
知識基盤社会の到来に伴い、幅広い知識と柔軟な思考力を兼ね備え

グローバルに活躍できる人材の育成、国際競争力の強化や社会の持

続性確保に向け、大学に対する社会的期待はますます高まっている。

その一方、複雑な社会課題の解決、既存の専門分野の枠を超えた新

たな知識の創造にあたっては、大学の組織マネジメントにも新たなア

プローチが同時に求められ、その効果的なあり方を模索していくこと

が必要となる。今年度最後となる公開セミナーは、歴代最長の17年も

の間スタンフォード大学のプロボストとして強力なリーダーシップを発

揮し、今日の世界のトップ研究大学としての礎を築かれたJohn

Etchemendy氏をお迎えする。在任中、優秀な研究者を惹きつけ、社

会課題解決に向けた研究活動の促進や学際的・分野融合的な教育

研究活動の発展に尽力されて来られたEtchemendy氏のご経験をも

とに、知識基盤社会における研究大学の役割、産学連携・オープンイ

ノベーションに向けた具体的な方策について探っていく。

文部科学省「イノベーション経営人材育成システム構築事業」

平成29年度第４回大学トップマネジメント研修国内プログラム 公開セミナー

プログラム

12:30 開場

13:00 - 13:10 主催者挨拶

文部科学省

13:10 – 13:30 趣旨説明
上山隆大 （内閣府総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員）

13:30 – 14:50
基調講演: “Achieving and Maintaining Quality at a U.S. Research University”

John Etchemendy 氏（Provost Emeritus, The Patrick Suppes Family Professor of 
Humanities and Science, Stanford University）

15:00 - 16:20
基調講演 ：『フロンティアを拓く大学へ – 京都大学の挑戦』

湊長博氏 （京都大学 プロボスト、理事・副学長）

16:30 - 18:00

パネルディスカッション
John Etchemendy 氏（Provost Emeritus, The Patrick Suppes Family Professor of 

Humanities and Science, Stanford University）
湊長博氏 （京都大学 プロボスト、理事・副学長）

モデレーター：上山隆大氏 （内閣府総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員）

参加無料
事前登録制



1987年大阪大学経済学部経済学科博士課程修了。スタンフォード大学歴史学部大学院修
了（Ph.D. ）。上智大学経済学部教授・学部長を経て、慶應大学総合政策学部教授、政
策研究大学院大学副学長を経て、2016年4月から現職。スタンフォード大学歴史学部・客員
教授、東北大学工学部大学院工学研究科客員教授などを歴任。主な著書に『アカデミックキャ
ピタリズムを超えて：アメリカの大学と科学研究の現在』（NTT出版、読売・吉野作造賞）など
がある。専門は、科学技術政策、科学技術史、公共政策、イノベーション政策、高等教育論。

上山 隆大 氏
（内閣府総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員）

ア ク セ ス

政策研究大学院大学
http://www.grips.ac.jp/jp/about/access/
〒106-8667 東京都港区六本木7-22-1
*会場は本学1階にあります。
*正門からお越しの際は、エレベーターで1階まで降りてください。

最寄駅
都営大江戸線六本木駅、東京メトロ日比谷線六本木駅、東京メトロ千代田線乃木坂駅

参 加 登 録

最新プログラム及び参加申込はこちらをご覧ください。（締切：３月６日（火）正午）

参加費は無料＜事前登録制＞です。 https://krs.bz/scirex/m?f=134
なお、申込みは定員に達し次第、締め切らせていただきます。

＜問合せ先＞
イノベーション経営人材育成システム構築事業「大学トップマネジメント研修」事務局

Email: ttm-ml@grips.ac.jp

John Etchemendy 氏
（Provost Emeritus, The Patrick Suppes Family Professor of Humanities and Science, Stanford University）

木村 彰吾 氏（名古屋大学 理事・副総長）

湊 長博 氏
（京都大学 プロボスト、理事・副学長）

John Etchemendy received his B.A. and M.A. in Philosophy from the University of
Nevada, Reno, and his Ph.D. in Philosophy at Stanford University in 1982. He was on the
faculty at Princeton University for two years before returning to Stanford in 1983. He is
the author or co-author of seven books and numerous articles in logic, and has been co-
editor of the Journal of Symbolic Logic and on the editorial board of several other journals.
At Stanford, Professor Etchemendy has served as the director of the Center for the Study
of Language and Information from 1990 to 1993, as Senior Associate Dean for the
Humanities from 1993 to 1997, and as Provost from 2000 to 2017. He was Stanford’s
longest-serv ing provost , and one of the longest-serv ing provosts at a
U.S. university.

1975年京都大学医学部卒業。1977年、卒後臨床研修終了後ただちにNYのアインシュタイン
医科大学Bloom教授のもとに留学し免疫学研究に従事。帰国後、京都大学医学博士取得、
大学病院内科での臨床実践を経て,1992年京都大学医学部免疫学教授に就任、2000年か
ら大学院生命科学研究科教授兼担。2011から2014まで京都大学医学部長・医学研究科長。
2002年に本庶教授と共同でPD-1（オプジーボ）によるがん免疫療法を開発。専門は免疫学で、
これまで200編の英文原著論文を発表。2014年から京都大学理事・副学長、医学研究科
メディカルイノベーションセンター特命教授兼担。2017年より新設の京都大学プロボストに就任。
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