
ME310/SUGAR 2016-2017 最終報告会＋2017-2018 期説明会 
－京都工芸繊維大学の学生がスタンフォード発、世界的イノベーションプログラムに 

９ヶ月取り組んでみた結果－ 
 
(English Below) 
ME310/SUGAR はスタンフォード大学が中心となり、世界中の学生とチームを組んで製品開
発を行う約９ヶ月間のプロジェクトです。 
 
今期（2016-2017 期）は日本国内外の 3 企業から研究テーマと資金の提供を受け、本学とス
ウィンバーン工科大学(オーストラリア)、モデナ・レッジョ・エミリア大学(イタリア)、ノル
ウェー科学技術大学(ノルウェー)、d.school パリ(フランス)の機械・情報・デザインを専攻す
る学生たちが、国境を越えて製品開発に取り組みました。海外の学生やユーザー、スポンサ
ーと濃密な対話を重ねて生まれた 4 つのプロトタイプは、スタンフォード大学でのプレゼン
テーションでも、イノベーティブなアイデアと高い実装力が絶賛されました。 
 
報告会ではそれらのプロジェクトを紹介するとともに、この 9 月からスタートする次期
「ME310/SUGAR」プロジェクトの参加説明会を開催いたします。当日はスタンフォード大
学で実際に展示された、実際に稼働するプロトタイプを展示するだけでなく、プログラムに
参加した場合の学生生活や海外渡航についての、リアルな話を参加メンバーから直接聞く事
ができます！ 
 
会場： 京都工芸繊維大学 60 周年記念館 1 階記念ホール 
日時： 2017 年 7 月 13 日[木] 18:00-20:00 (17:30 開場、14:00 からデモ展示あり) 
 
2016-2017 プロジェクト名とネットワーク 
・自動運転車とシェアリングエコノミーの未来におけるインテリアの提案 
提携企業： Renault 
協力大学： ノルウェー科学技術大学 
・老人介護施設における転倒予防システムの開発 
提携企業： Tarkett 
協力大学： d.school パリ 
・自然災害発生時における物資と情報のプラットフォームの提案 
提携企業： Yanmar (Disaster) 
協力大学： モデナ・レッジョ・エミリア大学 
・水と人を繋げる直感操作型スマート水上マシンの開発 
提携企業： Yanmar (Water) 
協力大学：スウィンバーン工科大学 
 
－2017-2018 参加者募集に向けて－ 
本年度より、ME310/SUGAR への参加は、自専攻科目の学生以外も「専攻共通科目」として
参加できるようになりました。 
 
自専攻科目：デザイン学専攻、建築学専攻、情報工学専攻 
専攻共通科目：上記以外の専攻 
 
応募資格 
・京都の大学に在学中であること（関西圏の他大学でも京都へ頻繁に来ていただけるなら構
いません）・学部生４回生（2018 年 7 月までのプログラムのため大学院進学が前提）また
は博士前期課程（修士）や博士後期課程（博士）の学生（2018 年 7 月のプログラム終了ま
で在学予定であること）・英語での会話・コミュニケーションが可能なこと・工学, デザイ
ン, ビジネス, ユーザーリサーチなど、プロダクトイノベーションに関係する領域での専門性
を持つこと 
 
申込書 
日本語：https://goo.gl/forms/K741oehNajmRUJM43 
英語：https://goo.gl/forms/Jhh5BiudxHMS74Rv2 
応募締め切り：2017 年 8 月 6 日（日）12:00 必着 
  



ME310/SUGAR is a program where students from universities around the world take on 
innovation challenges posed by global companies. The program originated at Stanford 
University and is spreading around the world (five continents and growing) with several 
hundred students participating, but in Japan, KIT is the only university in the network. 
 
Come check out the results from 2016-2017 academic year where KIT students worked 
with students from d.school Paris (France), Swinburne (Australia), NTNU (Norway), 
UNIMORE (Italy). In addition to the project results, we’ll be sharing the experiences of 
the students and explain the the plan and application process for the 2017-2018 program 
year (starting September 2017). 
 
Come check us out! 
 
ME310/SUGAR 2016-2017 Final Presentation 
~What happened when students in Japan joined an global innovation program developed 
by Stanford University~ 
Venue: 1st floor, 60th Anniversary Hall, Kyoto Institute of Technology 
Date and Time: Thursday July 13th, 18:00-20:00 (Hall opens at 14:00,  
Prototype demonstrations will start at 14:00) 
 
2016-2017 Projects and Partners 
(Renault) Future interiors of shared autonomous vehicles 
Partner University: Norwegian University of Science and Technology 
(Tarkett) Fall prevention systems in elderly care homes 
Partner University: d.school Paris 
(Yanmar ? Disaster Relief) Material and Information distribution platform for 
disaster-affected areas 
Partner University: University of Modena and Reggio Emilia 
(Yanmar ? Water) Intuitive smart vehicles connecting water and people 
Partner University: Swinburne Institute of Technology 
 
~ME310 2017/2018~ 
 
 From this program year, ME310/SUGAR is available as Program-wide Subjects for 
students at KIT. 
Subjects within major: Design, Architecture, Information Science 
Program-wide Subject: All other majors 
 
Eligibility 
- Current university students in Kyoto or the Kansai region if you're willing to travel- 4th 
year Bachelors (continuing into a Masters Program), Masters, or Ph.D. students not 
graduating before the program finishes- Competency in English- Experience in fields 
related to product innovation (e.g. engineering, design, business, user research, etc.) 
 
Application 
Japanese: https://goo.gl/forms/K741oehNajmRUJM43 
English: https://goo.gl/forms/Jhh5BiudxHMS74Rv2 
Deadline: Noon August 6th, 2017 


