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卓越大学院プログラム
（WISE Program）

Doctoral Program for World-leading 
Innovative & Smart Education

国内外の大学・研究機関・民間企業等と組織的な連携
世界最高水準の教育力・研究力の結集

5年一貫の博士課程学位プログラム

Systematic collaboration with universities, research institutions, and private 
companies in Japan and abroad

Bring the world's highest level of education and research
A five-year doctoral degree program

新たな研究の創出 Creation of new research
新産業の創出 Creation of new innovation



名古屋大学(4件）/ Nagoya Univ. (4 proposals)
情報医療・化学生命・電子化学・移動 / Information 
Medicine, Chemical Life, Electronic Chemistry, Mobility

全国の卓越大学院
WISE Programs across Japan

2018年度 15課題（13大学）採択
FY2018 15 proposals are accepted (13 univ.)
2019年度 11課題（9大学）採択
FY2019 11 proposals are accepted (9 univ.)
2020年度 4課題（4大学）採択
FY2020 4 proposals are accepted (4 univ.)
合計 30課題 17大学採択
Total 30 proposals are accepted (17 univ.)

北海道大学 / Hokkaido Univ.
獣医 / Veterinarian

東北大学（3件）/ Tohoku Univ. (3 proposals)
医療・人工知能・地球科学 / 

Medicine, Artificial Intelligence, Geoscience

筑波大学 / Univ. of Tsukuba
ヒューマニクス / Humanics

千葉大学（2件） / Chiba Univ. (2 proposals)
医療・人文科学 / Medical and Humanities

長岡科学技術大学 / Nagaoka Univ. of Technology 
材料科学・電子 / Materials Science and Electronics

金沢大学 / Kanazawa Univ.
ナノ医療 / Nanomedicine

長崎大学 / Nagasaki Univ.
グローバルヘルス / Global Health

広島大学（2件） / Hiroshima 
Univ. (2 proposals)

医療・人文科学 / Medical and 
Humanities

大阪大学 / Osaka Univ.
量子ビーム / Quantum Beam

東京海洋大学 / Tokyo Univ. of 
Marine Science and Technology

AI漁業 / AI fishery

東京農工大学 TUAT
スマート社会・ダイバーシティ

Smart Society and Diversity

九州大学 / Kyushu Univ.
数学 / Mathematics

東京大学（3件） / Univ. of Tokyo (3 proposals)
ビジネス法学・先端物理・生命科学 / 

Business Law, Advanced Physics, Life Science

早稲田大学 / Waseda Univ.
エネルギー / Energy

京都大学(3件） / Kyoto Univ. (3 proposals)
医療・電子・情報学 / Medical, Electronics, Information

東京工業大学（3件） / Tokyo Institute of 
Technology (3 proposals)

量子科学・物質情報・エネルギー / Quantum 
Science, Material Information, Energy



農工協創人材の養成により産業界が求める
ダイバーシティを理解した人材 の輩出

～90億人時代のSociety5.0に貢献して社会的課題を解決～

（公社）日本農業法人協会
全国：約1900法人

イオンアグリ創造(株)

流通マネージメント

自社農場の生産管理

森林マネージメント
水と土壌管理、自治体

フードサプライチェーン
リスク・利益管理システム

食の流通システム革命

情報・計測システム

(株)島津製作所
農業応用環境計測
イメージング処理

エネルギー制御

（一社）首都圏産業活
性化協会（TAMA協会）

太陽光・風力・蓄電

スマート・ビジネス

（株）リバネス
ＡＩ ＩoＴ

バイオエコノミー

スマート農業

感染症

野生動物

精密農業

森林科学

食品機能

育種・品種

大気汚染

土壌・水資源

土地利用
センシング

バイオ素材

キャパシタ

自然エネルギー制御

ビッグデータ

イメージング技術

農学 工学
ロボット

ＡＩ

ＩoＴ

工学技術搭載の超スマート農業で社会的課題を解決

植物工場 イオン液体
人材育成・リケジョ養成

（株）リクルートキャリア

実践女子大学

（一財）日本自動車研究所

自動運転流通システム
モビリティー政策

（株）クボタ

AI 農業機械

ICT農場リスク管理

水・土・大気

農学と工学を繋げる卓越リーダーを養成

ＡＩ ・ IoT ・ 先端計測

「超スマート社会」を新産業創出とダイバーシティにより牽引する卓越リーダーの養成

ロボット ・ モビリティサプライチェーン

栄養（実践女子大学）

森林マネージメント

社会システムとして実装する大学院教育
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Fostering Brilliant Leaders by Emphasizing 
Diversity and the Creation of 

New Industries to Drive a Super Smart Society

～Solving social issues by contributing to Society 5.0 in the age of 9 billion people～

JA Corporations Association

Nationwide: ~1900 corp.

AEON AGRI CREATE Co.

Agri-products management, 

distribution, meteorological data

Forest Management

Water and soil management, 

municipalities

Food supply chain

Risk / profit management system

Food distribution system

Information and 

measurement systems

Shimadzu Corporation

Applied environmental 

measurement in agriculture

Imaging process

Energy control

Greater Tokyo Initiative 

Solar power, wind power, 

storage

Smart business

Leave a Nest Co., Ltd.

AI IoT
Bio economy

Solving social issues by super smart agriculture 
equipped with engineering technology

Human resource 

development

Recruit Career Co., Ltd. 

Jissen Women’s 

University

Japan Automobile 

Research Institute

Self-driving systems, mobility

Kubota Corporation

AI, agricultural machinery, 

agricultural ICT, robotics

Implement postgraduate education as a social system
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Infection

Wild Animal

Smart Agriculture

Forest Technology
Breeding

Soil and Water

Soil Management
Capacitor

Energy Control

Imaging Technology

Agriculture Engineering

Robot

Plant factory Ionic Liquid

Smart Agriculture Artificial Intelligence (AI)

Water, Soil, Atmosphere

Internet of Things (IoT)Sensing Technology

Forest ManagementFood Supply Chain

Robot, Mobility

Functional Food

Nutrition Sensing

Bio Materials

Big data

AIIoT

Fostering Brilliant Leaders by Emphasizing Diversity and the Creation of New 

Industries to Drive a Super Smart Society

http://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/spot/p1_4826.html
http://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/spot/p1_4826.html
http://makernews.biz/uploads/2017/06/20170608asahi1.jpg
http://makernews.biz/uploads/2017/06/20170608asahi1.jpg
http://gigazine.net/news/20130527-fargo/
http://gigazine.net/news/20130527-fargo/
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主な貢献項目 / Main contribution fields

SDGsと本プログラムの関連
Relationship between SDGs and this program

Zero hunger Gender Equality Affordable and 
Clean Energy

Life Below Water Life on Land



「超スマート社会」を新産業創出とダイバーシティにより牽引する卓越リーダーの養成

① 農学の社会的課題を工学先端技術で解決する「農工協創による新産業創出」に挑戦する人材

② イノベーション人材に必須なダイバーシティ理解・実践できる人材の強化と養成

③ 俯瞰力、独創性、ダイバーシティ理解、国際競争力と高度専門性を備えた卓越リーダー

養成する人材像
養成する人材像と新産業創出への教育方針

◆農工協創教育による新産業の創出

スマート農業コンサルティング

食のサプライチェーンによる
健康寿命延伸と幸福度向上

農産物流システムイノベーション

水・土・大気の持続性制御による
農業生産システムの改革

生産

流通

消費

スマート農業

生産物の安全安心供給

人工知能による生産管理

先端工学計測技術

生鮮品の流通革命

トレーサビリィー

ロボット・ＩｏＴ

自動モビリティ

食による健康寿命延伸

食と農の一体化事業

100年ﾗｲﾌの社会基盤

サプライチェーン スマート
フードチェーンシステム

たとえば、農学と工学の先端技術を連動させ、産業界と協働して、スマート・
フードチェーンシステムをトータルとして社会実装できる博士人材を養成する。

◆新産業の創出例

◆教育方針

工学技術を農学の現場で活かす

卓越リケジョによる多様性

国際競争力・対話力・指導力

新産業創出への社会実装経験

トータルマネージメントの力

AI自動運転農機、AI 環境計測

スマート森林マネージメント

7



Fostering Brilliant Leaders by Emphasizing Diversity and the Creation of New Industries to Drive a Super Smart Society, who: 

① Take on the challenge of  "creation of new industries through agricultural-industrial co-creation" to solve social issues in 

agriculture with advanced engineering technology

② Understand and practice diversity, which is essential for innovation personnel

③ Have bird's-eye view, originality, understanding of diversity, international competitiveness, and a high level of expertise

Model of human 
resources

Model of human resources 
& educational policy for creating new industries

◆ Creation of new industries through agricultural
and industrial co-creation education

Smart agriculture consulting

E.g., develop doctoral students who can integrate advanced technologies in

agriculture and engineering, collaborate with industries, and implement smart

food chain systems as a whole in society.

◆ Example of creation of 
new industries

◆ Education policy
• Utilizing engineering technology in 

agriculture

• Power of Total Management
• International competitiveness, 

dialogue and leadership

• Social implementation 

experience for creating new 

industries

• Diversity with STEM women

AI self-driving agricultural 
machine, AI environment 

measurement

Smart forest management
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連携機関名/ Partner 領域分野 / Domain Area 

卓越プログラムの連携コンソーシアム形成
Formation of a Collaborative Consortium for Excellence Programs

農学と工学の高度な専門性、研究開発力と分野融合の視点を活かした産学連携の実績が高い。
We have a strong track record of industry-academia collaboration by taking advantage of our advanced expertise in agriculture and 
engineering, research and development capabilities, and the perspective of integrating fields.

「超スマート社会」を実装できる博士人材の養成を目的とし、スマート・フードチェーンシステムに着目
Focus on the smart food chain system for the purpose of training doctoral students who can implement a “super smart society”

東京農工大学のすべての研究分野を対象として、産学連携研究を推進、企業と一緒に俯瞰力・独創性・多様性に秀でた博士を育成して社会
輩出
We promote industry-academia collaboration in all areas of research, and works with companies to train doctors who excel in bird's-eye view, 
originality, and diversity to produce a society. 6

（株）クボタ
Kubota Corporation

AI 農業機械、ICT農業、ロボット
Agricultural machinery, agricultural ICT, robotics

イオン アグリ創造（株）
AEON AGRI CREATE Co., Ltd.

農場生産管理、流通、気象データ
Agricultural production management, distribution, meteorological data

（株）島津製作所
Shimadzu Corporation

計測システム、画像ビッグデータ
Measurement systems, image big data

（一財）日本自動車研究所
Japan Automobile Research Institute

自動運転システム、モビリティ
Self-driving systems, mobility

（公社）日本農業法人協会
Japan Agricultural Corporations Association

農業経営調査研究、スマート農業
Farm management survey and research, smart agriculture

（一社）首都圏産業活性化協会
Greater Tokyo Initiative

産学連携、研究開発支援
Industry-academia collaboration, research & development support

株）リバネス
Leave a Nest Co., Ltd.

課題提案力養成、アグリビジネス
Nurturing of issue proposal capabilities, agribusiness

（株）リクルートキャリア
Recruit Career Co., Ltd.

博士力、博士就職システム
PhD degree-holder utilization, PhD degree-holder hiring system

実践女子大学
Jissen Women’s University

栄養学専門教育、リケジョ養成
Specialized nutritional sciences education, development of women in the sciences



/ Global Educational Collaboration with Overseas Partner Institutions

コーネル大学 / Cornell University
学生の相互派遣 /Mutual dispatch of students
国際ワークショップ / International workshops

カリフォルニア大学 / 
University of California 

（デービス校）/Davis
ダブルディグリー/ Double degree program

国際ワークショップ / International workshops

東京農工大学

オックスフォード大学/Univ. of Oxford
相互派遣 ・ 国際ワークショップ/

Mutual dispatch, international workshops

ボン大学 / The Univ. of Bonn
国際共同研究・学生交流 / 

International joint research, student exchange

ＺＡＬＦドイツ / ZALF Germany
相互派遣・国際共同研究 /

Mutual dispatch, international joint research

ガジャマダ大学 /Univ. Gadjah Mada
ダブルディグリー / Double degree program

海外研修プログラム/ Overseas training program

ベトナム林業大学/Vietnam Nat’l Univ. of Forestry
学生相互派遣 ・ 海外研修プログラム/ 

Mutual dispatch of students, overseas training program

大学間連携協定による組織的な連携実績
Achievement of cooperation systems through agreements

大学院生の海外派遣、海外研修、ワークショップ / Overseas 
dispatch of graduated students, overseas training, workshops
大学院生の研究留学による国際実践力の強化 / Strengthening 
international practical skills by studying abroad 
ICT国際フィールドワーク / ICT international fieldwork

卓越大学院における連携強化の視点
Viewpoint of strengthening collaboration in WISE
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上記の連携機関に制限することなく
様々な海外機関への学生派遣を推進 /

Promote the dispatch of students to various overseas institutions 
without being limited to the above partner institutions

海外連携機関との世界的教育連携/ Global Educational Collaboration with Overseas 
Partner Institutions 

教員や学生の相互派遣、国際ワークショップ / Mutual dispatch of 
teaching staff and students, int’l workshops
学生対象の海外研修プログラム、短期留学 / Overseas training 
programs for students, short-term study abroad
大学院生の研究留学による国際共同研究 / Int’l joint research 
through studies abroad

https://www.amazon.co.jp/%E7%99%BE%E8%B2%A8%E7%B9%9A%E8%A6%A7-%E3%81%AA%E3%81%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%97%97-%E7%89%B9%E5%A4%A7%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-150cm%C3%9790%E3%8E%9D/dp/B00KUPLFL8
https://www.amazon.co.jp/%E7%99%BE%E8%B2%A8%E7%B9%9A%E8%A6%A7-%E3%81%AA%E3%81%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%97%97-%E7%89%B9%E5%A4%A7%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-150cm%C3%9790%E3%8E%9D/dp/B00KUPLFL8
https://pixabay.com/ja/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%9B%BD%E6%97%97-%E7%B1%B3%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97-1960922/
https://pixabay.com/ja/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%9B%BD%E6%97%97-%E7%B1%B3%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97-1960922/
https://pixabay.com/ja/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%9B%BD%E6%97%97-%E7%B1%B3%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97-1960922/
https://pixabay.com/ja/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%9B%BD%E6%97%97-%E7%B1%B3%E5%9B%BD-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97-1960922/
http://01.gatag.net/tag/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97%EF%BC%88%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%89/
http://01.gatag.net/tag/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97%EF%BC%88%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%89/
http://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2650.html
http://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2650.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
http://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2650.html
http://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2650.html


「卓越大学院プログラム」とは What is the “WISE Program"?

国内外の大学・研究機関・民間企業等と組織的な連携を行い、世界最高水準の教育力・研究力を結集した５年
一貫の博士課程学位プログラム※
A five-year integrated doctoral degree program brings together world-class education and research
capabilities—a collaboration of universities, research institutions, and private companies structured
around the strengths of the individual universities

※プログラムとは、正規の大学院に所属しながら、追加で提供される講義や実習などの単位を取得することで
様々な「支援」や「魅力ある経験」ができる５年一貫教育のこと（QE1までに8単位、QE2までに➕2単位）。
※ WISE program allows students to gain various type of support and attractive experience through
additional units via lectures and training (at least 8 units until QE1 and ➕ 2 units until QE2)

東京農工大学の卓越大学院プログラム TUAT-WISE Program

“「超スマート社会」を新産業創出とダイバーシティにより牽引する卓越リーダーの養成”
Fostering Brilliant Leaders by Emphasizing Diversity and the Creation of New Industries to 
Drive “a Super Smart Society”

①“新産業創出”と“ダイバーシティ”を特色とし、農学と工学が協創し、民間企業や海外研究教育機関等と協力。
Featuring “Creation of new industries" and “Diversity", agriculture-engineering collaboration,
cooperation with private companies and overseas research/educational institutions.

②様々な研究分野で活躍できる高度博士人材を育成するために様々な「支援※」と「魅力ある経験※」を提供。
Provide various “support※” and “attractive experience※” to develop excellent doctoral students who 
can play an active part in various research fields.
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修士課程に
進学する
学部４年生
4th year 

undergraduate 

student enrolling 

in a master's 

program

修士
１年生
1st year 

Master

博士 １年生
1st year 

Ph.D. 

博士 2年生
2nd year 

Ph.D. 

博士 3年生
3rd year 

Ph.D. 

卓越大学院プログラム WISE Program
博士課程研究基礎力試験（Qualifying Examination）

8単位以上＋QE1通過 ﾌﾟﾗｽ2単位以上＋QE2合格
At least 8 units + qualify QE1   plus at least 2 units + qualify QE2

正規の
大学院
専攻課程
Regular

graduate

course

卓越
プログラム
WISE 

Program

① プログラム
に参加

Join WISE Program

② 様々な支援・体験
support & experiences

学位記
＋

プログラ
ム修了

Diploma

+ 

Program 

completion

① プログラムに参加：通常の各専攻の科目にプラスして卓越プログラムが提供
する科目を修得「単位互換（自己申告制）」有り。
Join in the program: in addition to the student’s major courses, student 

acquires the courses offered by the WISE program.

② 様々な支援： 海外留学経験や共同研究経験
Various support: study abroad experience and joint research experience
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東京農工大学の卓越大学院プログラム TUAT-WISE Program

博士課程に進学する
修士2年生
2nd year master's student 

enrolling in a doctoral 

course



農工大の卓越プログラムが提供する支援

Support provided by TUAT-WISE Program

プログラム修了後には「知のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ」に

Become a “knowledge professionals” after graduation

① 俯瞰力、独創性、ダイバーシティ理解、国際競争力と高度専門性を備えた卓越リーダー
An excellent leader with big-picture thinking, originality, diversity understanding, international competitiveness, and
high- level expertise

② 農学の社会的課題を工学先端技術で解決する「農工協創による新産業創出」に挑戦する人材
A Doctoral student who challenges "creation of new industries through agricultural-industrial co-creation" to solve
social issues in agriculture with advanced engineering technology

③イノベーション人材に必須なダイバーシティ（多様性：性差・国籍・社会経験など）を強化
Strengthen the diversity (diversity: gender difference, nationality, social experience, etc.) that is essential for
innovative personnel 10

① 海外留学経験や、海外研究機関と連携した
国際共同研究を行う際の経済的支援（渡航費や留学経費）

Study abroad and financial support for conducting international joint research with overseas research institutions
(travel & study abroad expenses)

② スタートアップ経費(申請必要で審査あり)
Start-up expenses (application & examination required)

③ 民間企業と連携した共同研究経験
（修了後のキャリア形成として企業とのマッチングシステムも導入）

９つの連携企業等ならびに７つの海外連携機関が参画
Joint research with private companies (Introduce a matching system with companies as career development after
completion). Participation of 9 partner companies and 7 overseas partner institutions



卓越プログラムの科目(専攻科目との互換有り) 
WISE Program Courses (transferable with Student’s Major Courses)

卓越大学院プログラムに、各専攻科目との互換科目が用意。
The WISE Program offers courses that are transferable with each 

major.

全ての単位を卓越プログラムから修得する必要はなし。
All credits do not have to be earned from the WISE program.

学生は、各学府・研究科に所属しながらカリキュラムを履修。修士論文は
通常とおり必要。
Students complete the curriculum belonging to respective majors. A 

master's thesis is required as usual.

博士論文審査や学位認定も各学生の学府・研究科。
Doctoral dissertation defense and degree certification are 

undertaken by each student’s graduate school.
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プログラム修了生

WISE graduated students

新入生

New students

D
o

＋“ポートフォリオ”による講義・演習の量的評価の見える化による自己評価
Self-evaluation by visualization of quantitative evaluation of lectures and training by "portfolio"

＋“コンピテンシー評価”による継続的な人材育成、モチベーション向上、主体的自己成長
Self-growth through “competency evaluation”, motivation improvement, proactive

“専門分野を超えた共同
研究の持続的創出”
“Sustained creation of joint 

research beyond specialized 

fields”

“新産業を創出できる卓
越した博士人材”
“Excellent PhD students who 
can create new industries””

「課題設定力」
「解決案構築力」

「アイデア創出力」
「俯瞰的思考力」

「ダイバーシティ理解力」
「マネジメント力」

「リーダーシップ力」
「新産業創出力」

「実践力」

卓越大学院プログラムの博士人材育成評価システム/Evaluation system

QE１, QE2の実施：自己評価、コンピテンシー評価、教員評価、連携機関評価

Implementation of QE1 and QE2: Self-evaluation, evaluation from competency, staff, and collaborative institutions
15

「Problem setting ability」
「Development of Solutions」
「Idea generation out put」
「Big-picture thinking」
「Diversity ability」
「Management ability」
「Leadership ability」
「New industry creation」
「Practical action」



卓越大学院

スタートアップ経費の活
用による各自の研修
Individual training by 

utilizing startup expenses

卓越大学院海外研修/ 

Oversea training
ドイツ Germany

米国 USA

インドネシア Indonesia

ベトナム Vietnam

16

卓越大学院プログラムでの海外研修や留学など
Overseas training and study abroad in WISE Program

P4P2 P3P1 P5 博士 Ph.D.

卓越大学院

スタートアップ経費の活
用による各自の研修
Individual training by 

utilizing startup expenses

卓越大学院海外研修/ 

Oversea training
ドイツ Germany

米国 USA

インドネシア Indonesia

ベトナム Vietnam

修士課程
Master course

博士課程
Doctor course

所属部局で提供する海外渡航助成（指導教員と相談）
Overseas travel assistance provided by your department

(Consult with your advisor)

学術振興会（DC）の各自申請
Apply for JSPS (DC)

各種団体の助成金など各自申請
Apply for grants from various organizations

所属部局などで提供する海外渡航助成
Overseas travel assistance provided by 

your department

学術振興会（DC）の各自申請
Apply for JSPS (DC)

各種団体の助成金
Apply for grants from various 

organizations

修士からの
５年一貫

5 year program 

from Master

博士からの編入
Enroll from Ph.D.



教育課程Curriculum
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科目群 科目名 単位数 必要

単位数

備考

農工協創基盤科目群

ダイバーシティコミュニケーション

生活科学概論

データサイエンス概論

1

1

1

2

必修

必修

推奨

産官学連携科目群
新産業創出概論

新産業創出セミナー

1

1
2

必修

必修

国際科目群

グローバル卓越リーダー概論Ⅰ

グローバル卓越リーダー概論Ⅱ

国際交流ワークショップ

1

1

2

2

選択必修

選択必修

選択必修・互換

農工協創
専門科目群

国内外実習Ⅰ

国内外実習Ⅱ

データサイエンス演習

2

2

1

2

選択必修・互換

選択必修・互換

推奨

農工協創産官学連携
国際科目

ダイバーシティビジネスマネジメント

新産業創出特別セミナー

1

1
1

必修

推奨

農工協創産官学連携
国際演習科目

新産業創出プロジェクト特論

国際インターンシップⅠ

国際インターンシップⅡ

1

1

2

1

必修

推奨

推奨

特別評価科目群

卓越大学院展開セミナーⅠ

卓越大学院展開セミナーⅡ

卓越大学院展開セミナーⅢ

1

1

1

0

（QEおよび修了要件

には算入しない、参考

科目） 18

科目表



Subject group Subject name Units
Necessa

ry units
Remark

Basic Subjects for TUAT 

Co-Creation 

• Diversity Communication

• Outline of Life Science

• Outline of Data Science

1

1

1

2

Required

Required

Recommended

Basic Subjects

for Industry-Government-

Academic Collaboration

• Outline of Creation of New Industry

• Seminar for Creation of New Industry

1

1
2

Required

Required

Subjects for

International

Training

• Outline of Global Leadership I

• Outline of Global Leadership II 

• International Workshop

1

1

2

2

Required elective

Required elective

Required elective / Transferable

Special Subjects for TUAT 

Co-Creation

• Practical Training in Domestic and Overseas I

• Practical Training in Domestic and Overseas II

• Exercise for Data Science

2

2

2

2

Required / Transferable

Recommended / Transferable

Recommended

Advanced Subjects for 

TUAT Co-Creation and 

Industry-Government-

Academia Collaboration

• Diversity Business Management

• Special Seminar for Creation of New 

Industries

1

1
1

Required

Recommended

Advanced Exercise

for TUAT Co-Creation and 

Industry-Government-

Academia Collaboration

• Special Project for Creation of New Industry

• Overseas Internship I

• Overseas Internship II

1

1

2

1

Required

Recommended

Recommended

Special Evaluation

• Extended WISE Seminar I

• Extended WISE Seminar II

• Extended WISE Seminar III

1

1

1

0

Courses



TUAT卓越大学院プログラム ：コンピテンシー
Competency

キーワード
Keyword

卓越大学院プログラム修了時の獲得コンピテンシー
Competency gained after finishing WISE Program

コンセプチュアル
Conceptual

課題設定
Problem setting

・適切な情報取集で社会的課題を設定している
Identifies social problems through appropriate information gathering

解決案構築
Development
of Solutions

・社会的課題解決に向けた最善の解決案を構築している
Develops the best solution for solving social problems

アイディア創出
Idea generation

・社会実装に向けた独創的なアイディアを創出している
Generates creative ideas for social implementation

俯瞰的思考
Big-picture thinking

・新産業創出に向けた俯瞰的な見方・考え方をしている
Has big-picture perspective/thinking for creating new industries

ヒューマン
Human

ダイバーシティ
Diversity

・ダイバーシティの観点で意思決定をしている
Makes decisions with a diversity perspective

マネジメント
Management

・多様な価値観を尊重し、その場（社会）において最善の調整・
交渉をしている / Respects diverse values, and employs the best coordination 

and negotiation in each situation (society)

リーダーシップ
Leadership

・(英語を活用して）グローバル社会で自身の存在意義を明示し、
人を惹きつけている / Clearly demonstrates his or her own reason for being in 

global society (using English), and attracts people

テクニカル
Technical

新産業創出
New industry 

creation

・新産業創出に向けた先端知識・技術を身に付けている / Acquires cutting-edge 

knowledge and technology in engineering and agriculture for creating new 
industries

実践
Practical action

・農学および工学の先端技術を活用し、実践している / Active at the practical level 

in research or projects using cutting-edge technology in agriculture or 
engineering

「超スマート社会」を新産業創出とダイバーシティにより牽引する卓越リーダー
Fostering Brilliant Leaders by Emphasizing Diversity and the Creation of New Industries to Drive a Super Smart Society



Qualifying Examination1（QE1）
達成目標と条件 / Goals and conditions

QE1修了要件 Completion Requirements of QE1
各専攻での修士論文の最終審査（QE1含む）に合格見込みがあり、以下の科目から合計8単位以上

を習得し、かつ本プログラムのQE1審査に合格していること
Student must have an expectation to pass the final examination of the master’s thesis in the department (including 
QE1), acquire more than 8 units in total from the following subjects, and pass the QE1 examination for the program.

農工協創基礎科目群
TUAT Co-Creation Basic Subjects 

2単位以上
2 units or above

産官学連携科目群
Basic Subjects for Academic-Industrial Collaboration 

2単位
2 units 

国際科目群
International Subjects

2単位以上
2 units or above

農工協創専門科目群
TUAT Co-Creation Special Subjects

2単位以上
2 units or above
合計8単位以上

Total: 8 units or above

評価方法 /Evaluation method：

① 履修科目の該当コンピテンシーを成績により数値化 / Numerical 
quantification, based on grades, of the competency in the subjects 

② 指導教員、特任助教等、複数名（自己評価含む）による観察評価
Observe and evaluate by multiple people (including self-evaluation) such as  
advisors and specially-appointed assistant professors

③ 口頭試験（プレゼンテーション、質疑応答） / Oral examination (presentation, 
Q&A)

上記3点による評価を実施し、一定以上の基準を満たしていること。
The student passes if the evaluation (based on the above 3 point) is at or above 

a certain level . 
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Qualifying Examination2（QE2）
達成目標と条件 / Goals and conditions

QE2修了要件 Completion Requirements of QE2
各専攻での博士論文の最終試験の合格見込みがあるとともに、以下の科目から
合計２単位以上を習得し、かつQE2審査に合格している必要があります。

Student must have a prospect of passing the final test for the doctoral thesis in the department, acquire more than 2 
units in total from the following subjects, and pass the QE2 examination.

農工協創産官学連携国際科目
TUAT Academic-Industrial Collaboration Advanced Subjects 

1単位以上
1 unit or above

農工協創産官学連携国際演習科目
TUAT Academic Industrial Collaboration Advanced Exercise

1単位以上
1 unit or above

博士課程・博士後期課程（P3）での編入学生 For students enrolling from Doctor course (P3)
「ダイバーシティコミュニケーション」、「新産業創出概論」「グローバル卓越リーダー概論Ⅰ」「グローバル卓越リーダー
概論Ⅱ」の履修が必要（合計4単位以上） / “Diversity Communication, “Outline Innovation for New Technology”, 
“Outline of Global Leadership I”, and “Outline of Global Leadership II” are required (total 4 units or above) 22

評価方法 /Evaluation method：

① 履修科目の該当コンピテンシーを成績により数値化 / Numerical quantification, based on grades, of the 
competency in the subjects 

② 指導教員、特任助教等、複数名（自己評価含む）による観察評価
Observe and evaluate by multiple people (including self-evaluation) such as  advisors and specially-appointed 
assistant professors

③ 口頭試験（プレゼンテーション、質疑応答） / Oral examination (presentation, Q&A)

上記3点による評価を実施し、一定以上の基準を満たしていること。
The student passes if the evaluation (based on the above 3 point) is at or above a certain level . 
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問い合わせ先 CONTACT

【卓越プログラムオフィス / WISE Office 】
• 府中キャンパス：本館1階 GIO / Fuchu Campus: Main 1st floor of the main 

bldg., GIO (Global Information Office)
• 小金井キャンパス：13号館403室 / Koganei campus: Rm 403, 13rd floor of the 

bldg. 13

【担当特任教員/ Specially appointed faculty for WISE】
一條 洋子（主に府中） / ICHIJO Yoko （Mainly in Fuchu）
尾崎 宏和（主に府中） / OZAKI Hirokazu （Mainly in Fuchu）
小林 真理（主に小金井） / KOBAYASHI Mari （Mainly in Koganei）

【事務問い合わせ先 Contact】
学務部学生総合支援課 / Student Affairs Section
E-mail: girkikaku@m2.tuat.ac.jp
TEL: 042-367-5943/5953/5882

ホームページ Website   http://www.wise.tuat.ac.jp

http://www.wise.tuat.ac.jp/

