受講生 募集

参加大学 募集

連携企業 募集

世界に通用する
技術者を目指そう

教育における
知見を蓄積・共有

次代を担う人材を
いっしょに育ててみませんか

enPiTでは、他大学の仲間と学びの場を共有

enPiTでは、連携大学が実施するカリキュラムを

enPiTでは、実践的な問題解決能力を備える

し、短期集中合宿やグループワークを通して、産

受講したり、共同開発などを行います。単位互換

リーダーの育成のためには、
その教育の過程

業界が求めるリーダーシップ力やチームマネジメ
ント力などを習得することができます。

協定により連携大学が実施する実践教育カリ
キュラムを自大学で共有することもできます。

で、企業に直接関わっていただくことが不可欠で
す。教材の開発、講師派遣など、連携企業として
の参加をお願いします。

［文部科学省］

成長分野を支える情報技術人材の
育成拠点の形成

高度IT人材を育成する産学協働の実践教育ネットワーク
「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（第2期enPiT）」は、

■概要
名称

文部科学省

enPiT2
（エンピット2）

代表

大阪大学大学院情報科学研究科
井上克郎

教授

分野代表

大阪大学

連携大学

東京大学

実社会においてイノベーションを起こすことができる人材を輩出します。

お茶の水女子大学
電気通信大学

ビッグデータ・AI分野

神戸大学

セキュリティ分野
（enPiT-Security）
東北大学大学院情報科学研究科 教授
曽根秀昭

ビッグデータ処理技術、人工知能技術、
クラウド技術などを用いて、新しいビジネスや
価値を創出するといった社会の具体的な課題を解決できる人材を育成します。

和歌山大学
九州工業大学

教授

ビジネスシステムデザイン分野
（enPiT-BizSysD）
筑波大学システム情報系情報工学域 教授
河辺 徹

大学・企業界の協力体制のもとで推進されるリアリティの高い講義や演習など、特色あるプログラムを通じて

東京工業大学

ビッグデータ・AI分野
（enPiT-AiBiC）
大阪大学大学院情報科学研究科 教授
楠本真二

組込みシステム分野
（enPiT-Emb）
名古屋大学大学院情報科学研究科
高田広章

実際の課題に基づく課題解決型学習などの実践的な教育を実施・普及することを目的としています。
ビッグデータ・AI分野

成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成

略称

分野代表

情報技術を活用して社会の具体的な課題を解決できる人材を育成するため、複数の大学と産業界による全国的なネットワークを形成し、

■連携大学

Big data, AI & Cloud

セキュリティ分野
分野代表

東北大学

連携大学

北海道大学

大阪大学
神戸大学

東京大学 東京工業大学 お茶の水女子大学
和歌山大学 九州工業大学

電気通信大学

北陸先端科学技術大学院大学
大阪大学
奈良先端科学技術大学院大学
和歌山大学

セキュリティ分野

岡山大学

ネットワーク、
モバイルの進化や高度化する情報セキュリティの脅威を理解し、
リスクマネジメントに必要な知識、基本的技術、実践力を備えた人材を育成します。

九州大学
慶應義塾大学
東京電機大学

Security

情報セキュリティ大学院大学

東北大学 北海道大学 北陸先端科学技術大学院大学 大阪大学 奈良先端科学技術大学院大学
和歌山大学 岡山大学 九州大学 慶應義塾大学 東京電機大学 情報セキュリティ大学院大学

組込みシステム分野
分野代表

名古屋大学

連携大学

岩手大学
徳島大学
九州大学

組込みシステム分野

東海大学

組込みシステムなどの情報システムの基盤技術を有し、
新たな価値を持つシステムを構築できる人材を育成します。

南山大学
ビジネスシステムデザイン分野
分野代表

筑波大学

連携大学

室蘭工業大学

Embedded System

名古屋大学 岩手大学
東海大学 南山大学

徳島大学 九州大学

埼玉大学
愛媛大学
琉球大学
公立はこだて未来大学

ビジネスシステムデザイン分野

岩手県立大学
会津大学

●お問い合わせ先

大阪大学大学院情報科学研究科
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-5
TEL : 06-6879-4395 FAX : 06-6879-4649
E-MAIL : enpit-info@ist.osaka-u.ac.jp

ICTおよびIoTの先進要素技術を理解し、
これらを適用して顧客の要求を満たす
ソリューションを開発する能力とともに、
ビジネスイノベーションを創出し得る人材を育成します。

産業技術大学院大学

enPiT事務局

Business System Design

筑波大学 室蘭工業大学
岩手県立大学 会津大学

埼玉大学 愛媛大学
産業技術大学院大学

琉球大学

公立はこだて未来大学

●もっと詳しい情報は、WEBサイトで！

www.enpit.jp

www.enpit.jp

産学協働の実践教育ネットワークを形成し
学部生向け教育を推進
ビッグデータ・AI、
セキュリティ、組込みシステム、
ビジネスシステムデザインの4分野にわたって、各分野の知識領域を幅広く教育するために、

分野・地域を越えた
実践的情報教育協働ネットワーク

それぞれの分野に専門領域を有する全国の大学・大学院大学の教員や企業の技術者を結集したプログラムです。

大学院生向け
enPiT1

学部3〜4年生を主な対象に、実践的な情報教育を実施します。

知見
継承

ビッグデータ・ＡＩ分野
大阪大学
（分野代表）
東京工業大学 お茶の水女子大学
電気通信大学 神戸大学
和歌山大学 九州工業大学

東京大学

■教育プログラムのフレームワーク

発展学習

PBL基礎に備えた
事前学習を実施

連携大学と参加大学の
学生が一堂に会し、
集中講義や実践形式での
基礎的なPBLを実施

実践的教育を持続的に
発展させるための
さまざまなイベントを実施

修 了

PBL基礎

発表会

基礎知識学習

連携企業

enPiT 代表
大阪大学大学院情報科学研究科

井上 克郎

連携大学・参加大学の講義、
e-L e a r n i n g 教 材 の 利用 。
実践力向上のため演習を主体と
し、
反転学習なども取り入れます。

分野内の拠点（複数可）に集
まって実施します。連携大学・参
加大学の教員、実務家教員が
指導します。

教授

参加大学

実践的なIT技術を
みんなで身に付けよう！

各分野および各大学の状況や
受講生の時間的負担を考慮し
つつ効果的に実施します。

enPiTでは、情報技術の4つの分野に
おいて、実践的で身につく魅力的なプロ
グラムを、全国の30を超える大学が協力
して提供しています。基礎知識学習や
PBL基礎、発展学習を通じて、単に情報
技術を学ぶだけでなく、共同作業を通じ
て社会人としての基礎も習得できます。
多くの学生の方々がenPiTのプログラム
に参加し、第一線のエンジニアや研究者
の卵となることを期待します。

各分野はこのフレームワークをもとに、授業、演習、PBLなどを設計します。
期間やスタイルは、個々の大学の実情にあわせて実施することができます。

www.enpit.jp

代表

大阪大学
学部生向け
enPiT2

学術団体

ビジネスシステム
デザイン分野
筑波大学
（分野代表）
室蘭工業大学
埼玉大学
愛媛大学
琉球大学
公立はこだて未来大学
岩手県立大学
会津大学
産業技術大学院大学

組込みシステム分野
名古屋大学
（分野代表）
岩手大学 徳島大学
九州大学 東海大学
南山大学

公的機関

セキュリティ分野

ビッグデータ・AI分野

セキュリティ分野
東北大学
（分野代表）
北海道大学
北陸先端科学技術大学院大学
大阪大学
奈良先端科学技術大学院大学
和歌山大学
岡山大学
九州大学
慶應義塾大学
東京電機大学
情報セキュリティ大学院大学

ビジネスシステム
デザイン分野

組込みシステム分野

ビッグデータ処理、AI、
クラウド技術を用いて、
新しいビジネスや価値を創出する

情報セキュリティの脅威を理解し、
リスクマネジメントに必要な実践力を磨く

組込みシステムを系統的・効果的に
開発できる技術により、新たな価値を生み出す

ICTおよびIoTの先進要素技術を活用し
ビジネスイノベーションを創出する

ビッグデータ処理技術、人工知能技術、
クラウド技術などを用いて、新しいビ
ジネスや価値を創出するといった社会の具体的な課題を解決できる人材を
育成

ネットワーク、
モバイルの進化や高度化する情報セキュリティの脅威を理解
し、
リスクマネジメントに必要な知識、基本的技術、実践力を備えた人材を
育成

Product（システムを作る技術力）、Process（ 開発工程を進める能力）、
Project（プロジェクト管理の能力）、Professionalism（ソフトスキル）
の4
能力をもとに、新たな価値を持つシステムを構築できる人材を育成

ICTおよびIoTの先進要素技術を理解し、
これらを適用して顧客の要求を満

特長
■ソフトウェア開発、
ビッグデータ処理、AI、
クラウド技術に関する基礎科目の充実
■連携大学・参加大学からの学生が一堂に会して実施する夏季集中合宿を実施
■実践教育を普及させるためのFD活動の推進
■企業における最新技術に関するセミナーなどの開催

PBLのテーマ案
■実データに対するビッグデータ分析
（企業活動データ、
コンビニ販売データ、気象データなど）
■自然言語処理と機械学習による知識発見

特長
■セキュリティ分野の実践的スキルの基礎を与えるBasic SecCapカリキュラムを協同で
開講
■大学間で遠隔講義や集中講義
（演習）
を相互に提供
■多数のPBL演習により多様な経験の機会を提供してセキュリティ人材輩出の要請に応
えつつ、高度な内容を扱う先進演習科目によりレベルと内容を多様化

PBLのテーマ案
■システム技術、
サイバー攻撃体験、
ログ解析
■インシデントレスポンス、CSIRT基礎演習

特長
■ロボット競技会へ参加し、
テーマを共通化することで、受講生のディスカッションや大学
間の意見交換を促進
■ロボット制御やプログラミングなど、
組込みシステム開発に必要な知識とスキルを修得
■企業での開発プロセスを体験し、
開発上流工程の技術を修得

PBLのテーマ案
■ロボット制御システムの開発
■組込み装置向け画像認識システムの開発

たすソリューションを開発する能力とともに、将来的にビジネスイノベーション
を創出し得る人材を育成
特長
■ICTを活かし、提案、実現、検証、修正のサイクルを繰り返すことで、真のニーズを引き出
し、
実用的なソリューションを柔軟に提供できるイノベーティブな人材育成
■PBL教育のフレームワークを情報系学部の主要カリキュラムとして浸透させ、
カリキュラ
ムを主体的に実施できる教員を養成
■学部PBLと大学院PBLを連携した多段的なPBL教育

PBLのテーマ案
■ペットボトルの分別を促進するために情報化されたゴミ箱
■無難なコーディネートを提示するWebアプリ

