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　約2年の時を経て「早稲田小劇場どらま
館」が再建。3月23日に竣工式を迎えまし
た。学生時代、自らも演劇活動に励んで
いたという鎌田薫総長は「（どらま館の
竣工は）学生の成長、街の活性化につな
がる。早稲田だけでなく、東京、そして日
本の演劇の中心になってほしい」と期待
を込めました。
　かつて早稲田キャンパスに沿った南
門通りには、演出家・鈴木忠志氏（政経
卒）らが創設した劇団「早稲田小劇場」
と同名の小劇場があり、1960年代の小
劇場運動の中心的な劇場として数々の
名作を世に送り出してきました。1976年
に鈴木氏が活動拠点を富山県に移した
後は「早稲田銅鑼魔館」という民間の
劇場になりました。その後、本学の所有
となり、演劇サークルの活動拠点として
多くの演劇人を輩出してきました。2012年
10月に解体されてからも、歴史と伝統あ
る早大学生演劇の拠点を求める声は多
く、鈴木氏承諾のもと、このたび「早稲田
小劇場」の名称を冠した「早稲田小劇場
どらま館」を再建する運びとなりました。
　竣工にあたり、かつてどらま館を利用
し、今は第一線で活躍する舞台スタッフ
らの協力を得ています。各フロアのレイ
アウトや、舞台、客席、楽屋、受付まわり、
ブース部分など、ほぼすべてについて細
かく議論され、国内外で評価の高い劇場
との詳細な比較分析も重ねられました。
そのかいあって、客席わずか72席と小規
模ながらも、場内の誘導・機材の運搬を
しやすくする設計や安全面など、細部ま
で使用する学生への配慮がなされた劇
場が出来上がりました。「大学の劇場とは

思えない完成度の高さ」との声も上がっ
ています。
　また、同劇場が通常のキャンパス内の
教育設備と一線を画す点として、学生が
料金をとって経済活動を行うシステムが
あります（※学生は劇場使用料無料）。
自分たちで演劇を創造し、社会に問うた
結果である公演収入を蓄積していくこと
は、学生たちのモチベーションを高め、
主体性・実行力を養っていく上でも大き
な効果があると期待できます。さらに教
員や一線で活躍する校友、一流の演劇
人のサポートが加わる大学の劇場であ
るからこそ、壮大な教育プロジェクトとし
て進めていくことができると考えます。
　検証を兼ねたプレオープン公演など
を経て、5月7日のこけら落とし公演を平田
オリザ氏に託します。新生どらま館から、
今後も目が離せません。

現役の舞台スタッフたちと設計段階から詳細に議論
を重ね、劇場内部のつくりにもこだわった

舞台の緞帳をイメージした正面外観。職人が板を1枚
1枚手作業でひねりを加え制作。主役は学生、建物は
あくまで“黒子の役回り”として黒一色に

早稲田小劇場どらま館Webサイト　◦http://www.waseda.jp/student/dramakan/

「演劇の早稲田」としての
拠点が復活
新生「早稲田小劇場どらま館」が竣工
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ケネディ大使、クリントン元大統領、安倍首相が講演
「JFKの遺産」テーマに大隈記念講堂でシンポジウム

　1962年2月、大隈記念講堂ではケネディ
大統領の実弟、ロバート・F・ケネディ司
法長官（当時）が講演。約3,000名の学生
らが詰めかける中、来日に反対する学生
が長官に質問状を突きつけて騒ぎ出し、
講堂にはヤジと怒号が飛び交いました。
長官は学生を壇上に登らせて真摯な姿
勢で討論していたところ、応援部の学生
が突然、早稲田大学校歌を歌い出し、講
堂は「都の西北」「早稲田、早稲田」の大
合唱に包まれ混乱が収束。これは1960年
安保条約締結後の冷え込んだ日米関係
の変化の兆しを象徴するエピソードとし
て今も語り継がれ、国際協調を重視した
ケネディ大統領の“レガシー（遺産）”を

受け継ぎ、世界が直面する課題を解決す
るための手がかりを探る今回のシンポジ
ウムを開催するのにふさわしい場所とし
て、大隈記念講堂が会場に選ばれまし
た。鎌田薫総長も開会の挨拶を行い、本
学とケネディ家の関わりを紹介。このシン
ポジウムが「学生にとってかけがえのな
い未来への道標となる」と話しました。
　ケネディ大統領が成し遂げた数々の
偉業、また、遺した理念を題材に、2部構
成でパネルディスカッションも開催。日米
の研究者、ビジネスリーダー、政府関係
者や宇宙飛行士などが議論しました。学
生も活発に質問し、熱気冷めやらぬまま
閉会を迎えました。

1962年、故ロバート・ケネディ元司法長官の講演の
舞台となった大隈記念講堂

　アメリカ合衆国の故ジョン・F・ケネディ
第35代大統領の功績を振り返る国際シ
ンポジウム「ケネディ大統領のトーチ〜
引き継がれるその遺産」が3月18日、大隈
記念講堂で開催。早稲田大学とジョン・F・
ケネディ図書館財団の共催で、科学やイノ
ベーションの限界を超えて平和な世界を
実現するよう市民に呼びかけたケネディ
大統領の就任演説をテーマに、長女であ
るキャロライン・ケネディ駐日米国大使が
特別講演を、さらにビル・クリントン元大
統領と安倍晋三首相が基調講演を行い
ました。本学学生と招待客ら約1,100名
が参加しました。 ケネディ大使「平和に向けて、みなさんの知恵を次世代に」

2度目の来学となったクリントン元大統領 安倍首相「アジアと共に日本を夢見る国に」 左から鎌田薫総長、キャロライン・ケネディ大使、
大使の長男・ジャック・シュロスバーグ氏
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数字で見る
WASEDAの研究力

Special Report

ワールドクラスの
教育・研究大学へ。

世界とつながる
早稲田の研究

国際的な教育・研究のハブを目指して教育・研究力の強化に取り組む早稲田大学。
2012年に策定した中長期計画“Waseda Vision 150”の中でも

「国際教育・研究大学への躍進」を掲げ、大学をあげて教育・研究力の向上に取り組んでいます。
また、文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援」に採択された“Waseda Ocean構想”では、
国際的に競争力のある6研究分野に先行投資することで教育・研究力の底上げを図ると明示しました。
いま早稲田で最もアツい「研究」について、改めて取り上げます。

WASEDA

　文部科学省が公表した過去5年間の科学研究費
補助金（科研費）の新規採択状況において、早稲田
大学は「政治学」「民事法学」「外国語教育」「日本
文学」「日本語教育」「教育工学」「金融・ファイナンス」
「教育心理学」「商学」「中国文学」の10分野でトッ
プに立ち、人文社会科学系の強さを発揮しました。ま
た、医学部を持たないにも関わらず、理工系分野でも
16分野が10位以内に位置づけられています。

3分野以上で採択件数1位になった大学
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世界のハブとなる
教育・研究拠点を目指して
早稲田大学が行ってきた研究戦略やこれまでの成果、今後の展開について、
研究推進担当理事の石山敦士理工学術院教授に伺いました。

Interview

教育・研究力の強化を図り
社会課題の解決に寄与する
大学の使命を果たす

―― 研究力の強化に向けた早稲田大学

のこれまでの動きを教えてください。

　2004年の国立大学の独立行政法人化
を契機として、国から大型の助成金が多
数提示され、国公私立大学が同じ土俵で
しのぎを削る競争の時代へ突入しまし
た。同時に、産業・経済のグローバル化
や環境問題の深刻化といった地球規模

での社会課題の解決に貢献するグロー
バルリーダーの育成や高度な研究活動な
ど、大学に対する社会の期待が一層高ま
り、大学として組織的に研究力の向上を
図る必要が出てきました。
　 早 稲田大学は、2008年に策定した

“Waseda Next 125”の柱の一つに「研究
の早稲田の飛躍」を打ち出し、組織的に
研究戦略を進めることで大学全体の研究
レベルを引き上げる全学的な取り組みを
始めました。具体的には、2009年4月に組
織的な研究活動を推進する「研究院」と、

　英国の大学評価機関QS社（Quacquarelli 
Symonds Ltd.）が発表した「QS World University
Rankings by Subject 2014」において、早稲田大
学は全30研究分野中「Modern Languages」

「Linguistics」「Law and Legal studies」
「Economics and Econometrics」
「Engineering-Mechanical」の5研究分野が
100位以内にランクイン。また200位以内には計
13研究分野がランクインし、日本の私立大学で
はトップの実績を誇ります。

QS世界大学ランキングで
人文社会科学・理工系の

5研究分野が
100位以内

13研究分野が200位以内

　文部科学省 科学技術政策研究所（NISTEP）が発表した
研究論文数の伸び率※において、早稲田大学は論文数の伸び
率で70%増、被引用数の伸び率は119%増と、研究論文の量・
質ともに国内大学でトップの伸び率を示しています。本学の
研究戦略センターが独自に調査した結果でも、論文数の伸び
率は世界平均を大きく上回っています（P.6参照）。

※ 2002 〜 2011年の10年間で1,000件以上の論文を産出した大学を対象
に、1997 〜 2001年と2007 〜 2011年の各期間の提出論文数を比較
した調査。

論文の被引用数の
伸び率が

119%増と
国内大学でトップ

論文数でも70%増と
国内大学でトップの伸び率



研究戦略の企画立案と研究マネジメント
を任とする「研究戦略センター」を設置し
ました。研究戦略センターにはURA（リ
サーチ・アドミニストレーター）※を配し、
科学技術政策動向や研究動向の調査・
分析、大型の外部資金獲得支援、研究成
果のアウトリーチなどの活動を行ってい
ます。2012年には“Waseda Vision 150”
を策定、創立150周年を迎える2032年に
向けた中長期計画を社会に提示し、世界
の平和と人類の幸福の実現に向けた研
究力の向上に取り組んでいます。こうし
た全学的な動きが進んだことで、それま
で研究者個々、チーム、学部・研究科など、
さまざまな単位で行っていた共同研究や
産学連携に拍車がかかり、早稲田大学の
研究力は飛躍的に向上しています。

―― 具体的な成果はいかがですか。

　このたび文部科学省が過去5年間の
科学研究費助成事業（以下、科研費※）の
採択実績を調査したデータが公表されま
した（P.5参照）。本学は「政治学」「民事

法学」などの10研究分野が採択件数1位
となり、私立大学の中ではトップの実績
です。科研費は大学に所属する研究者の
実績を最も公平に評価する指標とも言え
ますので、採択件数が多いことは、優れ
た研究者・チームによって質の高い研究
が行われている証

あかし

の一つと言うことがで
きます。過去5年間では、本学が最も科研
費の採択件数が伸びています。さらに、
科学技術・学術政策研究所が1997 〜
2001年と2007年〜 2011年の論文数の伸
び率を算出した2012年のレポートが発
表されました。そこでも、本学は論文数で
70%増、被引用数では119%増と、量・質と
もに一番の伸び率を見せており、研究成
果という点でも本学の研究力が世界的
に評価されていることがわかります。
　国からの大型助成金事業では、国際
的に卓越した教育研究拠点を形成する

「グローバルCOEプログラム」（2007 〜
2009年）で8件、大学院教育の抜本的改
革に向けて新しい学位プログラムを構築
する「博士課程教育リーディングプログ
ラム」（2011 〜 2013年）で2件が採択さ
れました。グローバルCOEプログラムな
どの事後評価・実績が非常に良い大学

を選抜する「卓越した大学院拠点形成
支援補助金」（2012 〜 2013年）でも全
国公私立大学の中で6番目という非常に
高い評価を得ています。

アジアを代表する
国際教育・研究大学へ

―― 早稲田の教育・研究力の強み、およ

び優れている点は何でしょうか。

　総合大学である早稲田大学は多くの強
い研究分野を有しています。「QS World 
University Rankings by Subject 2014」
では、36位の「Modern Languages」を筆
頭に、人文社会科学系と理工系の5つの
研究分野が100位以内にランクされてい
ます。これほど世界から研究力を高く評
価されている日本の私立大学は早稲田
大学がトップと言っても過言ではありま
せん。さらにこのような専門性の高い研
究分野を基軸に学際的な研究を進めて
いることが、早稲田大学の最大の強みと
言っても良いでしょう。
　この強みを生かし、教育・研究の国際
化をさらに進めるため、「スーパーグロー
バル大学創成支援」（2014 〜 2023年）
において、これまでの研究実績を踏まえ
先行6モデル拠点（実証政治経済学、健
康スポーツ科学、ICT・ロボット工学、日
本文化学、数物系科学、ナノ・エネルギー
材料）を選定しました。このモデル拠点
にまず集中投資を行い、国際評価をさら
に高めることで他分野の教育・研究力
を底上げし、10年以内に18研究分野で
世界100位以内を目指します。6モデル拠
点においてはすでに世界トップクラスの
大学と密接に連携していますが、海外の
教員・研究者を受け入れるためのジョイ
ント・アポイントメント制度※などを整え
ることで人材の流動性を促進し、早稲田
大学を世界の中の教育・研究のハブにし
ようとしています。これにより“Waseda 
Vision 150”をさらに加速させることが

※ URA（University Research Administrator）：研
究者の研究活動活性化のための環境整備および
大学などの研究開発マネジメント強化などに向
けた研究マネジメント人材。

※ 科学研究費助成事業（科研費）：人文・社会科学
から自然科学まですべての分野で募集。研究者の
自由な発想に基づいて提案して良く、大学に所属
する研究者はすべて対象となる。公平かつ平等に
研究力を評価する指標として、研究助成金の選別
基準の一つに用いられることが増えてきている。
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※ RU11（学術研究懇談会）：北海道大学、東北
大学、筑波大学、東京大学、早稲田大学、慶應
義塾、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、
大阪大学、九州大学

※2001年の論文数を1とする指標

※ NISTEP「研究論文に着目した日本の大学の
ベンチマーキング 2012」 に基づき、Thomson 
Reuters社Web of ScienceよりInCitesを用
いて独自に集計。対象データベース（Science 
Citation Index Expanded, Social Science 
Citation Index, Arts&Humanities Citation 
Index）、期間2001年1月1日〜 2012年12月31
日、全てのドキュメントタイプ（Article, Letter, 
Proceedings Paper, Reviewなど）で集計

◦科研費採択件数の伸び率

◦論文数の伸び率



できると期待しています。

―― 国際教育・研究大学に向けた特徴

的な取り組みは何ですか。

　私たちは、世界においてアジアを代表
する国際教育・研究大学としての地位を
確立し、「早稲田で学びたい」「早稲田と
共に研究したい」と国際社会から求めら
れるような存在を目指しています。世界
トップクラスの研究には資金が必要です
し、それを担う若手研究者を育成しなけ
ればなりません。文部科学省「研究大学
強化促進事業」（2013 〜 2022年）の採
択を機に、研究力強化に向けた次の3つ
の基本方針を定め、研究力強化実現構
想を策定し、進めています。

―― 次代を担う若手研究者の育成につ

いてはどのようにお考えですか。

　国際教育・研究大学としての地位を確
立するためには、将来の研究の核となる
若手研究者の育成が重要です。例えば
ロボット工学分野では、世界初の二足
歩行ロボットやつくば万博の音楽演奏
ロボットで著名な加藤一郎先生が核とな
り、その流れを受け継いだ先生方が現在
の核となって「早稲田の中にロボット研
究あり」と言われるチームを構成していま
す。そういう次の早稲田の高い研究力を
支える担い手となる研究者を増やしたい
ですし、大学として育成しなければなり
ません。しかし本学の研究者の年齢分布
を見ると、最も研究者として脂がのってく
る35 〜 45歳くらいの年齢層が薄いのが
現状です。強力な研究チーム・拠点の創
設、外部資金獲得の促進、研究に専念で
きる環境の整備により、若手研究者を育
成し世界と伍する人材を輩出する「研究
成長スパイラル」をいろいろな分野で形
成しようとしています。
　2015年度より、「次代の中核研究者育
成プログラム」をスタートします。これは
次代のスタープレーヤーである若手研究
者の研究を推進すると同時に、チームで
研究を進めるスキルや研究環境などのマ
ネジメント力の涵養、あるいは国際共同
研究を進めるためにURAを配置するな

ど、大学をあげて支援するプログラムで
す。初年度は理工系、人文科学系、社会
科学系、学際系から4名の研究者を選出
しました。これは長期的に継続していく
もので、今後も年間10名程度を支援する
予定です。

どんなに国際化が進んでも、
社会のために汗を流す

“早稲田らしさ”は不変

―― 最後に、読者へのメッセージをお願

いします。

　私たちが目指しているのは、アジアを
代表する国際的な教育・研究大学として
認知され、世界中の学生・研究者が早稲
田大学を目指してやってくる国際的な教
育・研究のハブとなる大学です。しかしど
れだけ国際化が進んでも、社会のために
汗を流すことのできる早稲田らしい人材
を育成するという根本は、変わらずに受
け継いでいく覚悟です。

※ ジョイント・アポイントメント制度：複数の機関
に所属し、双方から報酬を得ることを可能にする
制度。

基本方針①　 研 究の 組 織 化
チーム型、組織型研究の拡充・強化

基本方針②　 研 究 指 向の展 開
社会の課題と結び付いた分野への
新たな挑戦

基本方針③　 国 際 化 推 進
国際共同研究への一層の推進、
国際人材の活用

早稲田大学研究力強化本部Webサイト
▶︎http://www.waseda.jp/rps/kenkyu/

Special Report 世界とつながる早稲田の研究
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◦研究成長スパイラルの形成 ◦次代の中核研究者育成プログラム

戸堂ネットワークと経済成長プロジェクト
戸堂康之 政治経済学術院教授

胡桃坂エピジェネティクス構造基盤プロジェクト
胡桃坂仁志 理工学術院教授

トエダ日本文学・文化再想像プロジェクト
十重田裕一 文学学術院教授

川上筋腱特性開拓プロジェクト
川上泰雄 スポーツ科学学術院教授

大学が設けた公平な評価基準をもとに、科研
費などで卓越した実績のある中堅・若手研究
者を選定。

「国際研究大学」としての
地位を確立

世界と伍する
研究者の輩出

より質の高い
研究への成長

若手研究者の
育成

強力な
研究チーム・
拠点の創設

外部資金
獲得を促進

研究に
専念できる

研究環境の整備

早稲田大学 理事
（研究推進担当）

石山敦士 理工学術院教授
Profile
いしやま・あつし
1977年早稲田大学理工学部電気工学科卒
業、1983年同大学院博士後期課程修了。工
学博士。1983年早稲田大学理工学部専任
講師、1985年同助教授を経て1991年同教
授。研究推進部長、先進理工学部長、先進理
工学研究科長、研究戦略センター所長、重点
領域研究機構長などを歴任。2014年11月
より現職。



8

加速する教育・研究モデル拠点
前号（2015早春号）に続き、スーパーグローバル大学事業における
先行6モデル拠点のうち、4拠点を紹介します。

スポーツ科学学術院長

友添秀則 スポーツ科学学術院教授（右）

拠点リーダー

彼末一之 スポーツ科学学術院教授（左）

現代社会 には、こどもの
不活動や要 介

護高齢者の増加といった心身の健康にか
かわるさまざまな問題があります。人が楽
しく生きるためには心身の健康が不可欠
で、運動（スポーツ）が大切だということ
は世界における共通認識です。しかし、世
の中には間違った健康法やトレーニング
法などが横行しています。これは、健康ス
ポーツにおける科学的知識が乏しいこと
によります。そのため私たち研究者には、
研究レベルの向上と同時に、優秀な人材
を育成し正しい情報を発信していく使命
があります。

　これまで健康スポーツ科学分野の
研究を牽引してきた早稲田大学

は、2003年にスポーツ科学学術
院を設置し、従来の学問領域
の中で個別に行われていた
研究を「スポーツ科学」とし
て統合してきました。2009年

の文部科学省グローバルCOE
プログラムでは、健康スポーツ分

野で唯一、本学の「アクティヴ・ライフ
を創出するスポーツ科学」が採択され、
スポーツや健康科学の分野で世界的に

活躍できる優秀な人材の育成に努めてき
ました。2014年からは早稲田大学校友会と
連携し、健康づくりに関する壮大な研究
調査「WASEDA’S Health Study」を開始
しました（P.14-15「研究最前線」参照）。
　健康スポーツ科学拠点では教育・研究
のさらなる活性化を図るため、①スポーツ
活動を通じたこども・青少年の健全育成、
②スポーツ参加による中高年の健康増進、
③スポーツ環境構築のためのマネジメント
方策、④スポーツ技能向上の基盤形成と
いう4つの教育・研究プロジェクトを設置
しました。5年間のグローバルCOEプログ
ラムで培ったドイツ・ケルン大学やイギリス・
ラフバラ大学、中国・清華大学、カナダ・
カルガリー大学など欧米・アジアの体育
系大学との国際連携をさらに強化し、ジョ
イント・アポイントメント制度による外国人
研究者の短期招聘や、優秀な外国人留学生
の受入と早大生の派遣、博士課程に設置
している英語学位プログラムの学部・修士
課程への導入など、新しい制度の整備を計
画しています。教育面での国際交流を通じ
て教育・研究レベルの向上を図り、多くの
優秀な人材が集まり成長できるハブを目指
します。

Pick Up

　3月4日に東伏見キャンパスで健康スポーツ
科学モデル拠点の第1回国際シンポジウムを開
催。ハンガリー体育大学のZsolt Radak教授
をはじめ複数の招聘研究者が登壇し、「Health 
Promotion: The Joy of Sports and Exercise
～スポーツ科学で楽しく健康に～」をテーマに
講演しました。今年度内には招聘研究者の集
中講義を開講する予定です。

健康で楽しく生きるための
社会づくりに貢献する

健康スポーツ科学
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政治経済学術院長

須賀晃一 政治経済学術院教授（右）

拠点リーダー

田中愛治 政治経済学術院教授（左）

年金、環境汚染などさまざまな課
題があふれる現代社会に

おいて、人類がより良い生活をする
には、市民のニーズを反映させ

た現実の社会に意味のある
政治経済制度を構築しな
ければなりません。そして
仮定や推測ではなく、統
計データなどの科学的根

拠に基づいた「エビデンス・
ベースト」の考え方で判断する

ことが重要です。根拠をもって具
体的な方策を提案する能力は、どのような
分野に進んでも必要なスキルであり、それ
ができる人材の育成こそ大学に求められ
ている役割でしょう。
　政治経済学術院では2000年代初頭から
国際的な視野で政治学と経済学の融合を
図るための大改革を行い、国際競争力のあ
る人材の育成に取り組んできました。文部科
学省の21世紀COEプログラムやグローバル
COEプログラムにより政治経済学の拠点
を形成し、その成果として「政治経済学実
験」や日本初のノートパソコンによる全国世
論 調査「CASI（Computer Assisted Self-
administered Interview）」を開発。本学で
はこれに政治学実験を組み込んだ世界
初のCASI調査による実 験に成功、世界
でもトップレベルの実験・世論調査を用い
て理論上の解決策を検証するなど、さまざ
まな教育・研究で活用されています。
科研費の基盤研究Aにおい
て政治経済学術院は近
年で６つ採択されて
いる実績の上に、

2013年には早稲田の文系プロジェクトでは
初の基盤研究Sにも採択されています。
　政治経済学部では、2008年に文部科学
省国際化拠点整備事業「グローバル30」
に採択されたことをきっかけに、英語だけ
で学位を取得できる「英語学位プログラム
EDESSA（English-based Degree Studies 
September Admission Program）」をスター
ト。今では入学定員を100名に拡大するまで
に発展し、世界中から集まった外国人留学生
と日本人学生が机を並べて学ぶ中で国際性
や多様性を身につけています。この「グロー
バル30」では早稲田大学は文部科学省より
最高のS評価をいただきました。この流れは、

“Waseda Vision 150”やスーパーグローバル
大学創生支援の目指す方向と同じであり、
追い風になると期待しています。
　人事面では、2001年からグローバル・
スタンダードの国際公募制をいち早く導入
し、教員の国際化を図ってきました。今後は
海外の教員を短期招聘する訪問教授制度

（Visiting Professorship）やジョイント・ア
ポイントメント制度、テニュア・トラック制度※

などにより、教育・研究の両面で優秀な人
材の集まる国際的ハブを目指し、社会に貢
献する人材育成に取り組みます。
※  テニュア・トラック制度：若手研究者が、より安定

的な職を得る前に任期付の雇用形態で自立した研
究者として経験を積むことができる制度。「政治経済学実験」

　実験ルームに設置されたパソコン
を用いて、複数の人を対象に人間心
理や行動を同時に実験し、解明する
手法。政治経済学術院の研究者・学
生以外にも、企業の経営データを構
築し国際比較をしている宮島英昭
商学学術院教授など、分野の枠を
超えたさまざまな教育・研究に活用
され、顕著な成果をあげています。

社会課題の解決を目指し
政治学と経済学の融合を図る

実証政治経済学
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「エネルギー・ネクスト」を担う
教育・研究拠点へ！

日本をはじ め世界 中 でエネル
ギー問題が 喫緊の課題と

なっています。この大きな課題を解決する
ために、既存エネルギーの改善や改質、あ

るいは規模の拡大のみならず、10年、
20年先を見据えた全く新しい社

会の価値を創造し、研究開発で
きる人材の育成が求められて
います。
　早稲田大学は材料分野で
抜群の研究力をもつ研究者

を数多く擁し、いち早くナノサイ
ズでの新材料研究も展開してきま

した。微小空間が整列した多孔体と
その空間を利用した機能開発や、電気を
蓄えることのできる有機プラスチックとそ

れを利用した「柔らか電池」な
ど、早稲田らしいユニークかつ
役立つものづくりを行っていま
す。そうした研究力は高く評価
されており、例えば2015年3月
にはスマートエナジーシステム・
イノベーションセンターを設立。
次世代の蓄電池・太陽電池・エ
ネルギーマネジメントシステムな
どの国家プロジェクトが複数進

行していることや、多くの学生が心躍らせ
ながら参画する共同研究を通してリーディ
ングカンパニーとのつながりが深まってい
るのも特長の一つです。
　研究と同時に、教育プログラムも動いて
おり、2012年度に採択された文部科学省
の博士課程教育リーディングプログラムで
は、国際的な舞台でさまざまな問題に挑戦
できる高度産業人材の育成を目指し、海外
の大学へ学生を3カ月間派遣し共同で育成
する科目の設置や、国際的な企業における

3カ月間のインターンシップ実施などの実績
を積んできました。2014年度には5年一貫
制博士課程の「先進理工学専攻」を設置。
現在、オーストラリア・モナシュ大学とのジョ
イント・ディグリーのトライアルなど新たな
取り組みを進めています。海外の大学の
教員が早稲田大学で授業やゼミを行うこ
とで、教育の多様化が期待できます。スー
パーグローバル大学創成支援は、この動き
をさらに進めるものと期待しています。
　エネルギーはサステナビリティやスマート
ライフなどのさまざまな問題が複雑に絡み
合ったテーマであり、早稲田大学だけで
解決することは不可能です。そのため、海外
や企業と連携しながら、新しいエネルギー
材料を起点とした「エネルギー・ネクスト」
技術を生み出すことのできる、高度産業人
材を育成し社会に輩出することで、世界に
貢献する拠点でありたいと思います。

ナノ・エネルギー材料

　2015年3月に設立したスマートエナ
ジーシステム・イノベーションセンター

（センター長：逢坂哲彌教授）（写真左）。
ドライルームなど最新鋭の設備とス
タッフをそろえ、次世代蓄電池研究を推
進しています。また、くねくね曲がる有
機プラスチック製の蓄電池（写真右）
は、電池の形状を自由に変化できるた
め、製品開発の発想が大きく変化する
と期待されています。

拠点リーダー

西出宏之 理工学術院教授
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拠点リーダー

柴田良弘 理工学術院教授

　3月10日から13日にかけて西早稲田キャン
パスで行われた日独流体数学国際研究集会。
独共同大学院プログラムの一環として、ダルム
シュタット工科大学のMatthias Hieber教
授をはじめ海外の研究者を招聘して特別講
義を実施するなど、国際連携に注力してい
ます。

人類 の技術の発展はさまざまな
大発見によって成り立ってい

ます。しかし、いかにすばらしい発見も、誰
もが使えなければ意味はありません。世の
中の現象を論理的に解明し、誰でも理解
できる言葉（数式）で表現して初めて技術
や製品となります。そこで必要となるのが
数学と物理の考え方であり、数学と物理は
文化・文明におけるイノベーションの原動
力なのです。日本がこの先も文明国として
世界から評価され続けるためには、この分

野がいかに重要であるかをもっと周
知し、数学と物理の知識を持っ

た次代の研究者・技術者を
継続的に育成し、社会に送
り出さなければなりませ
ん。それが私たち研究者
の使命です。

　早 稲田大学では、創設
当時より「理と工の融合」を理

想とした教育・研究を行ってきまし
た。数物系の分野においても優秀な研

究者を多く擁し、科研費の採択数でも高い
実績をあげており、国内外から高く評価さ
れています。まずは幅広い数物系分野の中
から国際的評価の高い「量子力学・数学」

「流体力学・数学」に絞り、数学・物理を基
盤としたモデリングを行い、数値解析によ
るシミュレーションによって科学技術に貢
献する優れた人材を育成する、教育・研究
システムの構築を図ります。これは本学だ
けでなく、海外拠点と連携して進めます。
特にドイツ・ダルムシュタット工科大学とは
2009年より日独共同大学院プログラムを
スタートさせ、共同で国際的かつ分野横
断的に活躍する人材の育成に取り組んで
きました。今後はその実績をベースに海
外連携を拡大する予定です。他にも各分
野とつながりの深いイタリア・ピサ大学、
アメリカ・ピッツバーグ大学、ポーランド科学
アカデミー、ロシア科学アカデミーとも教育・
研究の協力体制を構築。海外から「早稲田
で数物系を学びたい、研究したい」と思わ
れる拠点を目指します。
　また、数物系はもちろん機械工学系の学
生も数学や物理の基礎知識を身につける
ことのできる場を今後も多く用意していき
たいと考えています。スーパーグローバル
大学創成支援が教育・研究力を発展させ
る急進力となり、より正確なものづくりがで
きる人材を世の中に送り出すことで、社会
の発展に貢献したいと思います。

数物系科学

日本のものづくりを支える
数物系イノベーションを

Propagation of internal gravity waves 
visualized by clouds.
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Dispersion of deep water waves
 (ω²=gξ) causes high waves. 



勉強は大学で終わりじゃない！
　幼い頃から早稲田大学出身の祖父の話
を聞き馴染んでいたこともあり、ざっくばら
んで自由な早稲田の校風に惹かれて入学。
人間科学部では臨床心理学を専攻し、人
の心の動き、特にモチベーションやセルフ・
エフィカシーに興味を持った。庭球部に所
属し、週6日東伏見に通う練習三昧の日 。々
主務として、主将と共にチームをマネジメン
トし、高校生のスカウトを担当した。折しも
早大庭球部が強豪チームへと変化していく
時代。責任は重大だ。チームの状況や課題
を見極め、解決方法を検討し具体的な目標
を立てて実行する。

「目の前のことをどう楽しむか、メンバーの
良さを活かし、チームのためにできることは
何かを常に考えていました。だから私がス
カウトした後輩が日本一になった時は本当
にうれしかったです。組織の動かし方、モチ
ベーションのあげ方などを庭球部での体験

から学びました」
　就職先には、人の役に立ち、かつビジネ
スのダイナミズムを感じられる損害保険会
社を選択した。入社後は自動車保険の損害
サービス部門に配属され、保険が人の役に
立つ瞬間に立ち会うことが多く、手応えを
感じることができた。ところが現在の部署
に異動して、法人向けにオーダーメイドの保
険の開発・引受業務（アンダーライティング）
を担うことになった社会人11年目、壁にぶ
ち当たる。当時担当した保険は、海外進出
をした企業の役職員を取り巻くリスクを扱
う保険だ。アンダーライティングを行うには、
お客様である企業の業務内容はもちろん、
世界情勢など幅広い知識が求められる。

「さまざまなリスクにより海外進出に踏み
出せない日本の中小企業を応援する前
向きな仕事に、保険の可能性を感じまし
た。しかし、お客様にとって最適な商品の

東京海上日動火災保険株式会社
企業商品業務部

安原美里さん

Profile
やすはら・みさと
2001年早稲田大学人間科学部卒業後、東京海上
火災保険株式会社（現・東京海上日動火災保険
株式会社）入社。自動車保険の損害サービス業務
などを経て、2011年から法人向け新種保険のアン
ダーライティングを担当。2015年春、早稲田大学
ビジネススクール（WBS）を卒業。趣味は食べ歩き
で、WBSの授業後は“麻の葉”で一杯……。学生
時代は庭球部主務として活躍、最近はゴルフにハ
マり、ようやく100を切ったと意気込む。WBSの仲
間と箱根駅伝の応援に行くほど早稲田好き。

自分が面白いと感じたことに、ひたむきに
「多様な人々が集まる早稲田には、面白いこ
とがたくさん転がっているはず。それをどう
楽しむかは自分次第―」。そんな期待に
心を弾ませ入学した早稲田大学は毎日が
刺激的だ。1年次の英語クラスは、入学時の
語学テストを高く評価され、外国人留学生
と帰国子女ばかりのディスカッション中心
のクラス。その授業が面白かった。

「“彼らに負けたくない！”という思いで、どう

すれば自分の考えを端的に伝えることがで
きるかに重点を置いて話すようになりまし
た。発音は二の次。多様な留学生たちの中
で揉まれた経験が、コミュニケーションに
対する考え方の軸となっています」
　英語がさらに楽しくなり、片っ端から語
学科目を履修した。中でもソジエ・内田先生
の授業は面白く、興味のあった冷戦時代の
西ドイツと米国の共産主義への考え方の
違いについて英語でプレゼンし、高評価に
思わずニヤリ。3年次からは経済など専門
知識を英語で学ぶ授業を履修している。

「昔から自分が面白いと感じたことをとこと
ん掘り下げて考えることが得意でした。そ
うして追求するうちにどんどん世界が広
がっていく過程にワクワクするんです」
　身近なテーマを扱い、その周辺へと対象
範囲を広げながら多角的な視点で考える

2014年9月、岩手県宮古市の代表的な景勝地である
浄土ヶ浜にて。遊覧船の桟橋や船内でジャズを演奏
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学生生活のなかで身につけた
視点や能力を活かして
活躍している学生と若手校友を
クローズアップして紹介するコーナー。
第5回は政治経済学部4年の白石修一さん
と、東京海上日動火災保険株式会社の
安原美里さんにお話をうかがいました。

Front Runner
― 活 躍 す る 若 者 ―



勉強は大学で終わりじゃない！
開発・改定を行いたくても、当時の私には
少ない情報から企業の置かれている経
済環境や財務状況を十分に把握できる
だけの知識も、広い視野もありませんで
した。悔しかった」
　今の自分の課題は何か、解決方法は何
かを考え、自分に足りない知識を補うため、
体系的に理論と実務を学べる早稲田大学
ビジネススクール（WBS）への入学を決意
した。WBSでの学びと人との出会いは、視
野を広げ、新しい価値観を教えてくれた。

「“社会を良くしたい！”と夢を語り真剣に学
ぶWBSの仲間、ゼミ合宿で訪れたシリコン
バレーで“次はどんなベンチャーをやろう”
と常に考え挑戦し続けている年上の日本
人、そうした人たちの姿を見て、自分がやり
たいことに思い切って飛び込むことの大切
さに気づかされました。だから学生の皆さ
んには、できるかできないかではなく、自分

の価値観や実現したい夢を真剣に考え抜
き、心に響いたものがあれば臆せず挑戦し
てほしいと思います。もしも力が足りないと
感じたら、もう一度勉強すればいいだけで
すから」
　以前と同じ情報でも、見える範囲が格段
に広がったことを実感し、仕事が楽しくてな
らない。保険事業を通じて多くの人や企業
が臆せず挑戦できる社会を実現するため
に、安原さんはこれからも学び続ける。

最後の早慶戦。4年間を共にした同期と共に

政治経済学部4年

白石修一さん

Profile
しらいし・しゅういち
神奈川県出身。2012年早稲田大学政治経済学部に
入学。「ロッキーのテーマ」を演奏するため中学から
トランペットを始める。早稲田大学ニューオルリンズ
ジャズクラブではバンドリーダーを務め、クラブ活動
の一環で年に2〜3回、岩手県宮古市に音楽を届け
る活動をするほか、仕事としてさまざまな地域・団体
でジャズを演奏。TOEICマニアで自己最高得点は
975点。

自分が面白いと感じたことに、ひたむきに
経済は、まさにうってつけの学問だ。
　3年次は経済波及効果を実証的に分析
できる近藤康之ゼミを選択し、産業連関
分析についての基礎知識を学ぶと同時に、
3人一組で共同論文の執筆に打ち込んだ。
テーマは「地域産業構造とゆるキャラの
経済効果の関係」。せんとくん（奈良県）と
くまモン（熊本県）の2体を選び、2県のGDP
データを集め、経済効果を比較・分析する
のだが、これが簡単なようで難しい。2体と
も平城遷都1300年記念事業や九州新幹
線全線開通などイベントのために誕生し、
相乗効果を発揮している。ではキャラ単体
の経済効果はどうか？ 分析すればするほ
ど、新たな視点や課題が生じる。ゼミの時
間内では終わらず、提出締切の直前は3号
館のラウンジで追い込みをかけたほどだ。

「きつかったけれど、細かいところまで比

較・分析し、問題提起や分析結果を考える
過程は面白かったです。ゼミを通して物事
を深く考えるという自分の強みに気づき、
実証的に分析する姿勢が身につきました。
また、仲間と共に最善を尽くした結果とし
て、この共同論文が“早稲田大学政治経
済学会論文コンクール”で優秀賞を受賞。
思いがけないご褒美をいただくこともでき
ました。ゆるキャラという新規性のある魅
力的なテーマを提案した桐野くん、数学的
理論を完璧に組み立てた今岡さんの力が
大きいです」
　すでに次の面白いテーマに向かって動
き始めている。将来はお客様と深く関わり
課題を解決するような仕事に就き、社会の
役に立ちたいという白石さん。さまざまな
社会課題を解決するため、ひたむきに取り
組む姿が目に浮かぶ。
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　現代社会にはさまざまな健康リスク
が蔓

は び こ

延っています。食事や運動などの生
活習慣が健康に影響することはほとん
どの人が理解していると思います。しか
し「座りすぎ」が健康リスクを高めるこ
とを知っている人は少ないでしょう。

　ここ数十年で人々のライフスタイルや
ワークスタイルが大きく変化しました。
1960年代は体を動かす仕事が全体の半
分を占めていましたが、現在は2割もあり
ません。代わりに増加したのがデスク
ワークです。朝出勤してから退勤するま
でほぼずっと座りっぱなしでパソコンと
向き合うという人も中にはいるでしょう。
デスクワークではなくても、家の中では

座った状態でテレビを観る、交通が不便
な地域では移動のために車を運転する
など、一日の大半を座って過ごす人は多
いと思います。
　厚生労働省は、人々が元気で長生き
するための活動の目安として、歩行また
はそれと同等以上の身体活動を一日に
60分程度確保することが望ましいとし
ています。中高年者のメタボリックシンド
ロームやがん、高齢者に多い認知症など
も、体を積極的に動かすことで予防する
ことが可能です。しかし運動が心身の
健康に良いとわかっていても、実際に望
ましいレベルで運動している人は3割に
満たないのが現実です。人は本当に自
分が納得し、かつ楽しくなければ行動に
移しません。しかも社会の科学技術は、
人間が自分の体を動かさなくても良い
方向へと進んでいるのです。階段とエレ
ベーターが並んでいる場合、健康な人で
も大半の人は自然とエレベーターを使っ
ているんじゃないでしょうか。日本人の
成人の一日の覚醒時間における活動量
を見ると（図1）、低強度身体活動と座位
行動が95%を占めており、これまで推奨
されてきた中高強度以上の身体活動は
たったの5%。このままでいけば、現在の
不活動の状態は気づかないうちに進行
し、将来パンデミックのように世界中で
大問題になると言われています。

　世界20カ国の成人を対象とした座位

「座りすぎ」は健康寿命を縮める!?
大規模調査で人々が
元気で長生きできる社会を目指して

社会に貢献する最新の研究を取り上げて紹介します。

研究最前線
frontline of the study

世界で最も「座りすぎ」な日本人を
立ち上がらせるために

活動量が低下している
現代社会の生活習慣と健康リスク

図1：日本人成人の一日の
　 　 覚醒時間における行動割合スタンディングデスクを導入している岡研究室にて。

立位でパソコン作業を行う大学院生たち。
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時間の国際比較研究の中で、日本人の
平日一日の総座位時間は最長という結
果があります。つまり、多くの日本人が座
りすぎているということです。座ること
が悪いわけではありません。私が伝え
たいのは、連続して座る（座位）時間が
長いことによる不活動が、健康リスクを
高める恐れがあるということです。実際
に、オーストラリアの研究で総座位時間
と総死亡リスクの関連を調査した研究
によると、一日の中で総座位時間が4時
間未満の成人に比べて、総座位時間が
11時間以上と長い成人は総死亡リスク
が1.4倍に高まることがわかっています

（図2）。しかもWHOで推奨されている運
動量を実施していたとしても、総座位時
間が長ければ総死亡リスクは高まるわ
けです。それ以外にも座りすぎが肥満
や糖尿病、がん、冠動脈疾患の原因に
なっているほか、認知機能や抑うつなど
に影響することが報告されています。こ
うした統計データにより、最近は座りす
ぎによる健康リスクに関する研究に注
目が集まるようになり、どうやって座位
時間を減らすかということが世界中で
議論されるようになってきました。
　これからの日本に最も重要なのは、い
かに健康に配慮した環境を整備するか
ということです。そこで私は現在、仕事
時のデスクワークにおける長時間の連
続した座位行動を減らすための研究を
進めています。目安としては少なくとも30
分〜 1時間に一度はイスから立ち上がっ
て体を動かすと良いと考えています。し

かし立った状態でデスクワークをするこ
とは容易ではありません。そこで座位と
立位での作業を簡単に切り替えられる
スタンディングデスクやワークステー
ションを研究室に導入し、立位でパソコ
ンの作業をできる環境を整えています。
企業への導入を進めるためには、心身の
健康を維持するためというだけでは難
しいでしょう。今後は、仕事中の座位時
間と生産性、あるいは欠勤率などとの関
連性を調査し、医療経済的評価につい
ても進めたいと考えています。

　現在、日本には座りすぎが健康に悪影
響するという理論を裏づける調査は十分
に行われていません。そこで早稲田大学ス
ポーツ科学学術院では2014年度より、

「WASEDA’S Health Study」という壮大
な追跡調査プロジェクトをスタートしまし

た。校友の方々の元気で長生きの秘訣を
長期間（20年）にわたり追跡することで、
いまのライフスタイルが将来の健康リス
クにどう関連するかということを明らか
にするというもので、40歳以上の校友お
よびその配偶者を対象に同じ内容の調
査・測定を5年ごとに実施します。
　こうした追跡調査はかなり前から先
駆的にハーバード大学が男性の卒業生
を対象に行っているものがあり、その
データをもとにこれまで多くの研究成果
が生まれました。「WASEDA’S Health 
Study」はそれに匹敵し、社会へのメッ
セージ性が高いものと考えています。
　集積された貴重なデータは研究論文
の裏づけとしてだけでなく、健康診断や
体力測定の結果をフィードバックするこ
とで校友の健康に貢献すると同時に、国
の考える健康づくりの指針や制度にも
反映されるよう積極的に提言していくこ
とで、社会の健康格差の是正に貢献し
たいと考えています。

岡 浩一朗
スポーツ科学学術院教授

プロフィール
おか・こういちろう
1999年早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士

（人間科学）。早稲田大学人間科学部助手、東京都老人総合研究所
（現東京都健康長寿医療センター研究所）日本学術振興会特別研究員
（PD）、同研究所 介護予防緊急対策室主任を経て、2006年早稲田大
学スポーツ科学学術院准教授。2012年より現職。

岡浩一朗研究室
http://www.f.waseda.jp/koka/

壮大な追跡調査プロジェクト
「WASEDA’S Health Study」で
元気で長生きできる社会に貢献

図2：一日総座位時間と
　 　 総死亡リスクの関連

（van der Ploeg et al.Arch Intern Med, 2012）

WASEDA’S Health Study

参加はこちらから▶︎https://wasedas-health-study.jp/survey/

Aコース

Bコース

Cコース Dコース

Aコース
インターネットによる健康調査

Bコース
Aコース＋加速度計（大学側から提供）を
使った日常の活動量の計測

Cコース
Aコース＋Bコース＋全国の拠点での
無料の健康診断（人間ドック）への参加

Dコース
Aコース＋Bコース＋所沢キャンパスに
来校しての健康診断および各種健康・
体力測定への参加
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［プロフィール］
よしだ・てるみ
1951年東京都生まれ。1974年早稲田大学政治経済学部卒業後、アナウンサーとして文化放送に入社。
深夜ラジオのパーソナリティーを務め、『セイ！ヤング』、『吉田照美のてるてるワイド』をはじめとした数
多くの人気番組を世に送り出す。1985年3月に退社後はフリーアナウンサーに転身し、テレビにも進出。

『夕やけニャンニャン』（フジテレビ）、『11PM』（日本テレビ）、『ぴったし カン・カン』（TBS）など、人気
番組の司会を務めた。主な著書に『吉田式 グングン会話術』（藝神出版社）、『ラジオマン 1974 - 2013 
私のラジオデイズ』（ぴあ）など。

フリーアナウンサー

吉田照美さん

アナウンサーとして活躍し、個性的かつ

奇抜なラジオ番組を手がける中で、放送

界の一層の発展・隆盛に大きく寄与し

てきた吉田さん。早稲田大学での印象

深いエピソードの数々を通じて、本学に

期待することを伺いました。

―早稲田での印象深いエピソードに

ついて教えてください。

　早稲田では、教員や学生の多彩な

個性に触れる機会が多く、その中で自

身の考えやスタイルを持つ大切さを学

びました。当時は学生運動がまだ続い

ていて、過激派の学生が授業を妨害す

ることが珍しくなかった時代です。ヘ

ルメットにマスク姿でゲバルト棒を携え

て押し入ってくる彼らに対し、印象的

だったのが、フランス語の石井先生の

対応でした。「ナンセンス！」と叫びなが

ら入ってきた過激派の学生に対して、お

となしそうな風貌の石井先生は「そう

思っているのは君だけで、他のみんな

は授業をやりたいんだ」と言うのです。

これには過激派の学生もすごすごと出

ていかざるを得ない。そういう先生の

毅然とした姿を見て、他人の考え方に流

されないことの大切さを実感しました。

―アナウンサーを目指したきっかけ

は何ですか。

　きっかけは、早稲田のアナウンス研

究会に入部したことです。といっても当

初は対人恐怖症の克服が目的で、アナ

早稲田大学に関係のある方にお話を伺い、
客観的な視点により、早稲田大学の魅力や課題を浮き彫りにします。

Message
to the next
generation
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ウンサーになろうとは考えていません

でした。

　入部して気付いたのは、問題を解決

するには自分から努力しなければダメ

だということです。

　私の人生を振り返ると、まず障害にぶ

つかり、試行錯誤をしながらそれを克服

すると、また次の障害が現れて…という

パターンの繰り返し。それでも諦めずに

立ち向かい続けることができたのは、こ

のときの気付きが大きいように思います。

　最初の挫折を味わったのは、初めて

の夏合宿のときでした。原稿の読み上げ

と3分間のフリートークをする、1、2年生

対象のアナウンスコンテストがあり、順調

にフリートークする同学年の仲間の中

で、私だけが絶句状態。ただただ屈辱で

「何とかしなくては」という思いに駆ら

れ、当時4年生でニッポン放送に採用が

決まっていた先輩に相談しました。そし

て、紹介してもらったアナウンサーの専

門学校に通うことを決意。忸
じ く じ

怩たる思

いのもと、周囲に黙って通い続けたので

すが、ここで積んだ自己PRの訓練が対

人恐怖症の克服につながりました。

　アナウンサーを目指す転機となった

のは、2年生の頃、卒業したサークルの

先輩がラジオ番組で活躍する様子を

耳にしたことでした。しかし、当時の私

の実力は低く、テープレコーダーで録

音した自分の声の暗さに自らショック

を受ける有様。このときも「なんとかし

なくては」という一心で、いろいろな番

組を参考に、小島一慶さんなどプロの

しゃべり方をまねすることから始めまし

た。話し方が明るくなるにつれ、周りか

ら性格が明るくなったと言われるよう

になりました。日常会話にも変化が起

き、コミュニケーション力も向上させる

ことができたのです。

―アナウンサーとして活躍する中で、

早稲田での経験が役に立ったことはあ

りますか。

　自分なりのスタイルで試行錯誤を続

ける姿勢は、仕事をする上でとても重

要でした。

　やっとの思いでアナウンサーとして文

化放送に就職したのもつかの間、私は

なかなか活躍の場が見出せず、深夜番

組を担当したいという夢も言い出せな

いまま、時間だけが過ぎていきました。

「3年でモノにならなかったら異動」とい

うプレッシャーに打ちのめされる中、日

の目を見たのは最初の１年が終わりか

けていた頃でした。好きだった相撲の

支度部屋リポートを任されたのです。と

ころが、朝稽古から土俵に上がるまでを

取材する中で、社交性の低い私はベテ

ラン力士の皆さんに相手にしてもらえ

ません。それでもネタは持ち帰らなけれ

ばならないので、他局のリポーターがイ

ンタビューするのを後ろでこっそり聞き、

自分なりに面白おかしくアレンジして伝

えるなどの工夫を常に心がけました。

　局の中でも存在感を出せるように

なってきた頃、平日夕方の生放送番組

の外中継コーナー『夕焼けトピッカー』

でリポーターを担当。電車の中でいき

なりみそ汁を食べ始めて乗客の様子を

うかがうなど、奇抜な企画を試みた結

果、徐々に人気が出て、念願の深夜放

送『セイ！ヤング』のパーソナリティーに

抜擢されました。ところが、その裏番組

が、当時大人気だった『タモリのオール

ナイトニッポン』だと知り、また愕
がくぜん

然。し

かし「どうせ誰も聴いていないだろう

から、自分のやりたいことをやろう」と

開き直り、一層思い切った企画を展開し

ました。中でも東大の合格発表日に受

験生を装って胴上げをする企画は、実

際の合格発表風景としてニュースで報

道されたこともあり、大いに話題になり

ました。次第にリスナーも増え、番組自

体が深夜放送の新しいモデルケースと

なるなど、期待以上の成功を成し遂げ

られました。この番組はもちろん、どん

なに苦しい状況でも「何とかしなけれ

ば」と41年間挑戦することができたの

は、早稲田での経験があったからこそ

だと思います。これからも自分の目指す

理想のアナウンサーを目指して、できる

限り続けていきたいですね。

―本学と、本学の学生に期待するこ

とは何ですか。

　私は「野性味」こそが早稲田らしさ

だと思います。私たちの学生時代に比

べて今の社会は窮屈で、学生は言いた

いことを言っていない印象があります。

しかし、均一化された個性だけでは新

しいものが生まれませんし、社会も面白

くなくなってしまいます。ぜひ早稲田大

学には多様な個性を認め、応援する風

土を維持していただきたいと思います。

学生の皆さんには、野性味あふれる活

動を期待しています。その結果、多様な

ジャンルの面白い人が早稲田から出て

くるとうれしいです。

趣味の油絵は、絵画展が開かれるほどの実力。「描きたいものを描く」という姿勢で、時事ネタを風刺した作品なども多数制作しています
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大学の新しい組織・制度など、進化する大学のしくみについて
解説します。第5回は、障がい学生支援室です。進化する大学

障がい学生支援室

すべての学生が同じ環境で学ぶ
共生社会の実現へ

　障がいは多様性の一つです。障がい
をはじめ国籍、性別などの異なるさまざ
まな人々が集まることで教育、研究、就労
に関わる人材の多様化が進み、“Waseda 
Vision 150”の示す真のグローバル化が
実現します。
　早稲田大学では1990年代後半から障
がい学生への支援が始まりました。しか
し当時は各学部・研究科による個別対
応が中心でした。2006年になり全学的
な組織として障がい学生支援室が設立
され、それにより専門スタッフをそろえ、
障がい学生からの相談や依頼、支援
サービスの提供などを一元化する体制が
整いました。聴覚障がい・視覚障がい・
肢体不自由などそれぞれに適した支援
のノウハウの蓄積が可能となり、より専
門的かつ効率的に支援できるように
なったのです。また、2014年6月から発
達障がい学生への支援をスタートし、

2015年度からは専門スタッフを増員し
て対応しています。

　多様な人々が共生し学べる環境を整
えることは大学の責務です。支援室では

「すべての学生が同じ環境で学ぶため
に」というミッションのもと、学内外の関
係機関と連携した支援サポートを行っ
ています。修学支援の相談、支援内容の
立案・アセスメント、支援者の育成、支援
状況のモニタリング、学内箇所への依
頼・調整、障がいの理解を促進するため
の啓発活動、教員ガイドの作成、施設な
どのハード面の改善に向けた活動など
業務は多岐に渡ります。障がい学生に
対しては、入学前から定期的に面談し、
本人の修学状況や支援に対する希望を
確認しながら対応しています。また、グ
ローバル化が進むことで障がいのある
外国人留学生も増えると想定され、そう

した学生への支援体制も検討する必要
があるでしょう。

　現在、支援室を利用している障がい学
生は約60名（うち身体障がいは約30名、
発達障がいは約30名）、支援ボランティア
に登録している学生は約270名。しかし
キャンパスの立地や専門性、学年、空き時
間などを考慮してボランティアをコーディ
ネイトするためにはまだまだ人数が足り
ない状態です。支援学生は随時募集し
ていますので、関心のある方はぜひ積極
的に支援室までご連絡ください。移動支
援、代筆などすぐにできる支援方法もあ
りますし、ノートテイクやパソコン通訳は
支援者養成講座を1回受講してからス
タートとなります。
　支援ボランティアは大学の教育・研究の
発展に資する活動として、有償のボラン
ティアとなっています。有償とすることで

障がいは多様性の一つ

学内外と連携し、
適切な支援を提供

支援ボランティアを通じて
多様性を学び視野を広げる

障がい学生 教員
支援学生

学外支援者

支援 支援支援

障がい学生
支援室

学部

研究科

連携

連携

共通のサービス
◦教員への配慮事項の伝達
◦期末試験時の配慮の調整
◦個別相談　等

聴覚障がい学生への
サービス

◦ノートテイク、記録
◦パソコン通訳、手話通訳
◦音声教材の文字起こし、字幕挿入　等

視覚障がい学生への
サービス

◦教材の点訳またはテキストデータ化
◦付き添い（教室までのガイドヘルプ＋授業中の支援）
◦代読、代筆　等

肢体不自由学生への
サービス

◦移動支援
◦代筆
◦生活介助　等

発達障がい学生への
サービス

◦学生支援コーディネーターによる面談
◦修学支援についての相談
◦心理検査などによるアセスメント
◦学内外の関係箇所との連絡・調整　等
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障がい学生は必要なサービスを気兼ねな
く利用することができ、一方で支援学生
はボランティアかつ学びの場として責任
感をもって臨むことができるのです。
　また、障がいを身近な問題としてとらえ、
理解を深めることを目的に設置された
グローバルエデュケーションセンター科目

「障がいの理解と支援」の運営に、当支援
室も協力しています。障がいのある当事者
がゲストスピーカーとして参加し、生の声を
伝えることで、障がいへの理解を深めると
同時に、受講した学生自身の視野が広が
ることを期待しています。

　2016年4月から施行される「障害を理由
とする差別の解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）」では、大学が障が
い学生に対して合理的配慮を提供するこ
とが定められ、私立大学には努力義務が
課せられます。こうした社会的背景もあり、
本学では、障がい学生支援に関するガイド
ライン策定を現在進めています。障がいの
有無にかかわらず、すべての学生たちが輝
ける場をどのように形成していくのかとい
う大きなテーマに向かって、障がい学生支
援室ではこれからも努力してまいります。

すべての学生が輝ける場を
形成するために…

　皆さんは障がいを他人事と考えていない
でしょうか。実は私も若い頃、そのように考え
ていました。しかし、現在の私はメガネをかけ
ないと細かい文字が読めません。加齢によ
るものです。これも実は障がいの一つと言え
ます。近眼でメガネやコンタクトレンズを使用
している若い人も同様です。
　私たちは街で障がいがある人を見かける
と、「常に困っている人」「かわいそうな人」と

捉えてしまいがちです。でもそれは正しくあり
ません。確かに不便なことはありますが、適
切な支援を受ければ、皆さんと同じように学
生生活を楽しみ、将来に向かって夢をひろげ
ることができます。
　障がいを正しく理解し共感することで、新
たな価値観が生まれ、皆さん自身の学生生
活に変化を与え豊かなものになることを確
信しています。

■ 教員の声

障がいへの理解が学生生活を豊かに
畠山卓朗 人間科学学術院教授

（グローバルエデュケーションセンター設置科目「障がいの理解と支援」コーディネーター）

　友人が支援ボランティアを始めたことが
きっかけで、専門的なスキルがなくてもできる
ことを知り1年の秋から支援ボランティアを
始めました。授業の空き時間を利用し、主に
聴覚障がいのある学生に対してノートテイク
やPC通訳によるサポートをしています。自分
の専門以外の授業を受けることもあり新し
い知識や気づきが得られるなど、ボランティ

アというよりは大学の学びに近い感覚です。
周りの障がい学生や支援学生の頑張る姿
が私にとって良い刺激になっています。
　障がいはハンディではなく多様性の一つ
であること、自分にできる範囲で人の役に立
てることを理解できました。将来は人に寄り
添い、社会のためになる仕事をしたいです。

■ 支援学生の声

自分にできることで人の役に立てる
大澤芙美さん

（法学部4年）

■ 障がい学生支援室のスタッフ
身体障がい学生支援部門
早稲田キャンパス3号館110

発達障がい学生支援部門
早稲田キャンパス25号館（大隈ガーデンハウス）1階

障がい学生支援室Webサイト
http://www.waseda.jp/student/shienshitsu/

遠隔によるパソコン通訳支援。式典や授業などを友人
と共に自然に受けることができると障がい学生に好評

プロフィール　
さいとう・たいじ
早稲田大学政治経済学部卒業。同大学院文学研究
科博士課程前期修了。1996年より早稲田大学政治
経済学部教授。1996〜2002年政治経済学部学生
担当教務副主任、2010〜2014年同主任。2014年
11月より現職。

早稲田大学 学生部長

齊藤泰治 政治経済学術院教授

左から大久保裕子課長、志磨村早紀さん、
和田亜弓さん、香川龍仁さん

左から岡本俊郎さん、樫木啓二さん、
石川悦子さん、温泉美雪さん
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

index
1月 January

17日-18日

春の留学フェア開催
CTIVITYA

13日-17日

Library Weekトークイベント「ブックトーク」開催
CTIVITYA

8日-5月31日

早稲田小劇場どらま館開館記念公演
「どらま館フェス」開催

CTIVITYA

NIVERSITYU

1日-2日

2015年度学部合同入学式、
大学院合同入学式および芸術学校入学式
 ➡P21 Pick Up

4月 April

ESEARCH & EDUCATIONR

18日-22日

理工・高西敦夫研究室
舞台『ブラック・ジャック』の人気キャラ「ピノコ」
をロボットで再現 ➡P22 Pick Up
25日-3月2日

第88回全日本学生スキー選手権大会
スキー部女子が4連覇達成
男子も準優勝

CTIVITYA18日-22日

理工・岩瀬英治准教授
古志知也氏（基幹理工・修士1年）
金属ナノ粒子の電界トラップを用いて
亀裂を自己修復する金属配線を実現、
国際学会MEMS2015で発表

ESEARCH & EDUCATIONR

8日

日本学生氷上競技選手権
男子1000メートル（スピードスケート）
小田卓朗選手（スポ科4年）が優勝

CTIVITYA

NIVERSITYU

26日

「WASEDA稲門経済人の集い2015」開催

30日-31日

BHP 4カ国対抗戦で
瀬戸大也選手（スポ科2年）が4冠達成！
200Mバタフライ、400M個人メドレー、
200M自由形、200M個人メドレー

CTIVITYA

17日

理工・宗田孝之教授
現場の物証を非破壊・非接触で回収する
最新鋭の指掌紋検出装置を共同開発
 ➡P23 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

5日

理工・大島登志男研究室など
脊髄損傷における
新たな治療標的タンパク質を特定

ESEARCH & EDUCATIONR

11日

第93回全日本スキー選手権大会
女子ジャンプ・ノーマルヒル
小林諭果選手（スポ科2年）が連覇

CTIVITYA

2月 February

25日-4月25日

大学史資料センター春季企画展
「学徒たちの戦場―戦後七〇年―」
 ➡P26 Pick Up

CTIVITYA

28日

羽生結弦選手（人科・eスクール）が
世界フィギュアスケート選手権で銀メダル
 ➡P26 Pick Up

CTIVITYA

NIVERSITYU

25日-26日

2014年度学部合同卒業式、
芸術学校・川口芸術学校卒業式および
大学院学位授与式 ➡P21 Pick Up

24日-4月23日

「真実を伝え続ける絵画—アウシュヴィッツに
生きたM・コシチェルニャック展―」
 ➡P26 Pick Up

CTIVITYA
3月 March

NIVERSITYU

13日

文部科学省「大学の国際化のための
ネットワーク形成推進事業（グローバル30）」の
事後評価結果で本学が
最高評価の「S」を取得

10日-16日

第44回早慶対抗グライダー選手権
航空部が連覇

CTIVITYA

8日

早稲田大学交響楽団が
ベルリンフィルハーモニー・ホールにて
ヴァイツゼッカー元ドイツ共和国大統領
追悼演奏会を開催

CTIVITYA

2日-4月18日

會津八一記念博物館
「黄檗僧の書と明清美術」開催

CTIVITYA

16日

第3回Waseda Vision 150 
Student Competition決勝大会を開催
 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

18日

JFK国際シンポジウム、大隈講堂で開催
ケネディ駐日米国大使、
クリントン元米国大統領、安倍首相が講演
 ➡P3 Pick Up

CTIVITYA

13日

次世代ロボット研究機構
菊池製作所と共同で災害対応ロボット

「オクトパス」を開発 ➡P22 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

23日

「早稲田小劇場どらま館」竣工式
 ➡P2 Pick Up

CTIVITYA

25日-4月2日

「早稲田スポーツ展
―仰ぐは同じき
理想の光―」

CTIVITYA

24日

テラヘルツ光の解析法を開発
宇都宮大・埼玉医科大・早稲田大など
共同研究グループ

ESEARCH & EDUCATIONR

23日

理工・宮崎牧人次席研究員、石渡信一教授
らの研究グループ　細胞分裂装置（収縮環）
の形成メカニズムの一端を解明
 ➡P23 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

24日-2月1日、2月3日-14日

第27回ユニバーシアード冬季大会
小林諭果選手（スポ科2年）
　ジャンプ 混合団体
　金メダル
　女子個人ノーマルヒル
　銀メダル
　女子団体 銀メダル

山元豪選手（スポ科2年）
　ノルディック複合団体 銀メダル　他

CTIVITYA

ⓒwasedasports.com
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研究・教育R受賞P 各種活動A大学全般U

無料で“アドラー心理学”

人間科学学術院の授業をオンラインで学ぶ「MOOC」開講
　2013年10月11日、日本初のMOOC提
供団体となるJMOOC（日本オープンオ
ンライン教育推進協議会）が設立され、
日本の大学・教育機関等による日本語
を中心としたMOOC（Massive Online 
Open Courses）の提供が始まりました。
　2002年よりオンデマンド授業の実施を
推進している本学でも、“Waseda Vision 
150”で掲げる「教育と学修内容の公開」
につながる取り組みとして、大学総合研
究センター（大総研）を中心にMOOCを

推進しています。2014年には第一弾とし
て栗崎周平政治経済学術院准教授に
よる「国際安全保障論」が開講され、
1万3千名が履修しました。2015年は生
涯教育でニーズが高いと言われている

「アドラー心理学」を向後千春人間科学
学術院教授の協力を得て開講します。
　今後も大総研では、早稲田大学の教
育をオープン化し、学びの場を広く提
供すると共に、その経験や学修データ
をもとに授業や教育手法などを研究・

開発する取り組みを行っていきます。
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名誉博士学位贈呈や功労者表彰も

2014年度卒業式、2015年度入学式を挙行
　3月25日・26日、2014年度学部・芸術
学校卒業式、大学院学位授与式が行わ
れました。この日、学部卒業者9,147名、
芸術学校卒業者49名、大学院修士課程
修了者2,171名、大学院専門職学位課
程修了者680名、博士学位受領者198名
の合計12,245名が新たな門出を迎え、
そのうち757名は海外からの留学生で
した。式典では、鎌田薫総長より卒業
生へ式辞が贈られ、学術・芸術・スポー
ツで特に優れた成果をあげた学生・団
体に対して、小野梓記念賞が授与され
ました。また、中村吉右衛門氏（歌舞伎
役者）に芸術功労者表彰を行いました。

　一方、桜も満開となった4月1日・2日
には2015年度学部合同入学式、大学院
合同入学式および芸術学校入学式が
行われました。2015年4月の学部入学
者数は9,529名で、2014年9月の学部入
学者と合わせると、合計9,878名が学部
の1年生として早稲田の杜での生活をス
タートさせました。そのうち海外からの
留学生は486名となりました。式典で
は、戦後70年目の今年、本学校友であ
る杉原千畝氏から「命のビザ」を受け、
日本に渡ったレオ・メラメド氏（シカゴ・
マーカンタイル取引所名誉会長）へ名誉
博士学位を贈呈。さらに、小幡洋次郎氏

（東京・メキシコ両オリンピックのレス
リング金メダリスト）にスポーツ功労者
表彰を行いました。
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商学研究科ビジネス専攻とファイナンス研究科を統合

大学院経営管理研究科を新設 2015年4月文部科学省に設置届出予定
　本学では、世界の産業経済と金融
システムが求めているグローバルに通
用する専門知識、専門家としての高い
判断力、柔軟な思考と幅広いネット
ワークをもつ人材を育てるため、大学
院商学研究科ビジネス専攻（通称：
早稲田大学ビジネススクール（WBS））
とファイナンス研究科を統合し、2016年
4月、「経営管理研究科」（※2015年4月

文部科学省に設置届出予定）を新設す
ることになりました。
　多様なものの見方に触れ切磋琢磨
すること、お互いに刺激を与え合う仲
間や本音で語り合える仲間を増やすこ
とで、学生の学修機会と可能性が大い
に広がることが期待できます。多方面
の経営幹部を育てるビジネス教育と、
財務・金融のスペシャリストを育てる

ファイナンス教育を融合させたビジネ
ススクールとなり、両専門職大学院が
蓄積してきた経験・資産を活かして国
内トップの地位を確立し、アジアを代
表するビジネススクールとなることを
目指します。
※  経営管理研究科の設置については、本年4月に

文部科学省に届出予定であり、届出内容は変更
となる場合があります。

名誉博士学位の贈呈を受けるレオ・メラメド氏

多くの学生を迎え、送り出してきた記念会堂

講座概要
講　座　名： しあわせに生きるための心理学
 〜アドラー心理学入門〜
講　　　師： 向後千春 人間科学学術院教授
受 講 期 間： 5月25日〜7月12日
反転学習日： 7月11日
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科学・技術による社会貢献

「研究の早稲田」から最先端の研究成果を報告

　総合芸術集団「HAT（Human Art 
Theater）」が手掛けた手塚治虫の名
作を舞台化。漫画と演劇の融合を掲げ
るこの企画に、本学理工学術院の高西
研究室が協力し、『ブラック・ジャック』
の作品中に登場する人気キャラクター

「ピノコ」をロボットとして再現しました。
　ピノコが登場するのはエピソード

「畸
き け い の う し ゅ

形嚢腫」。双子の姉のコブの中で脳
や手足、臓器などがばらばらに収まった
状態で生きるピノコを、天才的な腕を持
つ無免許の外科医ブラック・ジャックが
手術で取り出し、小さな女の子の身体
を与えるというものです。
　高西研はピノコを再現するために、
各臓器や脚部、また胴体部から腕部
を着脱可能に設計。目にCCDカメラを
搭載しているため、ピノコ視点の映像

をプロジェクタで投影することもでき
ます。全身に25個のモーターを使用
し、愛らしいピノコの完全再現を試み
ました。
　舞台のスクリーンには漫画のワン
シーンとともに、ブラック・ジャックの
目線で見た手術シーンの映像が臨場
感たっぷりに映し出され、手術を施さ
れた直後、ピノコは与えられた身体に
戸惑いつつも、確かめるように首や手
足を動かし、外の世界を初めて見る様
子を“演技”します。

　演劇とロボットを組み合わせるシア
ターロボティクスに取り組む高西研の
橋本健二講師は「昨年春から準備を
始め、学部3年生と修士1年生の授業
の一環としてピノコロボットの製作に
あたりました。演出通りに動作するよ
う設計しましたが、研究室のメンバー
ではない役者さんが本番中にロボッ
トを組み立てるという、通常はしない
ことをしているため、うまくいってよ
かったです」と、胸をなでおろしていま
した。

『ブラック・ジャック』舞台化に協力
「ピノコ」をロボットで再現

誕生シーンの“演技”をする「ピノコ」ロボット ピノコの寸法と構造図

　早稲田大学次世代ロボット研究機構
（機構長：藤江正克理工学術院教授）
は、3月13日、㈱菊池製作所との共同研
究で、4本の腕と4輪（台座部分除く）
のクローラで動作する小型無人作業ロ
ボット「Octopus（オクトパス）」を開発
し、原発事故避難指示区域にある同

社南相馬工場で披露しました。
　8本の手足を駆使するタコから連想
して名付けられた「オクトパス」は高さ
1.7m、重さ700kgのロボットです。岩石
切断用のファイバーレーザーや、瓦礫
や廃棄物などをつかむグラップルなど
を装備可能で、地震、津波、噴火などの
災害現場で崩壊した建物から人を救う
ことや、原子力発電所の廃炉作業など、
幅広い用途を想定して開発しました。

　従来のこうしたロボットは大規模作
業向けで、平坦地での単一作業が中
心でしたが、オクトパスは4輪のクロー
ラを駆使し、狭くて段差が複雑な瓦礫
の山を移動、油圧ポンプ出力で4本の
腕を同時に使い、瓦礫分別処理や消
火作業、倒木除去など、複雑な作業を
行えます。4本の腕を同時に動かすこ
とができるロボットは世界的にも珍し
く、現状では2名で遠隔操縦しますが、
将来的には1名で操縦できるようにな
ります。
　オクトパスのプレゼンテーションを
行った藤江教授は「菊池製作所の南
相馬工場には機構の研究室分室を設
ける予定です。ロボットで災害や超高
齢社会の課題を打破し、福島県の新
しい産業基盤の創出に貢献したいで
す」と話しました。

震災復興の思いを込めて
災害用ロボット「オクトパス」開発

２本の腕とクローラを駆使して段差を乗り越える
「オクトパス」

災害現場での活躍のイメージ図
（作画：早稲田大学漫画研究会）
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　宗田孝之理工学術院教授は、JFE
テクノリサーチ㈱と科学警察研究所と
の共同研究で、建物の壁や公共交通機
関などの切符の磁気面などからの指掌
紋検出、重なった指掌紋の分離検出を
可能とする「ハイパー・フォレンシック・
イメージャー」を開発しました。本装置
は、現場に残されたヒト由来成分、すな
わち指掌紋や体液などに含まれる脂肪

やたんぱく質（アミノ酸）を非破壊かつ
非接触に分析することが可能であり、
スーツケース程度にコンパクト収納でき
るため可搬性にも優れています。
　指掌紋は、DNA型鑑定精度が飛躍
的に向上した現在でも、さまざまな犯罪・
事故現場において被疑者などの特定
につながる有力な現場鑑識資料です。
本装置は鑑識能力の質を高め、被疑者
特定・検挙に大いに威力を発揮する可
能性があり、犯罪者に対する抑止力と
いう波及効果をもたらし、安全・安心な
社会の実現に資することが見込まれま
す。多数の犠牲者が出る自然災害でも、

本装置にさらなる改良を加えることで
遺体の指紋を正確に撮像し二次元展
開することができ、指紋による身元確
認時間を著しく短縮できると推測され
ます。さらに潜在指掌紋が発する蛍光
スペクトルから印象時期を特定できる
可能性も秘めており、今後の挑戦課題
としています。本装置は2014年10月末
より、科学警察研究所などとの合同実
証実験を開始しています。

ハイパー・フォレンシック・イメージャー
壁に潜在する重複している指掌紋の蛍光スペクトル画像⒜、わずかなスペクトルの差異⒟に基づき
分離に成功した⒝指紋と⒞掌紋画像。光源は高出力緑色レーザー

　理工学術院の宮
みやざき

崎牧
ま き と

人次席研究員
と石

いしわた

渡信
しんいち

一教授（早稲田大学バイオ
サイエンスシンガポール研究所所長）
らの研究グループは、細胞から単離・
精製したタンパク質を混ぜ合わせて細
胞を模したカプセルに封入し、収縮環
様のリング構造を再構築することに世
界に先駆けて成功しました。さらに、細
胞質分裂を担う収縮環の自己組織化
と、その収縮に必要な最小限の構成要
素と物理的条件を明らかにしました。
　この成果は、細胞分裂の仕組みの
全容を解く重要な手掛かりになると期
待されます。細胞分裂の仕組みの詳細

が明らかになれば、将来的には細胞分
裂を自在に制御することが可能とな
り、がん細胞の分裂の抑制や正常細胞
の分裂促進による各種疾患治療、再
生医療などさまざまな医療分野への
貢献が見込まれます。また、今回の研
究成果を応用することで、自己増殖機
能を備えた人工細胞をつくりだせる可

能性もあります。
　今後は、細胞分裂に関与していると
考えられているタンパク質がそれぞれ
どのような機能を持っているのか、ボ
トムアップ的手法を用いて一つずつ明
らかにしていくことが課題です。
※  この研究結果は、英国科学誌『Nature Cell 

Biology』4月号に掲載されました。

細胞分裂装置（収縮環）の
形成メカニズムの一端を解明

がん細胞の分裂抑制や
再生医療への貢献に期待

現場の物証を非破壊・非接触で
回収する最新鋭システム

見えなかった指紋が浮かぶ
新装置を開発

収縮環様のリング構造の
自己組織化と収縮。
白い点線は液滴と油の
境界を表す
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2016年春採用の就職活動が本格化

学内合同企業説明会開催
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Y 　3月2日から19日までの12日間に早稲田

キャンパスにおいて学内合同企業説
明会を開催しました。大学内で行われ
る本説明会は、企業・団体等を大学に
お招きし、就職活動を行う学部3年
生・修士1年生以上の学生に対し、企
業研究の場を提供するものです。
　早稲田大学の企業説明会は、企業
ごとに1教室をお使いいただき、学生
は座って説明を聴くことができます。
また、時間割を定めて1時間の説明と
質疑応答の時間を確保しています。企
業の説明は早大生に向けた内容と
なっており、多くの企業がOB・OGを
同行され、早大生が抱く疑問や不安に
対応されています。併せて、グローバル

人材に向けた英語による説明会も開
催しています。
　12日間の参加企業数は478社、累計
参加学生数は34,830名、延べ参加学
生数は126,058名となりました。参加
学生数、参加企業数と顔触れにおい
て国内有数といえるでしょう。
　例年、この学内合同企業説明会を
きっかけにエントリー・選考・内定に
つながるケースが多々あります。
　今年度は就職活動スケジュールが
変更され、企業の広報開始が3月から
となりました。3月は大学は春休みで授
業がなく施設にも余裕があったため、
スケジュール変更のメリットを最大限
活かして多くの企業をお招きすること

ができました。学生がこうした機会を
活用し、多くの企業に接し、十分に企
業研究を行い、より適した進路選択が
できることをキャリアセンターは期待
しています。

会場内の様子

受付風景

学生が描く“Wasedaの未来”

第3回「Waseda Vision 150 Student Competition」開催

A
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Y 　本学では、中長期計画“Waseda Vision 

150”のもと、大学の主役である学生た
ちがより積極的に教育・研究・大学運営
に参画することを奨励する取り組みが
行われています。その一つとして、学生
が考える“Wasedaの未来”をコンペ形
式で発表するイベント「Waseda Vision 
150 Student Competition」を2012年度

よりスタート。第3回となる今回は、26
チーム総勢約100名の学生がエントリー
し、その中で1次、2次予選を勝ち抜いた
上位8チームが決勝に進出。3月16日、小
野記念講堂にて開催された決勝大会
では、学生たちの熱意のこもったプレゼ
ンテーションが150名を超える観客を
魅了しました。

　舞台の暗転や寸劇を入れるなど、各
チームとも趣向を凝らした演出を取り入
れ、提案内容だけでなく審査委員や観客
を魅了する創意工夫に満ちたプレゼン
テーションを展開。学生たちの熱い想い
が溢れた提案に、鎌田総長や橋本副総長

（審査委員長）、日枝久評議員会長（特
別審査委員）などによる審査は難航し
ましたが、厳正な審査の結果、受賞チー
ムが決定（表参照）。
　過去2回の大会での提案内容は既に
実現しているものもあります。今回の提
案も大学の将来計画と併せて検討して
いきます。
URL http://www.waseda.jp/keiei/V150SC/

結果 チーム名／発表テーマ／チームコメント

総長賞

チ ー ム 名 ： ダイバーシティ早稲田
発表テーマ ： 「日本初！ LGBT学生センターをつくる」
LGBTは性的マイノリティーの略称。LGBT学生が困難や差別を受けることなく
学生生活を送れる大学づくりを目指し、LGBTセンターの設立を提案。

校友会賞

チ ー ム 名 ： クラウド・アカデミック
発表テーマ ： 「WASEDA Dream Portal」
学生校友会には、自分の将来の悩みを相談できる校友や、卒業後も早稲田を盛
り上げようとする仲間がいる。僕も、早稲田をつなげたい。

DCC賞

チ ー ム 名 ： A’scherie元気組
発表テーマ ： 「早稲田学生ランチ部結成の提案」
ランチワゴンとスマートフォンアプリを活用し、早大生のランチタイムをより充実
させる「早稲田学生ランチ部」を提案。

進取の精神賞

チ ー ム 名 ： aminome
発表テーマ ： 「早稲田大学にホームレス清掃員を！」
NPOと協働でホームレス就労支援コミュニティを形成し、学内でホームレスの方
を清掃員として雇用することで清掃員の雇用・生活を支える。

審査委員特別賞 チ ー ム 名 ： チーム経シス、Wasleepers、早稲田彩る七色の玲、WANTED
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大手を中心に、例年の傾向は変わらず

2014年度の就職状況について
　早大生の卒業後の進路は、「就職7割、
進学2割、その他1割」となっています。
就職者は約9,200名。そのうち約半数が
いわゆる大手企業300社に就職する一
方、全体では約3,000社の企業・団体な
どに就職し、早大生はさまざまな分野で
活躍の場を求めています。例年のこの傾
向は、2014年度も変わりませんでした。

　学部生は、進路報告者9,641名のう
ち、就職6,915名（71.7％）、進学1,885名

（19.6％）、資格試験等準備283名（2.9%）、
その他558名（5.8％）となっています。
2014年度は前年度に比べ、就職3.0ポ
イント増、進学は1.8ポイント減となって
います。また、大学院生（修士課程）は、進
路報告者3,145名のうち、就職2,224名

（70.7％）、進学265名（8.4％）、資格試
験等準備288名（9.2%）、その他368名

（11.7％）となっています。前年度に比べ、
就職1.2ポイント減、進学0.9ポイント減、
資格試験等準備2.2ポイント増となって
います。
　企業別の就職状況（20名以上）は右
表のとおりです。金融機関、公務員、通
信業、製造業が上位を占めるなど、ほぼ
例年通りの傾向となっています。
　学部生と大学院生（修士課程）の「そ
の他」の合計926名の内訳は、アルバイト
117名、科目等履修生32名、その他96名、
未定285名、就職活動中396名です。そ
の他96名の中には、帰国の他、劇団員、
音楽活動、脚本家、起業準備など、積極
的に自分の夢の実現に向かって進んで
いる卒業生が多く含まれています。
　職種別では、男性は民間総合職・専門
職等89.1％、民間一般職1.9％、公務員・
教員8.5％、会社役員等0.5％です。女性
は民間総合職・専門職等83.0％、民間
一般職6.6％、公務員・教員10.1％、会社

役員等0.3％です。女性も男性と同様に
総合職や専門職に就いています。
　2014年度の就職率※は95.9％。前年
度の94.7％と比較して1.2ポイント増加
となり、就職を希望した学生の大多数が
就職先を決めて卒業しています。
※  就職希望者に占める就職者の割合。「就職希望

者」を「就職者」と「就職活動中の者」の合計と
して算出。

　キャリアセンターでは、すべての学生
に対して進路を考える「みらい設計」支
援と就職活動期の学生に対する就職活
動支援を行っています。また、両方に共
通する支援として個別相談を行ってい
ます。これらの支援は、すべてのプログ
ラムが連動しており、表層的な就職支援
に留まらず、厳しい社会を生き抜き、さら
なる活躍ができる学生を育成するとい
う方針の基に編成されています。
　2016年4月入社の新卒採用より、企業
の広報活動の開始期限が卒業・修了前
年度の3月1日に、採用選考活動の開始
時期が卒業・修了年度の8月1日に後ろ
倒しになりました。キャリアセンターはこ
のスケジュール変更に伴い、12月に就職
活動ガイダンスを行い、2月から業界研
究講座、面接講座などを開催し、3月より
合同企業説明会を実施しました。春季
休業期間中に就職活動関連の行事を
行うことで、学生が正課と課外活動に
専念できるよう配慮しています。これに
より、本来培うべき学力と社会人基礎力
を含む総合的な人間力を身につけられ
るよう支援しています。

2014年度企業団体別就職状況（学部･大学院）
企業名 合計 男 女

㈱三菱東京UFJ銀行 126 64 62
㈱みずほフィナンシャルグループ 103 63 40
東京都職員Ⅰ類 97 52 45
㈱三井住友銀行 97 50 47
ソフトバンクモバイル㈱ 77 51 26
東京海上日動火災保険㈱ 77 20 57
富士通㈱ 72 56 16
国家公務員一般職 64 38 26
日本アイ・ビー・エム（日本IBM）㈱ 64 27 37
㈱エヌ・ティ・ティ・データ（NTTデータ） 59 36 23
㈱日立製作所 55 40 15
大和証券㈱ 55 36 19
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 55 14 41
りそなグループ 54 31 23
日本放送協会（NHK） 53 39 14
特別区（東京23区）職員 53 32 21
三井住友海上火災保険㈱ 52 25 27
三菱電機㈱ 50 42 8
楽天㈱ 49 19 30
三井住友信託銀行㈱ 48 25 23
㈱東芝 44 35 9
SMBC日興証券㈱ 42 31 11
KDDI㈱ 42 28 14
国家公務員総合職 42 26 16
東京都教員 39 22 17
トヨタ自動車㈱ 37 29 8
キヤノン㈱ 36 30 6
野村證券㈱ 35 29 6
パナソニック㈱ 35 27 8
日本航空㈱ 35 11 24
日本生命保険（相） 34 18 16
明治安田生命保険（相） 34 14 20
日産自動車㈱ 31 24 7
日本電気（NEC）㈱ 31 19 12
東日本電信電話（NTT東日本）㈱ 30 19 11
三菱商事㈱ 29 19 10
三菱UFJ信託銀行㈱ 29 19 10
㈱ゆうちょ銀行 28 14 14
埼玉県職員 27 20 7
アクセンチュア㈱ 27 18 9
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ

（NTTコミュニケーションズ）㈱ 27 16 11

有限責任監査法人トーマツ 26 20 6
東日本旅客鉄道（JR東日本）㈱ 26 18 8
㈱野村総合研究所 25 21 4
㈱ニトリ 25 15 10
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 25 14 11
全日本空輸㈱ 25 12 13
住友商事㈱ 24 16 8
凸版印刷㈱ 24 15 9
三井物産㈱ 24 12 12
大日本印刷㈱ 23 16 7
㈱ワークスアプリケーションズ 23 16 7
新日鐵住金㈱ 23 16 7
㈱LIXIL 23 15 8
第一生命保険㈱ 23 13 10
横浜市職員 23 9 14
本田技研工業㈱ 22 19 3
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（NTTドコモ） 22 15 7
丸紅㈱ 22 15 7
㈱電通 21 17 4
日本郵便㈱ 21 11 10
伊藤忠商事㈱ 20 14 6
有限責任あずさ監査法人 20 14 6
㈱リクルートキャリア 20 12 8

卒業生の進路状況 キャリアセンターの
「みらい設計」支援・
就職活動支援について

※20名以上の就職先
※表はいずれもキャリアセンター調べ（2015年4月15日現在）

2014 年度進路状況 
進路

報告者 就職 進学 資格試験
受験 その他

学部 9,641名 6,915名 1,885名 283名 558名

大学院
（修士課程）3,145名 2,224名 265名 288名 368名

※進路報告率…学部 97.6%、大学院 95.9%
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

研究・教育R受賞P 各種活動A大学全般U

日本人初の連覇ならずも試練乗り越え

羽生結弦選手が銀メダルを獲得！

A
C

T
IV

IT
Y 　3月28日、フィギュアスケート男子の

世界選手権最終日が中国・上海で開催
され、羽生結弦選手（人間科学部 通
信教育課程 eスクール在学＝東北高、
ANA所属）が、前日のショートプログ
ラムを今季自己ベストの95.20点で首
位発進、28日のフリーでは175.88点を

マーク、合計271.08点で準優勝に輝き
ました。
　羽生選手は世界フィギュアスケート
選手権では、2012年の銅メダル、2014年
の金メダルに続き、今回の銀メダルで
3つ目のメダル獲得となり、2年連続で
の表彰台となります。

写真は2014年4月24日、羽生選手が、ソチ五輪
金メダル獲得を鎌田総長に報告した時のもの

戦後70年の節目に、戦争の本質を問う

春季企画展「学徒たちの戦場―戦後七〇年―」

A
C

T
IV

IT
Y 　戦後70年の節目を迎える2015年。

本学大学史資料センターは、3月25日か
ら4月25日にかけて、学徒と戦争に焦点
をあてた春季企画展「学徒たちの戦場
─戦後七〇年─」を開催しました。
　1943年10月の徴兵猶予の特典廃止
により、多くの在学生が学生身分のま
ま戦地へ送られ、尊い命を落とすこと
になりました。さらに、繰り上げ卒業に
より徴兵の対象となった学生たちや、
大学卒業後に戦地へと送られた者も

数多く存在しました。戦時下において、
学生たちは戦争や自らの“死”と常に
向き合わなければならず、戦死した学
徒兵たちの家族・友人や生還した学徒
たちもまた、戦死した者たちの“死”と
向き合いながら、戦後社会を生きなけ
ればなりませんでした。
　今回の企画展が、戦争や学徒たち
の戦死をただ悲劇や英雄譚として語
り継ぐのではなく、自らの死と向き合う
ことを余儀なくされた学徒たちの姿を

直視し、彼らや家族をそのような境遇
に追い込んだ戦争の本質をあらため
て問う契機となることを願います。

家族宛 福冨謙二 葉書
早稲田大学大学史資料センター所蔵

真実を伝え続ける絵画

アウシュヴィッツに生きたM・コシチェルニャック展が開催
A

C
T

IV
IT

Y 　3月24日から4月23日、ポーランド生
まれの画家ミェチスワフ・コシチェル
ニャックの絵画を紹介する展覧会「真
実を伝え続ける絵画―アウシュヴィッツ
に生きたM・コシチェルニャック展」が
開催。本展では、ポーランド広報文化セ
ンター・駐日ポーランド共和国大使館・

早稲田大学の共催で、絵画の所有者で
本学校友である野村路子氏のご協力
により、「アウシュヴィッツ＝ビルケナウ 
ナチス・ドイツの強制絶滅収容所（1940
〜1945年）」内の実態を描いた作品19点
と関連資料が展示されました。
　3月24日の開幕式では、列席したポー
ランド共和国のツィリル・コザチェフスキ
大使は「憎悪・不寛容・差別がもたら
した悲劇を、若い人に思い起こしても
らうことは意義深いことです」と指摘
し、鎌田総長は「戦争の悲劇を風化さ
せないためにも、今回の展覧会を通じ
て、日本の若い世代にこの惨事を知っ
てほしい」と述べました。

　コシチェルニャックの意志を受け継
ぎ、20年にわたり19点の絵画を大切に
保管しながら各地での展示に協力して
きた野村氏は、今年この絵画を故国
ポーランドへ里帰りさせることを決めま
した。「日本では最後の展覧会になるだ
ろうと思います。戦後70年が過ぎまし
たが、世界のあちらこちらで紛争やテ
ロは絶えません。そんな時だからこそ、
多くの方、とくに戦争を知らない若者た
ちに、この絵の前に立ってほしい」と思
いを語りました。また、4月18日にはこの
絵画展にあわせてシンポジウム「『アウ
シュヴィッツ』は今、私たちに何を語る
か」も開催されました。「Children Behind Wires」（提供：野村路子）
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■	『マネジメントの名著を読む』
	 入山章栄／根来龍之（以上、商学学術院）ほか著　日本経済新聞出版社
	 2015年1月

■	『早稲田建築学報	2015』
	 大学院創造理工学研究科建築学専攻　2015年1月

■	『會津八一』
	 大橋一章（名誉教授）著　中央公論新社　2015年1月

■	『早稲田風景	紺碧の空の下に』
	 藪野健（栄誉フェロー）著　中央公論新社　2015年2月

■	『早稲田文学	2015年春号』
	 早稲田文学会編　早稲田文学会　2015年2月

■	『なぜ「三四郎」は悲恋に終わるのか	「誤配」で読み解く近代文学』
	 石原千秋（教育・総合科学学術院）著　集英社新書　2015年3月

■	『人材の国際移動とイノベーション』
	 村上由紀子（政治経済学術院）著　NTT出版　2015年3月

■	『アクティブ・ライフスタイルの構築	身体活動・運動の行動変容研究』
	 竹中晃二（人間科学学術院）著　早稲田大学出版　2015年3月

■	『震災後に考える―東日本大震災と向きあう92の分析と提言』
	 鎌田薫監修　早稲田大学震災復興研究論集編集委員会編
	 早稲田大学出版　2015年3月

■	『アリストテレスの存在論		〈実体〉とは何か』
	 岩田圭一（文学学術院）著　早稲田大学出版　2015年4月

■	『アミューズメントの感性マーケティング	
	 早稲田大学ビジネススクール講義録
	 エポック社社長、スノーピーク社長、松竹副社長が語る』
	 長沢伸也（商学学術院）編著　同友館　2015年4月

演劇博物館
①新収蔵品展―歌舞伎資料を中心として
②	2015年度春季企画展
　「幻燈展―プロジェクション・メディアの考古学」
③神楽坂で楽しむ「七夕落語と写し絵上映会」

会場		①1階	特別展示室　②2階	企画展示室
	 	③赤城神社（東京都新宿区赤城元町1-10）
日程		①3月10日㈫〜7月5日㈰　※4回展示替えあり
	 	演劇博物館が所蔵する世界各地の演劇・映像関連のコレクションから、
近年新たに収蔵された資料を紹介します。

	 	②4月1日㈬〜 8月2日㈰
	 	写し絵・幻燈のスライドや投影装置をはじめ、映像メディア作品を展示し、
プロジェクションメディアの魅力に迫ります。

	 	③7月5日㈰　19：00 〜 20：30
	 	劇団みんわ座と落語家林家正雀師の共演による写し絵の復元上映会。
滑稽あり怪談ありの映像と語りを、神楽坂・赤城神社でご堪能ください。
※雨天時は、赤城神社内ホールにて開催

問 			演劇博物館　TEL：03-5286-1829　http://www.waseda.jp/enpaku/

會津八一記念博物館
①近世の禅画　②難波田龍起・史男の世界

会場	①富岡重憲コレクション展示室　②企画展示室
日程		①5月9日㈯〜 6月23日㈫　多くの禅画を描いたとして知られる禅僧
白隠の弟子、春叢・弘巌・関堂・卓洲・蘇山や、仙厓・円覚寺を復興した
誠拙などの禅画を中心に展示します。

	 	②5月20日㈬〜 6月26日㈮
	 	本学にゆかりの深い難波田龍起・史男の作品や残された資料を通じて、
制作の奥に潜む画家たちの思索を辿ります。

問 			會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
　	E-mail：aizu@list.waseda.jp

早稲田小劇場どらま館開館記念
第6回早稲田学生文化・芸術祭

会場		①ワセダギャラリー　②小野記念講堂　③大隈大講堂
日程	①5月12日㈫〜 5月16日㈯、5月20日㈬〜 22日㈮
	 	②5月21日㈭〜 5月24日㈰　③6月6日㈯〜 6月11日㈭
	 	学生部・文化推進部のサポートの下、30数団体の公認サークルが演奏、
ダンス、演劇等バラエティーに富んだパフォーマンスや作品を発表します。

問 			TEL：03-3202-0706（学生生活課）　03-5272-4793（文化企画課）
　	E-mail：bunka-geijutu@list.waseda.jp　http://www.waseda.jp/student

Museum	Week	2015
①ミュージアムスタンプラリー　②ミュージアムツアー

会場		①會津八一記念博物館入口（スタート地点）　②下記日程欄参照
日程	①6月8日㈪〜 6月12日㈮　10：00 〜16：30
	 	早稲田大学が誇る演劇博物館などの文化施設に配置されたスタンプを
集めて、Museum	Week限定オリジナルクラッチバッグをゲット！

	 	②會津八一記念博物館：6月8日㈪、6月11日㈭　15：00 〜16：00
	 	演劇博物館：6月9日㈫、6月12日㈮　15：00 〜16：00
	 	大隈記念室：6月10日㈬　15：00 〜15：30
	 	会場となる上記の博物館の助手・学芸員らが早稲田に収蔵する文化・
情報資源を解説します。新たな早稲田の魅力に触れてみませんか。

問 			文化企画課　TEL：03-5272-4783　http://www.wasedabunka.jp/

本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。
※（　）内は著者・編者・監修者の所属（刊行時）です

Books
本学で7月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。詳細は、直接
【問い合せ先】にご確認ください。その他のイベントにつきましては、本学Web
サイト（http：//www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧ください。

Events5–7月

今号のオススメ

早稲田大学の最新情報をお伝えします。
先生方の著書、各種イベントなどぜひご参照ください。Waseda Trend

『メキシコ先住民の反乱	敗れ去りし者たちの記録』
山崎眞次（政治経済学術院）著　成文堂　2015年1月

伝統的共同体を浸食する、近代資本主義に抗う最後の戦い。
土地を奪われ家族を守ろうとした者たちの悲痛な叫び。彼ら
の闘争の記録は正史には綴られてはいない。言わば歴史の
陰である。その陰に光をあてるのが本書の試みである。政治・
経済権力に抵抗し、私を捨て共同体に殉じた彼らは伝説として
語り継がれ、現在の先住民運動の道標になっている。

『日本語を学ぶ／複言語で育つ	
子どものことばを考えるワークブック』
川上郁雄（国際学術院）、
尾関史（国際交流基金日本語国際センター）、
太田裕子（グローバルエデュケーションセンター）共著
くろしお出版　2014年10月

小さい子ども時代から複数の言語に触れながら成長した経験のある人が、今、
世界中で増えています。本書は、そのような人の「ことば、ライフ、アイデンティ
ティ」がテーマです。複数の言語と向き合い、どう生きていくのかは大人も同じ。
本書は、本学グローバルエデュケーションセンター科目「複言語で育つ子ども
のことばの学び」のテキストとして使用されています。



『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。

小誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。左記発行元まで、
お寄せください。

■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL    http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/

※CAMPUS NOWは年4回発行の予定です。次号は、8月1日発行を予定しています。

■発行　早稲田大学　広報室広報課Ⓒ　 
            〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104
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※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。

表紙　青木美和（水彩画家、1986年第二文学部卒）

東西線早稲田駅から徒歩5分

早稲田の風景
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