専攻・教授、大学院
総合工学系研究科・
生命機能・ファイバー
工学専攻・教授）

東京大学大学院農学生命科学研
究科生物材料科学専攻、京都大
学大学院農学研究科森林科学専
攻、東京工業大学大学院理工学
研究科有機・高分子物質専攻、東
京農工大学大学院共生科学技術
研究院、（独）宇宙航空研究開発
機構研究開発本部複合材技術研
究センター、ノースカロライナ州立
大学繊維学部（アメリカ）、
University of Manchester（School
of Materials）（イギリス）、香港理
工大学応用化学及紡織学部（中
国）、フランス国立繊維工芸工業
高等学院（フランス）、Institute of
Textile Machinery and High
Performance Material Technology
(ITM)（ドイツ）

U03
アジア非感染性疾患（ＮＣＤ）超
克プロジェクト

滋賀医科大学

三浦　克之
（大学院医学系研究
科・環境応答因子解
析系専攻・教授）

U04
霊長類学・ワイルドライフサイエ
ンス・リーディング大学院

京都大学

松沢　哲郎
（霊長類研究所・教
授、理学研究科・生
物科学専攻・教授）

※１　共同教育課程を構想している場合の共同実施機関名
※２　他の大学等と連携している場合の連携先機関名（連携先機関所属のプログラム担当者を含むもの）



国立大学

物質 情報 多文化 横断

北海道大学 1 1
東北大学 1 1
筑波大学 1 1
東京大学 1 1 1 3
お茶の水女子大学 1 1
政策研究大学院大学 1 1
信州大学 1 1
名古屋大学 1 1 2
豊橋技術科学大学 1 1
滋賀医科大学 1 1
京都大学 1 1
広島大学 1 1
九州大学 1 1

計 2 2 3 3 2 4 16

公立大学

物質 情報 多文化 横断

大阪府立大学 1 1
計 0 1 0 0 0 0 1

私立大学

物質 情報 多文化 横断

早稲田大学 1 1
計 0 0 1 0 0 0 1

計 2 3 4 3 2 4 18

３．大学別採択状況一覧

オールラウンド
複合領域

オールラウンド オンリーワン 計
複合領域

オンリーワン 計

オールラウンド
複合領域

オンリーワン 計


