また 6 月 27 日の「Project Control」では、提示された住宅建設がどれだけの期間とコス
トで完了できるかエクセルや電卓を駆使して各自がスケジューリングを行い，マネージメ
ント能力が試された(写真 2-6)。

写真 2-6．「Project Control」(6 月 27 日)の講義風景

本講義を通して学生はプロジェクト・マネージメントという仕事の重要さ，我々の生
活との密接なかかわり，そしてプロジェクト遂行における苦労や遣り甲斐について学ぶこ
とができた。学生にとって新たな視点・物の見方が備わる貴重な機会になったのではない
かと考える。
本実践産業(III)は，(財)エンジニアリング協会の講座として千代田化工建設(株)が担
当して開講されたものであることを重ねて申し添えるとともに，平成 27 年度の実践産業
(III)についても，同社(千代田化工建設)による講義が予定されていることを加えて述べて
おきたい。

2.4. 実習，演習
(1) 国際演習
① 国際演習 A
国際演習 A では，社会学系教員が総括リーダーとなり，講義(外部講師を含む)，グリ
ーンアジアの理念に沿った課題を据えたセミナーと討論会を月 1 回の頻度で開催する。こ
の演習を通じ，学生は独自の研究課題(科学技術論，社会・産業論)を見いだし，総括リー
ダー，MCU の支援を受けながら研究を進める(図 2-6)。
国際演習 A1(一貫制博士課程 3 年後期)では，自身の博士論文研究に関する科学技術の
社会的背景や社会的意義をレビューし評価するためのテーマや方法論を決定する。国際演
習 A2(同 4 年前期)～A3(同 4 年後期)では，決定したテーマや方法論に従って月 1 回のミー
ティングを重ねながら，調査・研究を継続して行う。国際演習 A4(同 5 年前期)では、自身
の研究について発表するとともに，その課題に関するセミナーのリーダーとなって議論を
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総括し，その成果を踏まえ「グリーンアジア自由課題論文」を作成，第 4 ステージゲート
に臨む。審査に合格した論文は，本プログラムの自主ジャーナル「EVERGREEN」に掲載す
る。さらに社会科学系教員と学生の連盟による学術誌などへの論文投稿を目指す。

図 2-6．国際演習 A の概要

平成 26 年度は月 1 回の LCA や環境影響評価に関する講義と全体ミーティングを行い，
調査・研究課題を決定し，提案書の提出・発表を実施した(写真 2-7)。学生は社会科学的な
思考方に初めて触れたということもあって，本演習の趣旨を捉え，自身の研究課題を決定
するのに多くの時間を要した様である。しかしながら新たな視点を得たことにより，自身
の研究に関する視野が広がったと考えられる。平成 27 年度は提案書を基に月 1 回の講義や
全体ミーティングを踏まえ，調査・研究を継続していく予定である。

写真 2-7
2-7．国際演習
．国際演習 A
A の様子
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② 国際演習 B
本プログラムでは年 1 回の頻度で「International Forum for Green Asia」を開催しており，
プログラムの進捗報告，アジアの産業界や学界リーダーによる公演，社会科学・科学技術・
産業技術・政策の融合によるグリーンアジアシンポジウムをオーガナイズしている。本演
習では，学生が自らの研究発表に加えて，この会議の企画・運営に参画し，所定の役割を
果たす(図 2-8)。

図 2-8．国際演習 B の概要

国際演習 B1(一貫制博士課程 3 年後期)では，自身の博士論文研究成果を国際演習 A1
でレビュー・評価する社会的意義の解説を含んで発表する。また学生セッションやアフタ
ヌーンコロキウムでの討論会に参加する。国際演習 B2(同 4 年後期)では，国際演習 B1 の内
容に加えて，会議の企画・運営に参画し，学生セッションのトピックスを提案する。国際
演習 B3(同 5 年後期)では，国際演習 B1，B2 の内容に加えて，学生セッションのモデレー
ターを担当し，さらに他分野の研究者，技術者とのコミュニケーション能力を養う。
平成 26 年度は学生の博士論文研究成果のポスター発表を実施した(写真 2-8)。ポスタ
ーの内容は，それぞれの研究成果を国際演習 A1 で研究した社会的背景や意義を中心とした
形でまとめたものとなった。教員や他学年からの質疑応答も活発に行われ，有意義なもの
となった。また，学生セッションにおいて決められたトピックスに関して学生達はグルー
プに分かれて討論し(写真 2-8)，その結論について発表した。短い時間であったにも関わら
ずそれぞれのグループで興味深い結論が導かれ，あるトピックスについて様々な分野の学
生と討論する機会を得たことによって，学生達も新たな視点を得られたと考えられる。学
生セッションに関しては，この討論を踏まえてさらに学生自身が考察したものを含んだ報
告書を学生は提出した。また他のフォーラムにも積極的に参加した。 平成 27 年度は 26 年度
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に実施した内容と，さらにフォーラムの企画・運営に学生が参画し，学生セッションにお
いても学生自身でトピックスを提案していく予定である。

写真 2-8．ポスターセッションと学生セッションの様子

(2) インターンシッププログラム
グリーンアジアコース生は 5 年間の在学期間中に 3 回のインターンシップ活動への参
加が課せられている。その対象は日本国内外の企業や研究機関で，産業界での実践的な就
労体験を通じて，国際社会で活躍する人材として必要なリーダーシップを養うことを目的
としている。インターンシップは「プラクティススクール」(一貫制博士課程 1~2 年生時に
実施)と「国際インターンシップ」「国内インターンシップ」(いずれも 3~4 年生時に実施)
に分けられている(図 2-9)。

Master Course
前期2年間 / 修士課程相当
0

1

Doctoral Course
後期3年間 / 博士後期課程相当

2

3

4

5

Years
Practice school
Overseas Internship Domestic Internship
プラクティススクール 国際インターンシップ 国内インターンシップ

図 2-9．各インターンシップのスケジュール

① プラクティス・スクール
プラクティス・スクールは主に日本国内の企業や研究機関が対象で，コース生はメン
ターと相談の上で行先機関を決定し，現地受け入れ担当者の指導の下実習を行う。この受
け入れ担当者には，差支えの無い範囲で技術メンター(メンタリングケアユニットの一人)
としての協力をお願いしている。実習終了後，コース生は実習成果をまとめて「プラクテ
ィス・スクール成果発表会」で発表をする(この発表会には技術メンターも招待している)。
発表会で合格が認められれば必修科目「プラクティス・スクール」の単位として認定され
る。プラクティス・スクールへの参加からおよそ 2 年後に，コース生は再び同じ企業・研
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究機関に赴き「国内インターンシップ」として技術メンター指導の下 2 度目の実習を行う
ことになっている。
1 期生(平成 24 年度入コース，6 名)は平成 25 年 9 月までにプラクティス・スクールを
終了した(表 2-10，写真 2-9)。
表 2-10．1 期生のプラクティス・スクール実施状況
学生
実施期間
受け入れ先
赤嶺 大志
H25.8-9
物質・材料研究機構(NIMS)
儀間 弘樹
H25.7-8
物質・材料研究機構(NIMS)
花田 尊徳
H25.7-8
産業技術総合研究所(AIST)
佐藤 幹
H25.7-8
電力中央研究所(CRIEPI)
正木 悠聖
H25.8
電力中央研究所(CRIEPI)
松本 親樹
H25.4-5
Waterloo 大学(カナダ)フィールドスクール

写真 2-9．プラクティス・スクールでの実習(1 期生)

全員の実習が終了して約 1 か月後の平成 25 年 10 月 25 日に，技術メンターを招待して
の発表会を行い，1 期生は普段の大学院では経験することのできない幅広い体験や得た知識
について発表した(写真 2-10)。なお発表内容が企業の知的財産管理に抵触することが無い
よう，十分に留意するよう事前に指導した。

写真 2-10．プラクティス・スクールの計画書・レポートと発表会(1 期生)

2 期生(16 名)のプラクティス・スクールについては，1 期生と比較して当初若干の懸念
があった。それは企業が留学生のインターンシップ受け入れについて難色を示すのではな
いかという点である。これは如何ともし難い日本の現状であるが，ふたを開けてみれば多
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くの企業が留学生の受け入れを快諾してくれ，当初の不安は杞憂に終わった(表 2-11)。
表 2-11．2 期生のプラクティス・スクール実施状況
学生
実施期間
受け入れ先
楢﨑 優
H26.8-9
物質・材料研究機構(NIMS)
滝沢 里奈
H26.8-9
新日鐵住金(株)技術開発センター
田邉 和大
H26.7-8
日本電信電話(株)先端技術総合研究所
張 建勲
H26.8-9
産業技術総合研究所(AIST)
米田 亮太
H25.4-6
日本電信電話(株)マイクロシステムインテ
グレーション研究所
濱田 夏彦
H26.8-9
(株)東芝
田中 雅仁
H26.7-8
(独)海洋研究開発機構(JAMSTEC)
Anis Syazwani Binti Shuhaimi
H26.8
電力中央研究所(CRIEPI)
Zayda Faizah Zahara
H26.7-8
産業技術総合研究所(AIST)
Tarek Mahmoud Atia Mostafa
H26.8-10
サンエジソンジャパン(株)
Ryan Imansyah
H26.7-8
(株)フジクラ
Azizah Intan Pangesty
H26.7-8
グンゼ(株)
Pennapa Tungjiratthitikan
H27.4
(共)自然科学研究機構 分子科学研究所
Khanam Marzia
H26.8-9
三重大学
Pal Animesh
H26.9-10
カルソニックカンセイ(株)
Sendy Dwiki
H26.9
水 ing(株)

平成 26 年 10 月 30 日に，それまでにプラクティス・スクールを終えた 15 名の学生の
発表を行った(写真 2-11)。また一部学生については平成 27 年 2 月 12 日に実施した。今回
より発表に際して「実習内容の専門的内容についてではなく，実習を通じて学んだこと・
経験したこと等を中心に発表する」ようにコース生に指導した。これは理系の学生が普段
経験する学会等での発表とは異なるスタイルであるため，多くのコース生には十分に理解
が行き届かなかったようであった。しかし一方で，この指導を踏まえて自身の経験や感想
を巧みに発表したコース生もいたため，次年度からは指導をより充実させ，コース生が実
習を計画および参加している段階からその目的を強く意識してインターンシップに臨んで
もらえるよう改善したい。

写真2-11
2-11．プラクティス・スクール発表会(2
写真
．プラクティス・スクール発表会(2期生)
期生)

36
36

② 国際インターンシップ
国際インターンシップは海外の企業や研究機関を実習先とし，日本とは異なる環境で
の就労経験や英語によるコミュニケーションを通じて，国際社会で働くことを経験して学
ぶことを目的としている。プラクティス・スクールと同様に，受け入れ機関の担当者には
海外メンターとしての協力をお願いしており，実習と課題を修了したコース生には必修科
目「国際インターンシップ」の単位が与えられる。
平成 27 年 4 月時点で 1 期生の国際インターンシップが現在進行形であるため，本件に
ついては予定を含めて表 2-12 にまとめた。

学生
赤嶺 大志
儀間 弘樹
花田 尊徳
正木 悠聖
松本 親樹

表 2-12．1 期生の国際インターンシップ実施状況
実施期間
受け入れ先
平成 26 年 5 月〜平成 27 年 2 月
Antwerp 大学(ベルギー)
平成 27 年 5 月〜8 月(予定)
Institute NEEL CNRS/UJF(フランス)
平成 26 年 6 月〜8 月
UBE Thechnical Center Ltd(タイ)
平成 26 年 6 月〜9 月
Bangor 大学(イギリス)
平成 26 年 8 月，平成 27 年 2 月〜3 月 バンドン工科大学(インドネシア)

(3) 海外短期実習
① マレーシア実習(平成 25 年度)
平成 26 年 2 月 10 日〜15 日の日程で，
実践産業科目としてマレーシア実習が行われた。
参加者は学生 16 名，教員 10 名，事務スタッフ 5 名の計 31 名で，マレーシア国民大学
(Universiti Kebangsaan Malaysia)，マレーシア工科大学(Universiti Teknologi Malaysia)のマレ
ーシア日本国際工科院(Malaysia-Japan International Institute of Technology, MJIIT)，及びマレ
ーシア SH エレクトロニクス社を訪問した。
実習初日の 11 日にはマレーシア国民大学を訪問した。まず太陽エネルギー研究所(Solar
Energy Research Institute，SERI)の Director である Dato’ Kamaruzzaman Sopian 教授より SERI
の研究・教育活動について説明を受け，次いで谷本教授よりグリーンアジアプログラムに
ついての説明がなされた。SERI は太陽エネルギーと再生可能エネルギーの世界レベルの研
究をおこなうことを目的とし，10 年ほど前にマレーシア政府により設立された施設である。
その後，各研究室で教員及び院生から実験装置などについて説明を受け，短いながらも活
発な意見交換，質疑応答がなされた(写真 2-12)。
翌 12 日にはマレーシア工科大学のマレーシア日本国際工科院(MJIIT)を訪問した。
MJIIT は講座制(i-Kohza)などの日本式の工学研究にならった教育課程を設置し，2010 年に
設立された組織である。ここでは本プログラムと MJIIT とのジョイントワークショップを
開催し，基調講演 3 件(池田章一郎教授(MJIIT)，Mohamed Mahmoud EI-Sayed Nasef 教授
(MJIIT)，谷本潤教授(九大))，招待講演 3 件，及び学生の研究発表 10 件が行われた(写真
2-13，図 2-10)。学生の発表としては，本プログラムからは 1 期生 6 名全員が研究報告をお
こなった。本会で学生は，エネルギー，環境，材料化学などに関する最新研究の動向につ
いて，公式・非公式に議論する良い機会を得たと思われる。
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写真 2-12．SERI 訪問

写真 2-13．GA-MJIIT ジョイントワークショップ

13 日にはマレーシア SH エレクトロニクス社を訪問した(写真 2-14)。ここは先に本短
期実習の事前研修(後述，2.4.(4)①)として菱刈鉱山を見学させてもらった住友金属鉱山
(株)の製錬事業海外グループ会社である。事業所は 1989 年に設立され，従業員は 450 名，
主にリードフレームの製造をおこなっている。最初に秋山社長と担当者の方からマレーシ
ア SH エレクトロニクス社の概要と工場における製造課程についての説明があり，その後質
疑応答の時間が設けられた。その後，工場の食堂で昼休みの貴重な時間を割いていただき，
社員の方と話しながら昼食をとった。昼食後作業服に着替え，少人数のグループに分かれ
て工場内を見学させてもらった。また水処理などの環境対策についても説明を受けた。
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図 2-10．GA-MJIIT ジョイントワークショップのプロシーディングス

写真 2-14．マレーシア SH エレクトロニクス工場見学

一連のマレーシア実習の中ではマレーシア文化に触れる機会もあった。ツインタワー
のような高層建築が立ち並び，モータリゼーションが進むクアラルンプールという都市の
成長を目の当たりにした。また，イスラム教徒が多い国柄から，関連した建物や装飾を多
く見かけたが，マレーシアでは珍しいヒンドゥ教の寺院であるバトゥ洞窟を見る機会もあ
った。
② タイ実習(平成 25 年度)[中止，延期]
実践産業科目としてのタイ実習が，G-COE「新炭素資源学」と合同で平成 26 年 2 月 2
日〜7 日の日程で計画された。参加者は学生が 13 名(グリーンアジアコース生 7 名，新炭素
資源学コース生 6 名)，教員 7 名，事務局スタッフ 4 名の計 24 名でマヒドン大学サラヤキ
ャンパス(3 日)及びパヤタイキャンパス(4 日)と Daikin Industries(Thailand)(5 日)を訪問し，
マヒドン大学では双方の学生の発表も予定されていた。
しかしながら，本実習の事前研修として，ダイキン工業(株)滋賀製作所の見学(後述，
2.4.(4)②)は実施されたものの，前年の反政府デモに端を発する政情不安からバンコク市内
での移動と安全の確保が難しいという判断がなされ，実施直前に中止された。この実習で
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実践産業の単位を取得予定であったグリーンアジアコース 1 期生 2 名については，QE まで
の単位取得が必要であったことから，急遽マレーシア実習(前述，2.4.(3)①)に参加した。
また本実習は，翌平成 26 年度に再度計画・実施された(後述，2.4.(3)④)。
③ バングラデシュ実習(平成 26 年度)[延期]
平成 26 年度の海外短期実習として，当実習には本校の学生と教職員合わせて 30 名が
平成 27 年 1 月 27 日から 31 日までバングラデシュのダッカ市を訪問する計画であった。本
実習の主な目的は(1)ダッカ市を本拠地とする株式会社 Beximco Pharmaceuticals Ltd.を訪問
して工場見学や学生と会社の方々を交えたディスカッションを行い，学生の知見を深める
こと(2)ダッカ大学を訪問し「グリーンアジアのためのグローバル戦略」に関するワークシ
ョップを行うことであった。
しかしながら，バングラデシュ国内の政情不安が突如緊迫したために情報収集などを
進めて慎重に検討した結果，学生の安全を十分に確保することができないと判断され，渡
航を断念することにした。
④ タイ実習(平成 26 年度)
平成 26 年度の実践産業(I)と実践産業(II)として，平成 27 年 3 月 10 日～15 日の日程で
タイへの短期実習を実施した(表 2-13)。参加者は、GA の学生が 19 名、キャンパスアジア
の学生が 1 名、新炭素資源の学生が 8 名、教員やスタッフが 10 名の計 38 名であった。
マヒドン大学 パヤタイキャンパス訪問(3 月 11 日)
タイ実習の初日(3 月 11 日)は首都バンコクの中心部にあるマヒドン大学パヤタイキャ
ンパスを訪問した(写真 2-15)。パヤタイキャンパスは重厚な作りの建物が多く，図書館や
扇状の大講義室などの施設があり，また週末にはキャンパス内に露店が出されるなど自由
な雰囲気のキャンパスである。
午前中はマヒドン大学側からは大学及び理学部の紹介とともに，学部教育について映
像で紹介され，九州大学側からは大学及びグリーンアジア，新炭素資源学、キャンパスア
ジアの説明を行った。その後，それぞれの大学の教員による研究に関する講演が行われた。
午後からは双方の学生 8 名がモデルセミナーで様々な分野の発表を行った。異分野の学生
にも理解しやすい発表を行うという工夫がなされたことにより，活発な質疑応答や議論が
行われた。様々な分野の研究アプローチに触れることにより，学生は新たな視点を得られ
たと考えられる。さらにそれぞれの国の研究に関する情報を得る貴重な機会となった。そ
の後，両校の教員らは研究協力についてディスカッションを実施した。その結果，継続し
て研究協力が可能であるということを改めて認識した。またそれと同時刻に学生はキャン
パス及び研究室ツアーを実施し，タイの学生生活や研究室の様子を学んだ。
マヒドン大学 サラヤキャンパス訪問(3 月 12 日)
2 日目(3 月 12 日)の実習では，首都バンコクの中心から少し離れた場所にあるマヒド
ン大学サラヤキャンパスを訪問した。サラヤキャンパスはパヤタイキャンパスよりも新し
く，教養部，巨大なホール，大学寮やサークル施設など多数の設備がある自然も豊富なキ
ャンパスで，学生は循環バスにてキャンパス内を移動する。
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表 2-13．タイ実習のスケジュール
実施日
3/11(火)

訪問先，スケジュール
マヒドン大学パヤタイキャンパス
9:10
9:30
10:00
11:20
11:40
13:00
15:00
16:00
16:45

3/12(水)

マヒドン大学サラヤキャンパス
9:00
9:10
9:25
10:20
11:00
12:30
13:30
14:35
16:30

3/13(木)

理学部長表敬
マヒドン大学及び理学部についてのプレゼンテーション
九州大学及び GA プログラム，新炭素資源学，キャンパスアジア
についての紹介
九州大学 辻教授による講演
九州大学 Spring 助教による講演
昼食
モデルセミナー
両校の研究協力についての議論(教員)，研究室見学(学生)
学生生活についての情報交換
閉会
副学長表敬
サラヤキャンパスについての紹介
有機化学や高分子化学の研究活動についての紹介
九州大学についての紹介
九州大学 小山教授による講演
マヒドン大学 Siwaporn 助教による講演
モデルセミナー
昼食
研究室ツアー
キャンパスツアー
閉会

ダイキン インダストリーズ タイランド訪問
9:30
10:00
11:00

ダイキン インダストリーズ タイランドについての説明
工場見学
質疑応答

写真 2-15．パヤタイキャンパス訪問

午前中はマヒドン大学の有機化学，高分子化学の分野の教員や学生が集まり，マヒド
ン大学側は高分子化学工学部の教員や研究活動の紹介，九州大学側はグリーンアジア，新
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炭素資源学，キャンパスアジアの説明を行った。その後，双方の教員による講演や学生 13
人によるモデルセミナーを実施した(写真 2-16)。前日に続き異分野の研究発表がなされた
が，内容を理解しやすい説明であったため，双方の学生がそれぞれの分野の研究に興味関
心を持ち，積極的な質疑応答や議論が行われた。午後は高分子化学工学部の研究室及び実
験室の見学を実施した。タイの基幹産業となる天然ゴム，合成ゴムに関する高度な研究が
印象的であった。学生もゴムに関する実験のデモンストレーションを見学し，それに関す
る情報に深い興味関心を抱いていた。その後バスに乗ってキャンパスツアーを行った。新
しく広大なキャンパスということもあり，新しい施設や九州大学にはない施設などもあり
非常に興味深かった。またマヒドン大学の学生から様々な施設の説明を受け，九州大学の
学生が質問を行うなど，研究以外でも活発なコミュニケーションが行われた。タイでの学
生生活やキャンパスの様子を知ることができる非常に貴重な経験となった。

写真 2-16．モデルセミナー（サラヤキャンパス）

ダイキン インダストリーズ タイランド訪問(3 月 13 日)

3 日目(3 月 13 日)の実習では，首都バンコクから車で 1 時間半ほどの Chonburi 地区に

ある「ダイキン インダストリーズ タイランド」を訪問した。ダイキン インダストリーズ
がタイでのビジネスを 1967 年に開始し，現在は 5 つの関連企業がタイにある。その中のダ
イキン インダストリーズ タイランドは 1990 年に設立され，今年で 25 年目となる。設立
当初は生産のみであったが，2005 年からは研究開発を行い，ASEAN 発の地域特化商品の独
自開発着手している。その過程で各種認証を取得し，様々な部門で総理大臣賞を受賞して
いる。
ダイキン インダストリーズ タイランドの人員構成は正社員 2,312 人，支援従業員 2,293
人の計 4,605 人(平成 27 年 2 月 28 日現在)となっている。その内日本人は 20 名で，ほとん
ど外国人で構成されている。これはダイキン インダストリーズがローカルの人を育成する
というミッションで経営しているからである。ここでは日本の指示を仰ぐのではなく，地
域に合った独自の経営がなされている。
説明の後にトレーニングセンターと組み立て工場の見学を行った。トレーニングセン
ターでは，工場で働く適正があるかどうかの様々なテストや，事故を起こさないための徹
底的な教育がなされている。それに合格後，各工程の組み立て作業をトレーニングし，実
際の現場に配属される。ここではタイ人の性格に特化した教育がなされている印象を受け
た。組立工場は手作業の部分以外は全てコンピューター管理されており，2 種の組み立て方
法で様々な国の型を混合して組み立てている。そのときミスが起きないような管理も徹底
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されていた。人の手が確実に必要な部分以外をオートメーション化することで，高効率で
高品質な製品を製造していると感じた。環境対策も各種認証を取得するほど温暖化に関し
て省エネ技術を取り入れていくといった形でリードしており，日本のダイキン工業と同等
の意識で工場経営がなされている。また現地に開発部門をおいたことにより，環境にも配
慮した地域特有の機能を装備した製品を製造すべく年々改良されているということも感じ
られた。
工場見学後は現地スタッフとの質疑応答が行われ(写真 2-17)，学生は「環境に考えた
うえで今後どのようなことに取り組んでいくのか」
「改善という言葉が浸透しているがそれ
を実施するのにどれだけの苦労があったか」など積極的に質問し，有意義な議論を行うこ
とができた。

写真 2-17．ダイキン インダストリーズ タイランド見学

(4) 国内短期実習
① 住友金属鉱山(株)菱刈鉱山見学(平成 25 年度)
平成 26 年 1 月 29 日に，実践産業の一環，マレーシア実習(前述，2.4.(3)①)の事前研
修として国内実習となる菱刈鉱山見学を行った(写真 2-18)。参加者は学生 17 名(日本人 10
名、留学生 7 名)，教員 4 名であり，バスをチャーターして鹿児島への日帰りの実習となっ
た。
グリーンアジアの連携企業である住友金属鉱山(株)が所有する菱刈鉱山は日本唯一と
なった金属鉱山であり，30 年前より金を産出している。まず鉱山概要と会社説明を映像に
て紹介していただき，本鉱山の金品位が通常の金鉱山の 10 倍以上と飛びぬけて高いこと，
鉱内掘りにより採掘された金鉱石は色により人の手で選別され，銅等の精錬所に送られて
回収されることなどが説明された。引き続いてバスによる鉱山見学が行われ，鉱山の外観、
選鉱場、堆積場や機械設備、温水の排水パイプラインなどを周回した。鉱内掘りによる環
境負荷の低減，鉱内からくみ出される温水を温泉に還元するなど，環境と地域住民に極力
配慮した会社の姿勢がうかがわれた。その後社員の方を交えた討議を行い，会社の沿革・
理念や今後の事業展開，環境，地域社会との関係などについての活発な議論が行われた。
資源の学生以外にとって鉱山の見学は珍しく，貴重な経験となったと思われる。鉱山はグ
リーンアジアの重要な理念の一つである遡及性の一番上に存在し，またその規模の大きさ
や社会，環境の影響を含めて，今後社会全体のシステムの構築を考えていく必ず配慮して
いかなければならない分野であると考えられる。
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写真 2-18．住友金属鉱山(株)菱刈鉱山見学

② ダイキン工業(株)滋賀製作所見学(平成 25 年度)
グリーンアジアの 1 期の実践産業(II)および 2 期の実践産業(I)として海外短期実習の
タイ実習(前述，2.4.(3)②)が計画されていたが，この事前研修としてダイキン工業
(株)滋賀製作所の見学会が平成 26 年 1 月 6 日に実施された。
まずダイキン工業の歴史と現状，及びダイキン工業が進めている「Production of DAIKIN
System(PSD)」についての説明があった(写真 2-19)。一般に一つの生産ラインでは一種類
の製品を造る方が単純なコストと生産効率の点からは利点が大きいと考えられる。しかし
ながら，空調機のような季節や天候による需要の差が大きい製品については，過剰・過少
生産のリスクがある。ダイキン工業では売れ行きに応じて生産をコントロールする「ハイ
サイクル生産」，一つの生産ラインで複数の製品を生産する「多品種混合生産」を導入し，
総合的に効率的な生産システムを確立しているということであった。

写真 2-19．ダイキン工業(株)滋賀製作所見学

その後，実際の生産現場を英語班と日本語班の 2 つのグループに分かれて見学した。
一つの生産ラインで同時にいろいろな種類の空調機が生産されていく様子は興味深かった。
また工場内では作業環境の改善と作業効率の向上のために様々な「からくり」が利用され
ていた。最先端の生産システムの中に日本伝統のローテクが活用されていることは一見ミ
スマッチに見えたが，電力などの運用コストがかからない合理的な方法であると感じた。
またこれらの「からくり」を考案するための専用の作業場や教育システムなどがある点も
大変興味深かった。最後にショールームで最新のダイキン工業製品の説明を受けた後，見
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学会全体についての質疑応答がなされた。
なお 2 月上旬に実施される予定であったタイへの海外短期実習(前述，2.4.(3)②)につ
いては，バンコク市内で続いていた政情不安が収まらずに実施直前に中止された。タイ実
習は平成 26 年度に改めて計画・実施され(2.4.(3)④)，付随してダイキン工業滋賀製作所の
見学も国内企業見学ツアー(2.4.(4)③)の一部として再度行われた。
③ 国内企業見学ツアー(平成 26 年度)
実践産業科目である海外短期実習の一部として，アジア地域を含む海外において活躍
している国内企業 3 社を連続して訪問・見学する GA 国内企業見学ツアーを平成 27 年 3 月
17 日～20 日に実施した(表 2-14)。本ツアーの中で，製鉄・光ファイバ・空調機器の各々に
おける国内最大の開発拠点を巡り，施設見学だけでなく製造開発に携わる方々に直接話を
伺うことができた。本ツアーには GA コース生 27 名，GA リサーチアシスタント生 12 名，
教員 7 名の計 47 名が参加し，実施期間・参加人数ともに GA の国内実習としては最大規模
となった。
実施日
3/18(水)

3/19(木)

3/20(金)

表 2-14．国内企業見学ツアーのスケジュール
訪問先，スケジュール
新日鐵住金(株)君津製鉄所(千葉・君津)，富津 RE センター(千葉・富津)
13:10
君津製鉄所 到着
13:10-13:30 (20 min)
君津製鉄所 紹介
13:40-14:50 (70 min)
2 グループに分かれ製鉄所内を見学
14:50-15:00 (10 min)
質疑応答
移動
15:20
富津 RE センター 到着
15:20-17:00 (100 min) RE センターの紹介，GA の紹介，RE センター見学
17:00-17:40 (40 min)
質疑応答
17:40
RE センター 出発
(株)フジクラ 佐倉事業所(千葉・佐倉)
13:10
佐倉事業所 到着
13:20-13:50 (30 min)
佐倉事業所 紹介，GA の紹介
13:10-16:05 (115 min) 4 グループに分かれ事業所内を見学
16:10-16:40 (30 min)
質疑応答
16:50
RE センター 出発
京エコロジーセンター(京都市環境保全活動センター)(京都)
京エコロジーセンター 見学
ダイキン工業(株)滋賀製作所(滋賀)
13:00
滋賀製作所 到着
13:10-13:30 (20 min)
滋賀製作所紹介
13:40-14:45 (60 min)
2 グループに分かれ製作所内を見学
14:50-15:30 (40 min)
PSD(Production of DAIKIN System)の紹介
15:30-16:20 (50 min)
質疑応答
16:30
滋賀製作所 出発

新日鐵住金(株)訪問
企業訪問初日の 3 月 18 日には，千葉県内の新日鐵住金(株)君津製鉄所および富津 RE
センターを訪問した。JR 君津駅からバスで 15 分程度のところに所在する君津製鉄所をまず
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訪問した。企業側から製鉄所の説明を受けた後，2 グループに分かれて施設見学を行った。
構内はバスで移動し，その際，構内専用ナンバーを付けた自動車が走っていることや，構
内専用列車が走るための線路(および踏み切り)が敷かれていることなど，構内独自の移
動・輸送手段が発達していることに驚かされた。見学施設として最初に訪れたのは第四高
炉である(写真 2-20)。通称「お立ち台」と呼ばれるスペースから見た高炉の姿は圧巻の一
言であった。次に向かったのが厚板の圧延施設である。巨大な赤熱した鉄が豪快に熱や音
を発しながら延ばされていく様子は迫力の光景であった。

写真 2-20．君津製鉄所・第四高炉見学(「お立ち台」より)

そ の 後 ， 君 津 製 鉄 所 か ら バ ス で 20 分 程 度 の と こ ろ に あ る 富 津 RE(Research &
Engineering)センターに移動した。企業側から富津 RE センターの説明を受けた後，新日鐵
住金が行っている様々な研究を見学した。その中には一見製鉄とは関係なさそうな研究テ
ーマもあり，例えばミネラルの供給不足による磯焼け現象に対して、製鉄プロセスで発生
する副産物(スラグ)の活用を研究している部署を見学した。また、機械の強度をミクロな
立場から理解するための原子レベルで材料内の組成を調べる研究等も見学した。その後，
富津 RE センターにて 40 分間の意見交換(Q&A)を行った(写真 2-21)。多くの質問により活
発な意見交換となったとともに，製造開発に関するご苦労や工夫など現場での貴重な話を
伺うことができた。

写真 2-21．新日鐵住金(株)富津 RE センターでの Q&A の様子
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写真 2-22．新日鐵住金(株)富津 RE センターにて

(株)フジクラ訪問
翌 3 月 19 日は，同県 JR 佐倉駅からバスで約 10 分の距離にあり，光ファイバや導線の
製造開発で知られる(株)フジクラ佐倉事業所を訪問した。企業側から佐倉事業所に関する
説明を受けた後，4 グループに分かれ事業所内をバスで移動しつつ施設見学を行った。まず
光ファイバの紡糸施設を見学したが，6 階建ての建物(JR 駅から見える高い建物とのこと)
の上からファイバ母材をつるし下方向に延伸する。巨大な母材から数層からなる内部構造
を保持したまま極細に延ばしていく技術は驚きであった。また光ファイバを融着接続する
など，メンテナンス用の小型機器を見学した。従来，経験・技術を必要とした作業が今で
は多くの工程が自動化されており，作業者の負担軽減と作業の質の確保に繋がっている。
そのほか超電導線材等の説明を受けた。見学の各地点に説明者を準備頂き，VTR やサンプ
ルの演示を絡めつつ製造開発での工夫や苦労を教えて頂いた。
見学後 30 分程度の質疑応答の時間を設けたが，様々な視点からの質問に対して丁寧に
答えていただき，非常に有意義な意見交換の場となった(写真 2-23)。

写真 2-23．(株)フジクラ佐倉事業所での Q&A
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写真 2-24．(株)フジクラ佐倉事業所にて

京エコロジーセンター見学
翌 3 月 20 日の午前中は，京都府内の京エコロジーセンター(京都市環境保全活動セン
ター)を見学した(千葉から京都へは前日中に移動)。建物そのものがエコロジー技術を展示
するもので，当センターでは環境問題・省エネルギー・省資源に対する様々な知恵と工夫，
提案等を身近に体験することができた。
ダイキン工業(株)訪問
3 月 20 日の午後に滋賀県に移動し，JR 草津駅からバスで約 30 分のところにあるダイ
キン工業(株)滋賀製作所を訪問した。企業側からの滋賀製作所の説明を受けた後，2 グルー
プに分かれて製作所内を見学した。所内でまず驚かされたのが無人搬送車である。「重力」
や「勢い(慣性)」を最大限に利用した様々なからくりによって，少しのエネルギーも無駄
にせず部品の投入作業などが自動で行われている。また“Kaizen(改善)”をテーマとした様々
な工夫(作業者個々に合わせた作業環境向上など)や，マイスター制度・留学支援など人材
育成への注力にも驚かされた。
その後，ライン上で同じものを作らないことでストックを作らないという変種変量生産
の理念～ダイキン工業の生産方式“PDS(Production of DAIKIN System)”～について説明を
受けた。
その後，50 分程度質疑応答の時間を設け活発な意見交換を行った(写真 2-24)。タイ短
期実習でダイキンインダストリーズ・タイ工場を見学した学生から海外拠点との違いに関
する質問が出て，大変興味深い議論に発展した。
今回の国内実習では、訪問企業 3 社には多忙期にも係わらずスケジュールを調整いた
だいた。そのお蔭で，国内有数の産業拠点を一度に見ることのできる 3 日間連続の企業見
学ツアーという学生・教員にとっても貴重な実習となった。また，可能な限りの英語対応
についても快諾いただいた(対応が困難な部分については GA 帯同教員による通訳を入れ
た)。なお，特定場所以外での写真撮影の許可が得られなかったため，施設見学に関する写
真資料が少ないことを参考までに申し添えておく。
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写真 2-24．ダイキン工業(株)滋賀製作所での Q&A の様子

写真 2-25．ダイキン工業(株)滋賀製作所にて

今回，参加学生が多く統率が取りにくいことも理由であるが，リーダーシップ養成の
一環として，国内実習中の学生の移動についてチームリーダーのもと班単位で行動させた。
国内生・留学生間，あるいは学年間でコミュニケーションをとらせるため，学生の混合班
を 8 班作り，各チームに 1 人ずつリーダーを任命した。教員が常に帯同しないため遅刻など
の心配もしていたが，班行動は考えていた以上に機能し，特に目立ったトラブルは無かっ
た。班行動によって学生各自，特にチームリーダーが責任感をもち行動できた現われでは
ないかと思われる。
(5)三大学リーディングプログラム合同研修
平成 26 年 9 月 8 日から 11 日にかけて，同志社大学「グローバルリソースマネージメン
ト」，広島大学「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」と連携して三大学リーディン
グ合同研修が行われた(写真 2-26)。学生の参加者は各大学約 10 名(GA からは 9 名)，教職
員多数が参加した。本合同研修は同志社大学の呼びかけにより，本年度は地熱を主テーマ
に別府と福岡にて行われ，地熱施設の見学および各大学教員，企業，JICA 職員によるエネ
ルギー，環境，国際社会についての講義と学生プレゼンテーションが実施された。
まず別府にあるアジア太平洋大学にてキックオフミーティング，プログラム紹介が行
われた。この場で異なる大学の学生からなるグループに分け，最終日の学生プレゼンテー
ションの課題が発表された。同志社大学の和田教授(リーディングコーディネータ)の大変
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分かりやすいエネルギーに関する講義の後，別府杉乃井ホテル地熱発電所，京都大学地熱
研究施設を見学した。これら興味のある場所の見学に加え，道中，十文字原展望台など展
望の素晴らしい場所での野外講義もあり，夜の食事の際には学生同士が完全に打ち解けて
おり，本研修の成功が確信された。2 日目は八丁原地熱発電所にて日本最大の地熱発電所見
学を行い，その背景および持続可能性について説明を受けた。規模や毎年 200 億円分の化
石燃料を節約しているということが学生の印象に残ったようだった。その後福岡に戻り，
九州大学西新プラザにて九州大学西島潤助教より地熱発電に関する講義，広島大学教員よ
りネパール農村に関する講義が行われた。3 日目は地熱開発で評価の高い西日本技術開発
(株)の会議室にて，丸一日講義が行われた。内容はアフリカに関する講義，国際開発に関
する講義，地熱発電に関する講義，九州大学笹木圭子教授による環境材料に関する講義で
あった。アフリカ，国際開発に関する講義は，この分野で長くまた成果を残しておられる
同志社大学の 2 名の教員及び JICA 職員からのものである。地熱発電に関する講義は，本分
野では権威である西日本技術開発(株)池田直継氏により行われた。産学官の協力により大
変高いレベルの興味深い講義がなされた。最終日は午後から学生のプレゼンテーションが
行われるため，これまでの研修後の夜から最終日の午前中を利用し学生は真剣にプレゼン
テーションの準備を行った。文部科学省職員による挨拶，激励のプレゼンテーションの後，
学生は各グループ 60 分間のプレゼンテーションを行った。3 グループの学生はそれぞれケ
ニア，インドネシア，フィリピンにおける地熱発電の現状と展望について発表を行ったが，
専門分野の基調講演と比較しても遜色ないもので，産学官各参加者からも高く評価された。

写真 2-26．三大学リーディングプログラム合同研修

学生は大変過密なスケジュールの中で毎夜遅くまでディスカッションを行い，また各
種見学や講義にも積極的に参加して研修先や参加教員からの評価も高かった。また異なる
大学と専攻からなるグループにおいても問題なく研修は行われ，最終日のプレゼンは非常
にレベルが高かった。チームワークの大切さ，学生の可能性の高さが伺え，また大きな目
標に対する共同での問題解決能力が培われた事例として参考にするべきだと思われる。3 つ
のリーディングプログラムによる研修と言うのは例が少なく，外部からの評価も高かった
ことから，今後も是非続けていくべきだと思われる。
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