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U 五大湖・中西部私立大学連盟との交流50周年
新たにダブルディグリー・プログラムも

UNIVERSITY

10月25日、
本学とアメリカ五大湖・中西

アーラム大学のデヴィット・ドーソン学長

部私立大学連盟（GLCA/ACM・加盟25

を招いてリベラル・アーツ教育に関して

大学）との学術交流プログラム「Japan

のシンポジウムを行うとともに、
これまで

Study」の50周年を記念するシンポジウ

の活動をさらに発展させるべく、
GLCA/

ムおよびレセプションが開催されまし

ACMとのダブルディグリー・プログラム

た。
1963年 に 始まった「Japan Study」

の調印式を執り行いました。

は、
日米の留学プログラムの先駆的存

続くレセプションでは、
1960年代から

在として知られており、
これまでに教員

これまでに同交流プログラムを経験し

300名以上、
学生3,000名以上が両国間

た教員や学生、
当時の日米双方の関係

を渡っています。

者などが参加し、
思い出話に花を咲か

当日は、
Japan Studyの代表校である

せました。

調印を終え握手を交わすドーソン学長と鎌田総長

U ルツ・カハノフ駐日イスラエル大使が来訪
杉原千畝レリーフに献花

UNIVERSITY

11月19日、
ルツ・カハノフ駐日イスラエル

たことで知られる本学出身の杉原千畝氏

特命全権大使が本学を訪問。鎌田総長、

の功績についても話題に上り、
大使より同

内田勝一副総長らと、
本学とイスラエル国

氏がイスラエル国における最高勲章受章

との学術交流に関する意見・情報交換を

者であることが紹介されました。

行いました。

懇談の後、
カハノフ大使は懇談に同

懇談では、
第二次世界大戦中に外交官

席していた「稲門杉原千畝顕彰会」の

として赴任したリトアニアで、
ナチス・ドイツ

山本有二自民党衆議院議員、
松原仁民

の迫害を受けて欧州各地から逃れてきた

主党衆議院議員の案内により、
2012年

ユダヤ人たちに、
本国の訓命に反してビザ

に早稲田キャンパス内に設置された杉原

を発給して約6,000名もの避難民を救っ

千畝レリーフを訪れ、
献花を行いました。

杉原千畝レリーフの前で

U「WASEDAサポーターズ倶楽部 エグゼクティブ・フォーラム2013」開催
早稲田をご理解いただく機会として

UNIVERSITY

11月29日、
「早 稲田大学をご 支 援い

サポーターズ倶楽部 エグゼクティブ・

郷東北の復興支援などについて語りま

ただいている皆様との集い WASEDA

フォーラム2013」が開催され、同倶楽部

した（聞き手は総合司会も務めたフジ

特別会員のうち約130名が参

テレビジョン宮澤智アナウンサー（文構

加されました。

卒）
）
。第二部懇親会では、
スポーツ界で

講演終了後、
鎌田総長から荒川氏に花束を贈呈
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第一部は、鎌田総長による

活躍する著名校友、体育各部監督・学

日頃のご支援への感謝と大学

生からの挨拶や、同倶楽部の支援によ

の近況報告から始まり、続く

り初めて実施された海外研修に参加し

講演会では、プロフィギュアス

た国際コミュニティセンター学生スタッ

ケーターの荒川静香氏（教育

フ代表からの成果報告があり、最後は

卒）が学生時代の思い出やト

応援部のリードのもと校歌を斉唱し、
盛

リノ五輪金メダルへの道程、
故

会裏に終了しました。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

U 第13回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式
優れた報道作品を発表した気鋭のジャーナリストたちを顕彰

UNIVERSITY

11月8日、
第13回「石橋湛山記念 早稲
田ジャーナリズム大賞」の贈呈式が行わ
れました。鎌田総長の挨拶に続いて、
大賞
2名、
奨励賞2組4名の受賞者に賞状・メダ
ルと賞金を授与。その成果を称えました。
下重暁子選考委員からは「文化貢献
部門の大賞となったNHK・Eテレの『永山
則夫100時間の告白〜封印された精神
鑑定の真実〜』は、
人間の心からの告白
が響いてくる、
圧倒的衝撃を受けた作品
でした。草の根民主主義部門の大賞で

鎌田総長（中央）
と前列左より宮㟢、
木村、
増田、
渡辺、
林の各氏

第13回（2013年度）大賞・奨励賞

ある沖縄タイムスの『波よ鎮まれ〜尖閣

部門名

への視座〜』は尖閣諸島問題を日中の

た感動的な作品でした」などとの講評が

草の根民主主義
部門

連載「波よ鎮まれ〜尖閣への視座〜」
（沖縄タイムス）
「波よ鎮まれ」取材班 代表
沖縄タイムス社 特別報道チーム 兼 論説委員 渡辺 豪

文化貢献部門

ETV特集
「永山則夫100時間の告白〜封印された精神鑑定の真実」
（NHK Eテレ）
日本放送協会 大型企画開発センター チーフ・プロデューサー

増田秀樹

賞

がどう受け取っているかを克明に記録し

大

対立軸からではなく、
沖縄の現地の人々

あり、
その後には受賞者からも作品に対
する熱い思いが述べられました。贈呈式

「東京電力テレビ会議記録の公開キャンペーン報道」
（朝日新聞）
朝日新聞東京本社報道局経済部 記者 木村英昭
朝日新聞デジタル本部 デジタル委員 宮﨑知己

には、
受賞者とともに取材・報道に尽力
道・メディア関係者、
ジャーナリストを志

奨励賞

した取材チームの方々などをはじめ、
報

作品名・受賞者

公共奉仕部門

す本学学生など約100名が出席し、
盛会
のうちに幕を閉じました。

BSドキュメンタリー WAVE
「原子力“バックエンド”最前線〜イギリスから福島へ〜」
（NHK BS1）
日本放送協会 大型企画開発センター プロデューサー 林 新
エス・ヴィジョン代表 酒井 裕

U「早稲田大学坪内逍遙大賞」授賞式・祝賀会を開催
文芸・芸術分野での貢献を称えて

UNIVERSITY

11月22日、文芸・芸術などの幅広い

ての恩師に感謝の言葉を贈りました。

ことに感謝しています」とそれぞれ喜

分野で貢献した人物・団体を顕彰する

小野氏は「選考委員の方々のお仕事、

びを語りました。

「早稲田大学坪内逍遙大賞」の授賞式・

ご 著作は、文学とい

祝賀会が挙行されました。第4回となる

う広 大 な 領 域 を 歩

今回は、
小川洋子氏に大賞を、
小野正嗣

いていく際に、折々

氏と山田航氏の両氏に奨励賞を授与。

仰ぎ見てそこから励

授賞式には招待客ら約160名が集まり

ましを受け取る力強

受賞を盛大に祝いました。

いガイド であり、指

授賞式で小川氏は「早稲田大学に

針でした」、山田氏は

入学し、平岡篤頼 先生にお世話にな

「短歌という決してメ

り、
『どんな人生を送るにしても小説を

ジャーとはいえない

書き続けなさい』と言われた言葉が今

世界にスポットライト

でも心の支えになっています」とかつ

を当てていただいた

左から小川氏、
鎌田総長、
小野氏、
山田氏

3

e w s
大

学

の

今

を

知

る

R e p o r t

R ｢大学の世界展開力強化事業」に採択

RESEARCH
&
EDUCATION

ASEANの主要6大学との国際教育プログラム

本年度文部科学省「大学の世界展開

立ち上げ、
フィールドワークやインターン

義し、
特にアジア特有の多言語・多文化

力強化事 業〜 ASEAN International

シップを組み込んだ「多言語・多文化共

の中で共生できる人材を育成することを

Mobility for Students Programme

生プログラム」を開設するものです。国際

狙いとしています。

（AIMS）との 連 携 〜」に、本 学申請の

教養学部が実施主体

「AIMS7 多言語・多文化共生プログラ

を務め、
5年間で派遣

ム」が採択されました。
これは、
早 稲田大学とASEANの主

100名、
受入75名に上
る学生交流を実現。

要6大学（インドネシア大学、
タマサート

相互の社会的・文化

大学、
ブルネイ・ダルサラーム大学、
チュ

的差 異を理 解し、世

ラーロンコーン大学、
デ・ラ・サール大学、

界益と地域益の両立

マラヤ大学）が提携してコンソーシアム

を追求できる人材を

（AIMS7 Universities Consortium）
を

「コスモポリタン」と定

コスモポリタン

（世界益と地域益の両立を追求する人材）

スキル

マインド

プルリリンガル
（多言語）

差異の尊重

多言語・多文化 の共生を体験

目指すべき人材像

R 演劇博物館にのみ存在する貴重映画を確認

RESEARCH
&
EDUCATION

開館以来収集の明治・大正期映画フィルムの中に

演劇博物館と東京国立近代美術館

集してきた約1,000本のフィルムには、

フィルムセンターの共同調査により、演

明治・大 正期に制作された日本 映画

博所蔵の日本映画黎明期に撮影され

や海 外の無声映画、第二次大戦中に

たフィルムの中に、世界でも演博にしか

インドネシアで撮影された国策映画の

存在しない映画などが確認でき、11月

ほか、俳優らが8ミリで撮影したホーム

2日・3日に「伝説の映画コレクション」

ムービーなども含まれています。明治・

な資料です。また欧米と同時代に制作

として同センターで一部が特別上映さ

大正期の映像フィルムは多くが関東大

されており、日本が欧米に並ぶ映画の

れました。

震災で失われており、今回調査対象に

製作国だったことを裏付けるものと言

なったフィルムは映画史的に大変貴重

えます。

演劇博物館が1928年の開館以来収

「松王下屋敷」
（1910年）
の一場面

R 「ヒッグス粒子発見」のドラマを語る講演会

RESEARCH
&
EDUCATION

ノーベル物理学賞に貢献した研究者らが登壇

10月28日、
質量の起源とされるヒッグ

アングレール氏とピーター・ヒッグス氏

の小林富雄東京大学教授（アトラス日

ス粒子の存在を提唱したフランソワ・

が2013年ノーベル物理学賞を受賞した

本共同代表者）
・寄田浩平本学理工学

ことを記念して、
本学理工学

術院准教授と、
素粒子理論研究の北野

研究所などによる一般講演

龍一郎高エネルギー加速器研究機構教

会「ヒッグス粒子発見」が行

授らが、
ヒッグス粒子をめぐるドラマと素

われ、
子どもから年配の方ま

粒子研究の今後の展開に迫りました。

ヒッグス粒子発見による研究の新局面について話す寄田准教授

4

で約300名が来場しました。

寄田准教授の研究室は、
欧州原子核

「提唱」から「発見」まで約

研究機構（CERN）に大学院生を派遣

50年かかったヒッグス粒子。

して実験参加しており、
ヒッグス粒子の

その「発見」に大きく貢献し

データを解析する装置の開発やデータ

たLHCアトラス実験グループ

分析などで貢献しています。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 各種活動

R ｢研究院フォーラム in 盛岡」を開催

RESEARCH
&
EDUCATION

東日本大震災復興研究の成果などを報告

早稲田大学は、
2011年から進めてき

本学東日本大震災復興研究拠点・自然

た東日本大震災復興に関する研究活動

文化安全都市研究所長の中川武理工

活発な議論が交わされたパネルディスカッション

の成果などを報告する「研究院フォー

学術院教授が、
「伝統芸能と祭り」と題

の暮らしを発展させるため、
お仕着せで

ラム2003 in 盛岡」を11月1日に岩手県

して、
2012年春に早稲田大学と中国・清

はない真の創造的復興を探る必要があ

盛岡市で開催しました。テーマは「海・

華大学の学生が同県大槌町で行った

ると述べました。

内陸・山の連携を求めて―震災復興に

住民・行政参加型のワークショップを紹

その後、
大槌町の碇川豊町長、
岩手大

おける持続性と広域協力の構築」
。

介。現地調査・現地住民との対話を通じ

学農学部の三宅諭准教授、
岩手日報の

て大槌町の社会的・文化的課題に対応

榊悟報道部次長らがパネリストとして加

すべく学生たちが考えた設計案を披露

わり、
「震災復興における持続性と広域

しました。続く早田宰社会科学総合学

協力の構築について」をテーマに震災

術院教授は「共に創る岩手の未来（生

復興をめぐる諸問題について活発に議

谷藤悦史研究院長の開会挨拶の後、

大槌町民による迫力ある舞

活産業と観光）
」と題して講演し、
首都

論。本学ボランティアセンターや岩手大

圏での地元特産品の販売ネットワーク

学の学生によるボランティア活動の報

づくりの事例などを紹介。震災前に戻す

告や、
大槌町民の伝統芸能「臼澤鹿子

だけでなく、
東北の魅力を生かして人々

踊り」なども披露されました。

R 日米研究機構が国際シンポジウム

RESEARCH
&
EDUCATION

日米パートナーシップとアジア地域協力の行方を探る

12月3日、
日米中韓の研究者10数名が登

「アジア諸国におけるヒトの流れと人材育

壇する、
本学日米研究機構主催の国際シ

成」に関する活発な議論がなされました。

ンポジウム「新しい米中『大国』
関係の出

本学からは谷内正太郎、
黒田一雄、
東出

現と日本：政治的緊張と経済的緩和」が

浩教、
横田一彦などの教授が登壇し、
東ア

同機構では、
東アジアまたは環太平洋

小野記念講堂で開かれました。

ジアにおける大国関係の動きと各国の外

という文脈の中での日米関係について、
よ

交・経済関係、
また大国が国内で抱える課

り積極的・総合的で政策指向的な研究を

じめ、
清華大学（中国）や延世大学校（韓

題との関係や日本との関係性など、
さまざ

進めており、
今後も国際的な顔触れでの

国）
から第一線の研究者を招き、
新しい大

まな観点から今後の国際情勢を考えるう

研究会、
シンポジウムなどを頻繁に開催し

国関係における「東アジアの安全保障」
や

えで示唆的な意見交換がなされました。

ていく予定です。

コロンビア大学のリュ・シャオボ教授は

国際的な顔ぶれによる議論が続いた

A 「大正デモクラシー」期の早稲田
変革の時代の歴史を振り返る

ACTIVITY

1913（大正2）年10月に、創立30周年

早稲田』を10月8日から11月4日、大隈記

の記念祝典で大隈重信総長が早稲田

念タワー 125記念室にて開催しました。

大学教旨を宣言してから100周年を迎

同展では教旨制定に関する資料や、
本

えた2013年。大学史資料センターでは、

学のほか慶應義塾大学などさまざまな

創立30年祝典で演説中の大隈重信総長

教旨が制定された1910年 代から1920

大学や学校の学生生活を描いた漫画

教員・学生の動向を垣間見られるさまざ

年代にかけての「大正デモクラシー」期

家・近藤一路による『校風漫画』
、大学

まな資料が展示されました。
「大正デモ

の早稲田大学の歴史の再考を目的に、

像が対立した早稲田騒動や軍事研究

クラシー」期の早稲田を実感する貴重な

秋季企画展『
「大正デモクラシー」期の

団事件に関わる資料など、
当時の本学・

機会となりました。
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A 早稲田祭・体育祭・文化芸術週間
「早稲田の秋」を体感できる3大イベントが賑やかに

ACTIVITY

「本気であれ。早稲田らしくあれ。
」を

Tokyo Hike 2013やフットサルの予選

テーマにした今 年の早稲田祭が学生

が行われました。早稲田キャンパス17号

の手により11月2日・3日に開催され、
今年

館体育館、大隈 庭園、東伏 見キャンパ

も約16万人もの人々が訪れました。毎年

ス、
所沢キャンパス、
記念会堂、
そして新

話題となる豪華ゲストや屋内・屋外で460

たに上井草グラウンドでの「タッチラグ

また、
「早稲田文化芸術週間」は本学

を超える企画、
圧倒的な見応えの早稲田

ビー」を新種目に加え、
ボートや柔道、
馬

の文化活動を学内外に向けて発信する

キャンパス外周パレードなどが人々を魅

術など計15種目が各所で実施されまし

目的で、
毎年魅力的なイベントを披露。

了。
朝から夜まで大いに盛り上がりました。

た。合計約3,500名にも上る参加者たち

今年は10月14日から30日にかけて、
早稲

一方、体育祭は主に11月1日に開催。

は、
秋晴れの空の下、
汗を流し交流を深

田大学交響楽団（ワセオケ）による創立

10月13日には一 般の方も参 加できる

めました。

ベートーヴェンとメンデルスゾーンなどの名曲を
演奏したワセオケ

記念着演奏会をはじめ、
展示『
「大正デ
モクラシー期」の早稲田』
（P.5参照）
、
講
演「地域に根付く生涯学習」
、
講談「伝
統芸能で語る大隈重信」
、
早稲田名所案
内、
震災後の地域文化・社会の再生を考
えるシンポジウムや上映会など16の多彩
なイベントが行われ、
多くの来場者で賑

「早稲田祭2013」
運営スタッフ提供

わいました。

上井草グラウンドで行われたタッチラグビー

A 2013年度も体育各部が大活躍
早稲田スポーツが躍動！

ACTIVITY

圧倒的強さを見せる「早稲田スポー

け、
勝利を掴みました。また、
男子ハンド

にて3年ぶりの優勝を手にしました。こ

ツ」
。
2013年も多くの学生が優秀な成績

ボール部は全日本学生選手権で25年ぶ

の間、学生日本一（団体）に輝いた体育

をあげています。
10月に開催された全日

りのインカレ優勝で、
さらに創部史上初

各部は表のとおりです。
12月以降のイン

本大学対抗テニス王座決定試合では、

の関東学生春季リーグ、秋季リーグ、イ

カレ、全日本大会や、ユニバーシアード、

庭球部男子が圧倒的な強さを見せ9連

ンカレの三冠を達成。フェンシング部の

ソチ五輪など、
今後も早稲田スポーツへ

覇を達成。女子も接戦を制して8連覇

男子フルーレ団体は全日本学生選手権

の応援をよろしくお願いします！

をつかみとり、アベック優勝8連覇を果
たしました。
11月に入ってからは、レスリ
ング部が内閣杯全日本大学選手権で

2013年度 体育各部 団体学生日本一（2013年11月30日現在）
部名

成績
男子：優勝

念願の初優勝。
「全員が同じ方向を向

庭球部

く」という目標のもとチーム力を見せつ

第49回全日本大学対抗テニス王座決定試合

女子：優勝

漕艇部

第40回全日本大学選手権大会

女子総合：優勝

レスリング部

第39回内閣総理大臣杯全日本大学選手権

男子：優勝

高松宮記念杯第56回全日本学生ハンドボール
ハンドボール部
選手権大会

男子：優勝

フェンシング部

第53回全日本大学対抗選手権大会

男子フルーレ：優勝

第33回全日本学生ソフトテニス王座決定戦

男子：優勝
女子：優勝

第67回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス
選手権大会

男子：優勝
女子：優勝

軟式庭球部
フェンシング部の男子フルーレ団体は全日本
学生選手権にて悲願の優勝を手にしました
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大会名
第67回全日本大学対抗テニス王座決定試合

ソフトボール部 第48回全日本大学ソフトボール選手権

男子：優勝

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 各種活動

A キャリアセンターが学内合同企業説明会を実施
2015年春採用の就職活動が本格化

ACTIVITY

日本経済団体連合会が企業による学

秋からは業界・企業研究講座、
自己分析

学期末試験が終わると、
応募書類提

生への広報活動開始日として倫理憲章に

ワーク、
就活ミニセミナー、
面接・グループ

出など企業との接触が佳境に入ります。

定めた12月1日、
キャリアセンター主催の学

ディスカッションの対策講座や、
業界や仕

業界・企業の選び方、
エントリーシート作

内合同企業説明会の第1弾が早稲田キャ

事を理解するセミナーなど、
年間約230講

成や面接についてなど、
センタースタッフ

ンパスで行われました。この日は学生に

座を実施します。これらの講座への参加

や学生キャリアアドバイザー（今春卒業

人気の高い39の企業・団体が参加し、
約

者は延べ21,000名。学生アンケートでは

予定の内定者）が連日、
個別相談に応じ

5,000名の学生が各社会場に詰めかけま

どれも高い評価を得ています。また就職

る体制も整っています。同センターの白

した。学内合同企業説明会は12月に4回

活動該当学年の父母向け就職ガイダン

井課長は「薄日が差したとはいえ、
早大

行われ、
これを皮切りに2月から6月まで、

スでは、
早大生の就職実績をはじめ、
親

生が希望する企業の採用が狭き門なの

の時代とは様変わりした今の就職活動

は変わりません。
OB・OG訪問なども積

について説明し、
子どもを信頼して見守

極的に行って採用試験に臨んでほしい

ダンスから本格的に就職支援を開始し、

る大切さについて話をしました。

と思っています」と話しています。

合同企業説明会に集まった学生たち

大教室で企業の説明に耳を傾ける

個別相談の様子（キャリアセンター内）

約500社を呼んで順次開催されます。
キャリアセンターでは、
7月の就職ガイ

■ お知らせ
2013年度卒業式および大学院学位授与式について
1.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

3月25日㈫

政治経済学部
法学研究科

法学部
公共経営研究科

政治学研究科
法務研究科

経済学研究科

12：00

第一文学部
社会科学部

第二文学部
文学研究科

文化構想学部
社会科学研究科

文学部

14：30

教育学部
ファイナンス研究科

商学部
会計研究科

商学研究科
教職研究科

教育学研究科

第4回

10：00

人間科学部（通信教育課程含む）
人間科学研究科
スポーツ科学研究科

スポーツ科学部
アジア太平洋研究科

国際教養学部
日本語教育研究科

第5回

13：00 芸術学校

理工学部

創造理工学部
基幹理工学研究科
情報生産システム研究科※

先進理工学部
創造理工学研究科
環境・エネルギー研究科

第1回

9：40

第2回
第3回

3月26日㈬

先進理工学研究科

基幹理工学部
川口芸術学校
国際情報通信研究科

記念会堂

※ 情報生産システム研究科は、博士学位受領者と修士総代は記念会堂にて、それ以外は北九州学術研究都市会議場にて挙行

2.高等学院中学部卒業式

3月20日㈭ 9：30

学院講堂

3.本庄高等学院卒業式

3月9日㈰ 12：30

本庄市民文化会館

理事の担当業務変更について
迫田実理事の退任にともない、
12月1日より
理事の担当が一部変更となりました。

／

高等学院卒業式

理事

3月20日㈭ 13：30

学院講堂

担当

谷口邦生 募金・校友連携、経営企画、関連会社、本庄プロジェクト、業務構造改革、職員人材育成
守田芳秋 総務、職員人事
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Special Report

人とロボットの
幸せな未来へ
創立150周年（2032年）に向けた“Waseda Vision 150”の中で掲げる「国際研究大学」を目指し、
日々、その活動を広く世界へ発信し、人類社会に還元している早稲田大学。
中でも人間型ロボットの研究は1970年に理工学部内の学科横断プロジェクトとして
WABOTプロジェクトを開始して以来40年以上の歴史を誇り、世界最先端の技術が日々開発されています。
人とロボットの共生を目指した早稲田の研究・技術の成果と課題をレポートします。

人との共生をめざす

WASEDAの人間型ロボット技術
ヒ

ュ

ー

マ

ノ

イ

ド

早 稲田が誇る最新人間型ロボット技 術のなかから、小 林哲則理 工学 術院 教 授が 率いる知覚情 報システム研究室の
シ

ェ

ー

マ

知の集 大 成ともいえるコミュニケーションロボット「S CHEMA」を紹介します。

会話を楽しめるロボットシステムの実現へ

私

レイヤー

たち人間の会話は、
声に含まれる言

つまり言語情報を効率的に伝えるためには、

の（＝身体）にあわせる」という物理層の約

語的な情報だけではなく、
声の抑揚、

言語以外の情報の使い方にさまざまな約束

束事を守ることそのものなのですが、
もうひ

視線、
顔の表情やジェスチャーなどさまざま

事（プロトコル）があり、
これを守ることで初

とつ重要な意味があります。それは、
ロボット

な言語以外の情報を無意識のうちに伝え

めて自然な会話が成り立つのです。私の研

は間違いの宝庫だということです。無意識に

合って成り立っています。例えば、
人は相手の

究のひとつの柱は、
ロボットを使いながらこ

複雑な行動ができる人間とは異なり、
ロボッ

話を聞きながら、
相づちを打ったり怪訝な顔を

の会話の約束事を明らかにするとともに、
そ

トはすべてを意識してプログラムしなければ

したりしますが、
それによって自分が相手の話

れらを実現する要素技術を開発し、
これを組

正しい行動ができません。ロボットのおかし

に賛同できたかどうかといった聞き手の状態

み合わせて総合技術としての会話システムを

な行動は、
まだ何か重要な約束事の理解が

を簡潔に表します。また聞き手が大勢いる場

実現することにあります。

欠けていることを教えてくれるのです。学習を

合、
話し手の視線や身体の向きは、
その中の
誰に話しかけているかを表すことになります。
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ロボットを使って会話の研究をすること

するためには、
正しい例だけでは不十分で、
正

は、
「情報伝送の媒体を人間が使っているも

しい例と間違った例が適度な量必要なので

複数人と自然な会話ができる
コミュニケーションロボット
「SCHEMA」
シ

ェ

ー

マ

表情、
視線、
韻律、
動作などを認識し会話を変化
二人での会話の際、
一方が話し手、
もう一方が聞き手となる単純
なやりとりは“糸電話”のようなものに過ぎず、
円滑な情報交換は
望めません。音声だけでなく、
表情や視線、
韻律、
動作など複合的
シ
ェ
ー
マ
な要素を駆使することで通常の会話が成り立ちます。
「SCHEMA」
は言語以外の情報を認識し、
それぞれの状況に合わせて自由に会
話を変化させます。例えば聞き手が首を傾げる動作をすると、
「理
解できていない」と認識し、
表現を変えて情報を再提供します。
55号館の横の道沿いの…

！

うんうん！

？

ん？

明治通り沿いの…

複数人の会話に加わり、
会話をリード
三人で話していると、
そのうち二人にだけ共通の話題で盛り上
がり、
一人が会話に加われない状況があります。そうした状況で、
シ
ェ
ー
マ
「SCHEMA」はまず盛り上がっている二人の会話に加わり、
会話
の主導権をとってから残った一人に話を振ることで会話を誘導
し、
全員が楽しく会話できるようにリードできます。これは二人の
会話の切れ目を理解し、
二人の話題に沿った発言をした上で、
残
りの一人が会話に加わることのできる話題を提供するという複
雑なシステムで成り立っています。

二人の会話に加わり、
会話の主導権をとる

ロ

ビ

タ

すね。私たちは、
1999年に「ROBITA」でグ

のプロジェクトが企業と共同で進行しており、

ループでの会話における約束事を、
2003年

今後も多くの技術が技術移転され、
私たちの

ロ

ビ

ス

ケ

に「ROBISUKE」で発話交代における約束
シ

ェ

ー

マ

暮らしを便利にしてくれると考えています。

残った一人に話を振る
ことで会話を誘導

全員が楽しく会話

小林哲則

理工学術院教授
こばやし・てつのり
1985 年早稲田大学大学院理

事を、
2009年には「SCHEMA」で会話の活

私の理想は、
違和感なく人間の会話に加

性化のための約束事をテーマとして実験を行

わり、
楽しい会話の相手になってくれる会話

い、
うまくいった例とそうでない例を比較しな

システムを実現することです。いま世の中で

て、
1991 年より早稲田大学助教授、
1997 年同教授。

がら、
会話の約束事のより正確な理解を目指

使われている会話システムは、
単なる便利な

音声認識・合成、動画像処理、マイクロホンアレイ、

して研究を進めているところです。

情報入力手段でしかありませんが、
本来、
会

また、
この会話ロボットを実現する要素技

話とは会話すること自体が楽しいものです。

工学研究科博士課程修了。工
学博士。法政大学助教授を経

会話ロボットなどの研究に従事。言語処理学会理
事、情報処理学会音声言語情報処理研究会主査、
電子情報通信学会会誌編集特別幹事などを歴任。

術の一つひとつをとってみても、
それぞれに価

そのような会話を実現するシステムの構成要

値があります。ロボットに組み込まれた顔画

件を明らかにして、
会話すること自体を目当

興味のある方はFacebookをご覧ください

像処理技術や音源分離の技術は、
企業にラ

てに使いたくなるようなシステムを実現した

イセンスされ実用化されています。現在も複数

いと考えています。

https://www.facebook.com/
PerceptualComputingLab
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WASEDAロボット研究の記憶
19 6 3 年 、
「 世界のロボット開発の父」と称された故 加 藤一郎 教 授により早 稲田のロボット研究が始まります。
早 稲田が 牽引してきた人 間型ロボット研究の歴史をひもときます。

1970

故加藤一郎教授を中心とした「WABOTプロジェクト」スタート

「WABOT-2」をベースにつくられた
楽器演奏ロボットがつくば科学万博の開会式で
NHK交響楽団と協演（指揮：外山雄三）

1978

世界初の前腕筋電ロボット義手「WIMEハンド」が
今仙電機（愛知）より発売

1973

世界初！
フルスケール
人間型ロボット
「WABOT-1」

1985年のつくば科学万博では、
「WABOT-2」をベースに

1984

住友電気工業株式会社が科学万博用に開発した楽器演奏
ロボット「WASUBOT」が 展 示され約

◦楽器演奏ロボット「WABOT-2」
◦1978年より癌研との共同研究で開始した「乳がん触診
ロボット」でロボットによる触診を実現しニュースリリース

半年にわたり実演し、世界に日本のロ
ボット技術を強烈にアピール。開会式で

1985

はNHK交響楽団と協演し、
両手足を使

つくば科学万博政府館で2足歩行ロボット
「WL10」を基本にした「WHL11」を日立製作
所が制作し期間中に60kmの歩行を実現

い電子オルガンで
「G線上のアリア」
を演奏しました。

1992

「ヒューマノイドプロジェクト」
スタート

1995

人間共存ロボット
「Hadaly-1」

1996

ネットワークと
接続可能な
2足歩行ロボット
「WABIAN」

1997

人間共存ロボット
「Hadaly-2」

1998

情動表出
ヒューマノイド
「WE-3RⅡ」

柔軟性や巧みな
ハンドを供えた
「WENDY」

▶人間とロボットの自然な
コミュニケーションのあり
方を研究するために開発
された自律型コミュニケー
ションロボット「iSHA」
。
（橋本研究室）

▲世界初人間型ロボット「WABOT-1」
。人間と
簡単な会話をし、
眼で対象物を認識して方向と距
離を測定、
2足歩行で移動し、触覚を有する両手
で対象物の把持や操作が行えた。人間に例える
と1歳半の幼児の能力に相当。学科・研究室の壁
を越えて協力し合うことで、
世界に誇るロボット
の完成を実現した。

▶「WABIAN」は視聴覚
情報取得および腕部を持
つ2足歩行ロボット。双腕
による荷物運搬作業、人
間が振る指揮棒のリズム
に合わせての可変速ダン
ス、
人間とのジェスチャー
交換などが可能。

▲筋電制御義手「WH-1」
（1964年） ▲ゴム人工筋導入
「WAP-1」
（1969年）
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▲「WL-5」
（1971年）

▲「WAM-4」
（1972年）

1999

▲人間共 存ロボット「Hadaly-2」
は人間共存のための安全性を重視
し、安全かつ柔軟な人間との協調
作業が可能。

Special Report

人とロボットの幸せな未来へ

物理的な距離を越えた治療ができる未来を目指して

携
岩田浩康

理工学術院准教授
2002 年早稲田大学大学院
理工学研究科博士後期課
程修了。博士（工学）
。早
稲田大学高等 研究 所など
を経て、2012 年より創造
理工学部総合機械工学科
准教授。2003 〜 2007 年
「TWENDY-ONE」 の 開 発
リーダーを務める。2011
年最先端・次世代研究開発
支援プログラムに採択。

2000

◦ヒューマノイド
研究所（HRI）設立
◦「WABIAN-RV」

帯電話、
パソコン、
エアコン、
エレベータ、
自動改

で赤ちゃんの健康チェックを行えるようになります。

札機、
自動車など、
私たちの生活は多くの機械

最新版では、
携帯端末から機械の位置や角度を遠隔

に支えられて成立しています。他方、
ロボットは機能の

操作でき、
羊水量や赤ちゃんの心臓の動きなど気に

優れた機械として、
21世紀中盤にかけてさらに私たち

なる部分へのフォーカスも可能です。また、
僻地診療

の生活に入り込んでくることは間違いありません。今

や救急車で搬送中の外傷患者の内出血の状況を遠

後期待されるロボットの種類は“超人的な機械”
“人
、

隔から診断する救急診療にも応用できます。
ロボット技術により、
2020年頃には遠方にいる医

の機能を代替する機械”
“人の機能を援助
、
・拡張する

師の手が遠くまで伸びてきて、
診断や治療をしてくれ

機械”の3つに大別されます。
私は診断・治療ロボットなど“人の機能を援助・拡

る夢のような未来が

張する機械”を研究していて、
いまは妊婦の検診に必

やってくるに違いな

要な超音波エコー映像を妊婦のお腹の上から自動取

いと考えています。

得し、
それを遠隔地の産婦人科医に遠隔伝送できる
「遠隔エコーロボット」の開発に取り組んでいます。妊
婦は自宅や近所の診療所で定期検診ができ、
産婦人
科医は空き時間にロボットから送られたエコー映像

2001

2002

遠 隔 地から検 診・診 断
ができる超音波エコーロ
ボット

2003

◦WABOT-HOUSE
人間型
◦21世紀COEプログラム
研究所設立（岐阜県内） フルート演奏ロボット 「超高齢社会における人と
◦自律型コミュニケーション 「WF-3RIX」
ロボット技術の共生」スタート
ロボット「iSHA」
◦理工学総合研究センター内に
日伊の国際共同研究室
「ロボ・カーサ」を開設
◦人と自然な会話ができる
ロボット「ROBISUKE」

▲人間型フルート演奏
ロボット「WF-3RIX」
（高西研究室）
。

◀複数の人と対話ができ
るロボット「ROBISUKE」
（知 覚 情 報システム 研 究
室）
。うなずきや表情、
発話
のニュアンスなどの非言語
情報も理解し、
人間に近い
対話を実現。

2004

◦情動表出
ヒューマノイド
「WE-4RⅡ」
◦岐阜県とのロボット
共同研究プロジェクト
「知的クラスター」開始

2005

高西研究室と
株式会社テムザックが、
汎用2足歩行ロボットを
開発

人とロボットが共生する家
WABOT-HOUSE研究所（岐阜）
21世紀に入り、早稲田のロボット研究は
さらに学際的なものへと展開します。
2001
年には建築や情報通信関係の研究室が加
わり、人とロボットが共生する家「WABOTHOUSE」を岐阜県に建設。
2003年にはイタ
リアの大学院大学との国
際共同研究「ロボ・カーサ」
やCOEプ ログラム「超 高
齢社会における人とロボッ
トの共生研究拠 点」がス
タートしました。

▲「Hadaly-2」をベースに開発された人間共存ロボッ
ト「WENDY」
。ヒューマンミメティックな指先の導入に
より、
卵をきれいに割ることに世界で初めて成功した。

▲情動表出ヒューマノイド「WE-3RⅡ」
（写真左）
。人間
の知覚・認識機能を工学的観点から解明することで、
人間
とロボットの円滑なコミュニケーションの実現を目指した。
写真右は2004年に開発した「WE-4R II」
（高西研究室）
。
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2013

◦「SCHEMA」2号機
◦文科省科研費「人間共存型
ロボットの能動的な働きかけに
よる人間協調技術の研究」採択
◦文科省、
博士課程教育
リーディングプログラム
「実体情報学」採択

みやび

世界一雅なロボットの舞
2008年、理工学部創設100周年記念式
典の舞台で、
早稲田が誇る2足歩行ロボット
「WABIAN-2R」
と介助ロボット「TWENDYONE」
による雅楽の舞が披露され、
来場者を
魅了しました。

2011

▲全身に搭載した接触検知機
能や高度なセンシング性能で
安全性を重視した介護ロボット
「TWENDY-ONE」
（菅野研究
室）
。詳細はP.16を参照。

2006

◦汎用移動モジュール
「WL-16RⅢ」
◦「WABIAN-Ⅱ」
◦低侵襲手術支援
ロボット

2007

2008

2009

国際医療福祉展に、青梅商工会議所が菊
池製作所と早稲田の共同研究の本態性振
戦抑制筋電制御ロボット装具を出展。横浜
市ヨッテク見本市・国際ロボット展にも展示

2010

人間型
フルート演奏ロボット
「WF-4RV」

◦安全安心な
文科省グローバル
◦RT（Robot Technology）
介護ロボット
COEに採択され
フロンティア開設
「TWENDY-ONE」 「グローバル
◦複数の人と
◦全身で喜怒哀楽を
ロボットアカデミア」
コミュニケーションできる
表現する2足歩行
研究所設立
ロボット「SCHEMA」
ロボット「KOBIAN」

◀人間のパートナーとして、
また人体運動シミュレータ
として開発された2足歩行
ロボット「WABIAN-Ⅱ」
（高
西 研究 室 ）
。詳 細はP.15を
参照。

乳がん治療支援
ロボットシステム

◀全身で喜怒哀楽を
表現する2足歩行ロ
ボット「KOBIAN」
（高
西研究室）
。詳細は
P.15を参照。

▲楽器を演奏するときの人間
の各器官の働きを機械モデル
により再現した人間型フルー
ト演 奏ロボット「WF-4RV」
（高西研究室）
。

歯科患者ロボット「デンタロイド」
人間の患者のような反応を示し、臨床実習や
試験で活用されている。高西研究室と昭和大
学、工学院大学などとの共同研究がベースと
なっている。

睡眠時無呼吸症候群
サポートロボット
「じゅくすい君」

（人間科学学術院 可部研究室）

乳がんの
治 療 法として注目されている
せ ん し
穿 刺治療を支援する手 術支援ロボット
で、
藤江研究室が開発。
P.14でも解説して
います。

感情を込めて本の読み聞かせが セキュリティロボット
「ミタ郎くん」
できるロボット
（鎌田研究室）
「二宮くん」
（鎌田研究室）
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頭部に搭載されたカメ
ラで周囲を撮影。人物
の顔を認識し、特定人
物を追 跡できる。鎌田
研究室と北京大学との
海外共同研究。

ロコモティブ・シンドローム※用
トレーニング支援ロボット
（人間科学学術院 可部研究室）

「Locomoちゃん（在宅用）
」
（左）
「Toccoちゃん（医療機関用）
」
（右）
※ロコモティブシンドローム：骨、
関節、
筋
肉などの働きが衰え、
要介護になるリス
クが高い状態。

▲知覚情報システム研究
室が開発した複数の人と
コミュニケーションできる
ロボット「SCHEMA」
。詳
細はP.8-9を参照。

いびき音や呼吸の状態を感知し、
利
用者の睡眠姿勢の矯正を支援する
ことで呼吸の改善を行う画期的なま
くら型ロボット。

Special Report

人とロボットの幸せな未来へ

研究者鼎談

世界をリードする
WASEDAのロボット研究
早 稲田のロボット研究に携わる理 工学 術院の藤江 正克 、高西淳夫、菅野重 樹の3 教 授 ※に、
世界の平和と人類の幸福に貢 献する“ロボット研究”、早 稲田のロボット研究の展 望について語り合っていただきました。

人間を追究する
早稲田のロボット研究

ボットの共生が研究テーマです。

す。高齢化が進むこれからの社会で、
人間

高西 1960年代に早稲田でスタートした

の生活をロボットが支援するためには、
安

2足歩行ロボット研究の流れを汲んだ人間

全性への配慮が不可欠です。ロボット自身

―研究内容を教えてください。

型ロボットの2足歩行や走行を研究してい

が人間の動きに合わせることができるよう、

藤江 医療・福祉分野に関わるヘルスケア

ます。また、
感情・情動を表現するロボット

人間の手のような器用さや巧みさを機能的

ロボットを研究しています。そのひとつが手

を研究しており、
2足歩行ロボットと組み合

に実現したいと考えています。その機能は、

術支援ロボットです。特にがんの穿 刺治療

わせた全身でいろいろな感情を表現する

農作業や森林作業、
建築現場などで使わ

においては、
熟練の医師と経験の浅い医師

ロボットを研究しています。医療・福祉分野

れる産業用ロボットにも応用できるでしょ

では技術に差が出てしまいます。そこで熟

への応用研究には、
すでに実用化された医

う。また、
人間の“こころ”はロボットや機械

練の医師の技術をロボットシステムで再現

療従事者のトレーニング用患者ロボットも

に存在するのか、
どこまで生きていること

し手術をサポートします。脳・肝臓をはじめ、

あります。さまざまな病態を再現する人間

に迫れるかなど“究極のロボット”を追求

最近は乳がんや肺がんを研究しています。

そっくりの患者ロボットで十分に練習する

することで、
人間を解明しようとしています。

もうひとつはリハビリ用ロボットです。身体

ことで医療事故を防ぎ、
医療の質を高める

これは高西さんも研究されていますし、
早

が不自由な高齢者が、
楽しくリハビリでき

ことができると考えています。

稲田のロボット系の研究室すべてが共通に

るように支援するもので、
どちらも人間とロ

菅野

持つ永遠のテーマです。

せ ん し

人間共存ロボットを研究していま
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高西

藤江正克

そのためには僕はモデリングという

性質、
症状は一人ひとり違います。ロボットシ

視点が大切だと考えています。例えば言葉

ステムはそれらすべてに対応し、
腫瘍をきち

でモデルのイメージをつくりあげることで読

んと治療することで、
患者さんが幸せに生き

者を感動させる小説のように、
「感情」や「情

られるようにするという使命があります。

動」を広角的な意味で“こころ”をモデル化

菅野

しようと、
文学部心理学教室の木村裕先生

分たちでオリジナルのロボットをつくるこ

に教えてもらいながら研究しています。

と。機械の体と動きは密接に結びついてい

世界標準に向けた早稲田の
「体系的ロボット学：
M-Robotics」

理工学術院教授

ふじえ・まさかつ 1969 年早稲田大学理工学
部機械工学科卒、1971 年同大学院理工学研究
科修士課程修了。株式会社日立製作所機械研
究所にてロボットの研究開発に従事。主管研究
長を経て、2001 年早稲田大学理工学部教授。
ロボット工学を応用・発展させ人間の医療福祉
に役立てる研究に従事。主な研究に当該分野で
先駆けとなった高齢者向け歩行支援ロボット・
脳外科手術支援ロボットなど。日本ロボット学
会実用化技術賞・日経 BP 技術賞・日本機械学
会ロボメカ部門賞などを受賞。博士（工学）
。

もうひとつ早稲田の誇りは、
必ず自

るため、
コンピュータ上の計算だけでなく、
実際にロボットをつくりシミュレーション通
りに動くか実験します。早稲田には、
材料を
理解し、
設計の基礎を固めた上でロボット

―早稲田のロボット研究にはどのような

をつくる教育・カリキュラムがあります。

特徴があるのでしょうか。

高西 早稲田では実際にモノをつくって動

藤江

早稲田の特徴は産業用ロボットに

かせることを世界中の研究者が知っている

特化しておらず、
“人間”という分からないも

ので、
早稲田でこういう研究をしたいと世界

のを対象にしていることです。私の研究テー

の一流大学から人が来るのです。

マである肝臓がんにしても、
腫瘍のサイズや

藤江

文部科学省の採決を受けたGCOE

“Waseda Rikoh-girl”に聞く

「乳がん手術支援ロボット」研究
築根まり子

さん
（創造理工学研究科 総合機械工学専攻
医療福祉工学研究室（藤江正克研究室）博士後期課程1年）

乳

がん治 療はジェンダー要 素が 強

反作用を学び力学に魅了されたこと、
絵

用化に近いところで乳がん手術支援ロ

く、
女性患者の身体・美容面や精

を描くことや手芸などの物づくりが好き

ボットの研究・開発に従事するなど、人

神的負担を軽 減するための、高度な診

だったことなど、
私を構築するさまざまな

の役に立つ研究に打ち込みたいです。

断システムと局所的な治療技術の確立

要素を生かせる分野だと思います。

が 望まれています。中でも注目が、腫瘍
せ ん し

に電極針を刺して熱で壊死させる穿 刺
治療です。しかし柔らかい乳 房組 織は
穿刺時に形状が変化しやすいなどの理
由から、治療に当たる医師の技 能に左
右されるという課題があります。この課
題解決を目的に当研究室の先輩たちが
治療を支援する穿刺システムの原型を
構築し、
ロボットによる実証実験を行っ
てきました。私が 研究しているのは、硬
さを測る技 術を応用し、職 人技に近い
“触診”を自動 化するセンシングシステ
ムです。ロボットが診断から治療までを
サポートすることで、
乳がん検査の促進
と治療技術の向上に貢献できると期待
しています。
私は早稲田で“医療福祉ロボット”の
研究と出会い、世界が拓けました。医師
であった祖父の影響で医療福祉が身近
なテーマであったこと、
中学校で重力の
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将 来は医療機 器 関連の 企業など実

“Waseda Rikoh-girls”の活躍はこちら
▶ http://www.sci.waseda.ac.jp/rikohgirls/

Special Report

人とロボットの幸せな未来へ

プログラム「グローバル・ロボット・アカデミ

えば「50キロオームの抵抗」を購入しよう

ア」
（2008 〜 2013年）
では、
早稲田のロボッ

とすると「何ワットだい？」と聞かれる。する

ト研究グループの教育を「体系的ロボット

と学生は分からないので買えずに帰ってく

学：M-Robotics」として世界標準にしよう

るのです。つまり、
知識でしか知らなかった

と取り組みました。
Web上に「RTPedia」と

ワット・ボルト・アンペアの関係を、
自分たち

いう教科書を設け、
実際にモノをつくり実

でモノをつくるときに初めて体験として理

験で採取したデータや理論などの研究内

解するんですね。加藤先生から受け継い

容を公開するものです。それにより、
企業の

だ方法です。

研究開発が進展し、
さらに高度な研究をし

菅野

たい学生は歴史を踏まえて次のステップへ

呼ばれていたほど（笑）
。体験を通して学ぶ

進められます。

ことは大切ですね。

菅野 2013年からは新たに「博士課程教

藤江 うちもそう。本の知識だけで終わる

育リーディングプログラム」が始まり、
知覚情

と社会に出てからの実験事故につながる

報システム研究室の小林哲則先生と私が

恐れもあるからね。

コーディネートしています。学科も専攻も違

高西 “体系的”ではなく“体験的”の方が

う機械系と情報系が共同する精神は、
「世

良いかもしれませんね。
“失敗体験”をしな

界のロボット開発の父」と呼ばれた故加藤

いと良いロボットはつくれません。そういう

一郎先生（機械工学科）が人間型ロボット

意味では、
身近な時計やテレビを分解して

研究グループをスタートさせた1970年から

メカニズムを学ぶという体験ができない、

脈々と続いています。

いまの学生はかわいそうですね。

高西

当時は2足歩行のメカニズムが研究

藤江 親御さんから「実験に失敗したと子

されていなかったこともあり、
大腿部（股関

どもが落ち込むのですが、
失敗すると点数

節）と下腿部（膝の関節）と足部（足首の関

が下がるのでしょうか」と質問されますが、

節）の3つを持つ片足をつくって関節を動か

実験に失敗しても成績は下がりません。私

すところから研究がスタートしたそうです。

も学生時代に実習で最新のフライス盤を

「WABOT」の進化型が、
高西研究

藤江

壊して実験室の技術職員の方に怒られま

室の開発した「WABIAN」です。腰部

早稲田は本当に協力しているよね。
ワ

ボ

ッ

ト

加藤研究室では“秋葉原大学”と

高西淳夫

理工学術院教授

たかにし・あつお 1980 年早稲田大学理工
学部機械工学科卒、1985 年同大学院理工学
研究科博士後期課程単位取得満期退学。工
学博士。1990 年早稲田大学理工学部助教
授、1997 年同 教 授。早 稲田大 学ヒューマ
ノイド研究所所長、日本ロボット学会副会
長。1990 〜 1991 年・2004 年 米 国 マ サ
チューセッツ工科大学客員研究員、1998 年・
2005 年イタリア聖アンナ大学院大学客員教
授。2000 年冬には世界で最も権威のある英
国の青少年向け公開科学講座「クリスマス・
レクチャー」講師を担当。著作に『マイロボッ
ト』
（読売新聞社）
『
、人間型ロボットのはなし』
（日刊工業新聞社）など。

2足歩行ロボット
「WABIAN」と
全身で喜怒哀楽を表現する
「KOBIAN」

機構を活用することで、
人間と同じよ

それで完成したのがWABOT-1号。それに

したが点数には影響しませんでした。むし

続くエレクトーン演奏ロボットWABOT-2号

ろ失敗体験は、
良い勉強になります。

がつくば科学万博で展示されて注目されま

高西 学生が将来、
技術者として設計した

するための人体運動シミュレータとし

した。

ものは事故を起こすこともありますが、失

ても活躍しています。また同研究室で

ロボットはあらゆるものを組み上

敗体験を通して臨界があることを身をもっ

開発された「KOBIAN」は、
喜び、
怒り、

げるシステムのようなもので、
コンピュータ

て学んでいれば結果的に安全な機械や装

や電気回路、
機械の材料、
設計など何でも

置を設計できるはずです。

知っていなければなりません。医学や心理

菅野 だから早稲田は、
どんどん挑戦して

学など他分野の知識も必要です。ロボット

失敗しながら「設計ってこうなんだ」
「これ

系の学生は、
モノづくりを通してさまざまな

以上はだめだ」と学ぶ教育を大切にしてい

知識を組み合わせる力を体得するのです。

ます。実験の際は、
有能な技術職員の方々

高西

が学生に安全について指導してくれます。

菅野

しかもロボットは必ずチームでつく

りますから、
コミュニケーション力やチーム

そうした教育カリキュラムや実験環境がそ

力を高める方法が自然と身につきます。

ろい、
人が配置されているから早稲田でモ

“失敗体験”から
学ぶことが大切

高西

驚き、
悲しみ、
恐れ、
嫌悪、
通常の7つの
感情を全身で表現でき、
将来、
人とロ
ボットの円滑なコミュニケーションの
実現につながると期待されています。

技術職員の協力は大きいですね。

工作実験室などは学科だけでなく、理工
全体にサービスを提供する共通実験室に

高西

なっています。

まで学生自身に買いに行かせています。例

せ、
歩行支援機など福祉用具を開発

ノづくりができるのです。

―教育で意識していることは何ですか？
僕は授業で使う電子部品を秋葉原

うに膝を曲げ伸ばしする歩行を実現さ

藤江

全身で喜びを
表現する
KOBIAN

肝臓の圧縮試験なんて変わった実
15

高齢者の生活をスムーズに支援する
介護ロボット「TWENDY-ONE」
菅野研究室の開発した「TWENDY-ONE」は、
全身に搭載した接触検知機能や高度なセンシン
グ性能により、
人との接触や衝突を避けることが
できる安全性を重視した介護ロボットです。圧力
を調整できる指で複雑な形状のものや柔らかい
ものを人と同じように扱うことができ、
ベッドから
車椅子に移る際の介助や家事支援など、
超高齢

菅野重樹

理工学術院教授

すがの・しげき 1981 年早稲田大学理工学
部機械工学科卒、1986 年同大学院理工学研
究科博士後期課程単位取得満期退学。1989
年つくば科学万博で展示実演された鍵盤楽
器演奏ロボットに関する研究により工学博
士。1992 年 早 稲 田 大 学 理 工 学 部 助 教 授、
1993 〜 1994 年米国スタンフォード大学客
員研究員、1998 年同教授。2001 〜 2012 年
WABOT-HOUSE 研究所所長。バイオメカニ
ズムの視点から見直した人間機械系を人間共
存ロボット、人間ロボットコミュニケーション、
知的生産システムなどに適用することに興味
がある。著作に『人が見た夢 ロボットの来た
道』
（JIPM ソリューション）など。

社会において人との共生が実現可能です。

藤江

マサチューセッツ工科大学（MIT）

藤江

新幹線もすべて自動化されていて、

には「MITミュージ アム」が あり、
MITが

機械が計算して運転をコントロールしてい

取った歴代のノーベル賞や研究に関するも

ます。一方で、
五感が必要なものや想定外

のが並べられています。早稲田も歴史を尊

の状態に対しては、
人間が対応する必要が

重していくべきでしょう。先日、
100年前に授

あるのですね。

業で学生が描いた図面が出てきましたが、

菅野

それらも公開していきたいですね。

生かすシステムづくりが、
未来の社会におけ

菅野 いまの学生はイノベーションを起こす

る人間と機械の共生につながります。

験装置を持って実験室に行くと、
最初は不

発想力が求められていて、
そのためには歴史

藤江 しかしすべてがロボット化されてい

思議そうな顔をされるけど、
面白そうだから

を知ることが大切です。過去の技術の流れ

ても、
世の中の人がそれを知らないことが

と工夫してくれますね。
WABOT-1号と2号

を理解し、
それを自分の研究領域に当ては

多すぎます。東日本大震災で1台も脱線しな

を新しく建った63号館に展示しようと提案

めることで新しい発想が生まれるでしょう。

かった新幹線の技術はすごいことなのに

してくれたのも技術職員の方たちです。

多くの人が興味を持てるよう
分かりやすい言葉で伝える

誰も知らない。だからこそ、
僕たちがきちん
と明らかにしていかなければならないわけ

備してくれたんですよね。いまは理工学部

―これからのロボット研究における展望

菅野

の代表的な展示として、
キャンパスツアーに

についてお聞かせください。

てはじめて、
その分野を理解したと言える

ロボット見学が組み込まれています。

菅野

人間型ロボットはまだ実用化されて

でしょう。説明できないなら実は本人が分

高西

日本で初めて電波伝送による画像

いませんが、
その技術が一番生かされている

かっていないということ。
だから僕は学生に

の送受信に成功した「早稲田式テレビ」や

のは自動車です。自動車は人間が運転して

「小中学生に説明できる？」と聞く。それが

「早稲田式抵抗器」
、
アナログコンピュータ

いますが、
実は安全面や動き方などをコント

理解の基準になります。

など早稲田は日本初の研究が多くありま

ロールしているのはコンピュータなんですね。

高西

す。演劇博物館のように、
理工ミュージアム

高西

するため、
ロボット系の教員も地方の高校に

をつくり、
公開してほしいですね。

全自動の離着陸も可能になっています。

菅野

それまでは58号館にボロボロの状

態で置かれていたのを、
彼らがきれいに整

飛行機もロボット化が進み、
いまは

「RTフロンティア」で早稲田のロボット技術を一般公開
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人間と機械、
お互いの良いところを

ですね。
一般の方に分かりやすく説明でき

いま早稲田では優秀な学生を獲得

赴いて模擬講義をしています。
そこでの私た

2013国際ロボット展

理工キャンパス近くの明治通り沿いにある「RT（Robot Technology）フロンティ

2013年11月6日から9日の4日間、
東京ビッグサイト

ア」では、
人間支援ロボットの研究活動拠点として、
定期的に人間支援ロボット体

で行われた「2013国際ロボット展」のRT交流プラザ

験公開イベントを開催しています。
1階の人とロボットのコミュニケーションスクエア

に、
早稲田大学から高西研究室、
可部研究室、
大学院

「COSMAR」では、高 齢 者

松丸隆文研究室が出展。睡

支援用、
リハビリ支援用の

眠時無呼吸症候群サポート

ロボットなどが置かれ、
一般

ロボット「じゅくすい君」な

の方がロボットと触れ合え

ど、
さまざまなロボット技術

る場となっています。

を展示しました。

人とロボットの幸せな未来へ

Special Report
ちの目標は、
興味を持たせること。社会のた

私たちのロボット研究はやることが無くなる

もたちが夢を持つきっかけになるでしょう。

め人類の幸福のためにしている早稲田の研

でしょうね。

僕は、
モノづくりを通して人類の幸せを実現

究を分かりやすい言葉で伝えることで興味

高西 2足歩行ロボットや、
感情を表現する

するのが工学の役割だと考えています。

を喚起させるのは重要ですね。

ロボット、
楽器演奏をする人間型ロボットの

菅野

菅野

ロボットは映像も多く、
皆が興味を

完成度を上げ、
1台1機能ではなく、
1台のロ

する道は二つあり、
ひとつはロボットそのも

持っている分野なので、
比較的分かりやす

ボットが複数のことをできるようにすること

のが役に立つこと。そしてもうひとつがロ

いですね。

で人間に近づけたいと考えています。また、

ボット研究から生まれた新しい先端のモノ

藤江

大学の研究が 社会に還元できるように、

づくりの技術「RT（Robot Technology）
」

実用化を進めることも大切です。早稲田の

があらゆるところに応用され役に立つこと

これまで大学の先生は易しいこと

を難しく説明していましたが、
これからは難
しいことを易しく伝えることが求められて

ロボット研究が未来の社会に貢献

です。目には見えませんが、
現在の先端技

「在野精神」にもつながると思います。

います。私たちが分かりやすい言葉で世の

菅野

中に発信する努力をすることで、
大学の研

ちたいと言うのは簡単ですが、
本当に何が

ています。
RTはITの次の技術と考えられ、

究が世界の平和と人類の幸福を実現させ

できるかは難しいですよね。もちろん、
時代

期待されています。

るのだと思います。

や技術が進歩し、
着実に一歩ずつ人間に近

藤江

人や社会の役に立つ
早稲田のロボット研究

づいていますから、
やれば確実に進むこと

“工学”とは違った切り口が必要で、
そうし

は確かです。私は、
できる範囲で本当に何

た微細な技術が日本の強みになります。例

ができるのかを追究したいと思います。

えば飲料メーカーの「のどごし」や、
化粧品・

―早稲田のロボット研究の展望を教えて

藤江

夢を持ちやすいロボット分野で、
若

下着メーカーの「肌ざわり」
「肌のしっとり

ください。

手の研究者を育てることが私たちの一番

感」
、
自動車メーカーの「乗り心地」といっ

藤江

学生時代に、
世界一の医師や看護

大きな夢でしょう。
RTフロンティアが毎月

た人間の性質や感覚を測定する技術があ

師たちが乗った原子力潜水艦が赤血球く

実施している人間支援ロボット体験公開イ

りますが、
それを明確にするのがRTで、
世

らいに小さくなって人間の体内に入り疾患

ベントも、
一般の方に体験を通してロボット

の中はどんどんRT化していくでしょう。学

を治療する『ミクロの決死圏』
（1966年）と

技術を理解していただくことが目的です。

生たちには、
いま関わっているロボット研究

いうアメリカの映画を観たのですが、
私は

高西 先日、
宮城県南三陸町にヒューマノイ

がさまざまな分野に応用され、
さらに未来

あの機能を持つ医療・福祉ロボットをつく

ド研究所が発行した絵本『ワボットのほん』

へ進展するものだという視点を持ってほし

りたいと思っています。それが実現すれば

人間に近づけたい、人間の役に立

（全7巻）を大量に贈呈しました。それも子ど

術は、
すでにあらゆる意味でRTが応用され

これからは、
一般の人たちが考える

いと思います。

卒業生に聞く

人に役立つロボットへの期待に応えたい

トヨタ自動車株式会社
パートナーロボット部

近藤秀樹さん

2010年 早 稲田大 学 大 学 院
先進理工学研究科生命理工
学 専 攻 博士後期課 程 修了。
博士（工学）
。
2009年同大学
総合機 械工学科助手。
2011
年よりトヨタ自動車株式会社
パートナーロボット部にて電
気ユニット開発に従事。

講

義で見た2足歩行ロボットの動画がきっかけ

の研究を通じて得た、メカ、電気、制御、ソフトにつ

で高西研究室に入りました。高西研では2足

いて幅広く学び、全体をシステムという視点で捉え

歩行ヒューマノイド・ロボットの研究をする一方で、

る能力や、
研究チームのリーダーとしてのマネジメン

愛知万博などさまざまなイベントで一般の方にロ

トの経験が社会で働く上でとても役立っていると

ボットを見ていただく機会が多くあり、
人々のロボッ

感じます。

トに対する期待感を肌で感じていました。

ロボットがどのようなサービスを提供

大学での研究を通じて感じたロボットへの期待

し、人々の生活がど

に応えるためには、ロボットを“プロダクト”として

のように豊かになる

仕上げることが必要です。私が入社したトヨタ自動

のかを考えながら、

車は、自動車の生産技術を応用することですべて

実 用 化へ向けて着

の人と社会のサポートに貢献しようと、パーソナル・

実に開発を進めてい

モビリティや介護・医療・生活支援ロボットといっ

くことで、
1日も早く

た“頼りになる”パートナーロボットの実用化に取

多くの方に使ってい

り組んでいます。その中で私は現在、ロボット用電

ただけるように頑張

子制御ユニットの開発を担当しています。早稲田で

りたいと思います。 現在開発中のパートナーロボット
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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。

外務省
地球規模課題審議官（大使）

香川剛廣

さん

［プロフィール］
かがわ たけひろ
1957年生まれ。外交官。1981年に早稲田大学政治経済学部を卒業し、外務
省へ入省。中近東一課長やサウジアラビア公使、中東アフリカ局参事官など
中東関連の要職を歴任。さらに2009年に行われたイラク地方議会選や、ア
フガニスタン大統領選・県議会選の監視団長も務めるなど、紛争地域の安
定化に寄与。その後、経済局審議官を務め、FTAやTPPなどの経済交渉に臨
む。2013年より現職となり、気候変動枠組条約締約国会議（COP）などを担
当。2010年から非常勤講師として本学法学部の授業「国際機構法（地域機
構）」で教鞭を取る。

確固たる座標軸を持ち、
世界を俯瞰する。
それがグローバル人材への第一歩
激動する国際社会で、
外交官として人道支援や環境問題などに取り組んできた香川さん。
COP19から帰国されたばかりのこの日、
世界を舞台に活躍するまでの道のりと、
その過程を支えてきた思い、
グローバル時代に求められる人材像などについてお聞きしました。

優等生とは程遠かった
学生時代

18

いえない学生時代をおくっていた、
という

して課題解決に取り組む姿にすっかり魅

のが正直なところです（笑）
。

了され、
自分も世界でおのれを試してみた

そんな私が外務省を目指していることを

いと思うようになったのです。

いぶか

―どのような学生時代を過ごされましたか。

打ち明けた際は、
周囲からずいぶん訝しが

もともとジャーナリストを志していた私

られました。当初目標としていたジャーナリ

は、
「在野精神」の校風にひかれ早稲田大

ストと、
国家公務員である外交官は一見真

学を選びました。入学してみると確かに、

逆の存在ですから、
当然かもしれません。

先生に頼らず自力で進むべき道を見つけ

ただ私は、
公務員になりたかったのではな

―外務省入省後に中東地域を担当する

るという気概にあふれた学生ばかりでし

く、
外交官そのものに強くひかれていまし

ことになった経緯と、
その後の歩みについ

たね。私も授業にはほとんど出席せず、
図

た。ある外交官の方に直接話をお聞きした

て教えてください。

書館で本を読みあさったり、
友人と徹夜

ことがきっかけで、
世界平和の実現や貧困

実は、
入省後にたまたま割り振られたの

で哲学論議にいそしんだり、
優等生とは

の解消といった崇高な理想を掲げ、
自ら汗

が「アラビア語」だったのです。学生時代

「中東と一生向き合う」
現地で誓った思い

に触れてきた英語などとは全く異なる言語

は非常に感慨深いものがありました。とい

体系ですし、
中東という地域自体になじみ

うのも、
2003年にイラクで何者かに銃撃

がなかったので、
最初は戸惑いました。

され亡くなった奥克彦君との約束を、
その

しかし、入省2年目の1982年に在外 研

時にようやく果たせたと感じたからです。

修地であるエジプトへ赴任したことで、
転

同じ早稲田の政経出身だった彼とは、
学

機が訪れます。現地の家庭に下宿させて

生時代に外交研究会という勉強会で共

もらい、
寝食をともにする中で自然と語学

に机を囲んだ間柄。奥君がイラクで活動

力が磨かれ、
政治・経済、
宗教、
文化など、

していた時期は私もテロ活動の激化する

アラブ社会への理解を徐々に深めること

サウジアラビアで勤務していました。彼は

ができました。また夏季休暇には、
ホスト

イラクでの人道支援活動に奮闘しており、

ファミリーの遠戚でエルサレム周辺に住

その生き生きとした活躍の様子は「お前

むパレスチナ人宅を訪問。当時、
イスラエ

もイラクに来いよ」とのメッセージと共に伝

ルの占領下にあった現地で軍と民衆の衝

わってきていました。

アフガニスタン大統領選挙の投票所で現地選挙管
理委員会メンバーに話を聞く

ライバルはアジア諸国
独自の存在感を
発揮する大学を
目指してほしい

突直後の緊張した状況を目の当たりにし

私自身はイラクで自衛隊の復興支援活

たり、
抑圧された状況でありながらパレス

動をサポートしたり、
医療や教育、
インフラ

チナ人の心からの歓待を受けたり、
20代

整備といった人道支援の計画策定・実行

―グローバル人材の育成という観点か

前半という多感な時期に本当に貴重な経

に当たったりしました。
JICAやNGO関係

ら、
早稲田大学および早稲田の学生たち

験をさせてもらったと感じています。

者とは違って外交官がこのような“現場仕

に期待することをお聞かせください。

中東地域に対する特別な感情が芽生

事”をできる機会は、
滅多にありません。

えたのも、
その頃です。人々と心を通わせ、

私にとっては、
本当に楽しく充実した仕事

および派遣数において国内トップクラスの

出口の見えない紛争の現場も間近で目撃

であり、
イラクで充実した日々をおくってい

実績を誇っており、
教育機関のグローバル

したことで、
「中東地域と一生向き合って

た奥君の追体験をしているようでうれし

化を牽引する存在です。しかし最近は同じ

いきたい」と固く決意しました。気候変動

かったことが思い出されます。

アジアの中国やシンガポールも留学先とし

問題などに取り組む今も、
その思いが変わ

早稲田大学は留学生の年間受け入れ数

けんいん

て世界中から注目を浴びるようになってい

ることはありません。実際、
私が早稲田大

―外交官として心掛けていることは何で

ます。
早稲田大学には、
こうした国々の大学

学で現在受け持つ法学部の授業でも、
中

しょうか。

に負けない独自の存在感を発揮していくこ

東関連のテーマに多くの時間を割いてい

外交の世界は各国の思惑が複雑に絡み

とを期待しています。そのため留学関連の

ます。それは、
学生たちに正しい知識や判

合う上、
高度の政治的判断なしでは動けな

プログラムやサポート制度の充実に務める

断材料を与えることで、
ネットなどにあふ

いことも多く、
個の力で劇的に状況が打開

など、
質を追求してほしいですね。

れる情報をきちんと取捨選択しながら、

されるケースはほとんどありません。
とはい

また私は授業を通して学生と接する機

世界の平和と安定に大きな影響を与える

え最前線に立つ担当者同士の信頼がなけ

会も多いのですが、
皆それぞれ積極的に

この地域が抱える問題に自分なりの意見

れば、
物事が進まないのも事実です。

海外に出て、
グローバルで多彩な友人関

そのため私自身どんなに経験を重ねて

係を築いていることには、
非常に感心させ

も、
人間力を磨く努力は忘れぬよう肝に銘

られます。ただし理想を言うなら、
より明

じています。特に大切にしているのは相手

確な目的や具体的な興味を持って世界を

の話によく耳を傾け、
理解しようとする姿

見聞してもらいたい。その経験から見つけ

勢です。
また相手の役に立つことなら小さ

た自分なりの座標軸は、
将来貴重な財産

最も印象
―これまでのキャリアの中で、

なことでも労を惜しまず、
実践していくこと

となるはずです。常に世界の中に自分とい

に残っていることは何ですか。

も関係構築の第一歩となります。いずれも

う存在を置いてみて、
自らの判断や行動を

2003年のイラク戦争終結後、
外務省が

特別なことではありません。しかし、
こうし

選択する。それができるようになって初め

自衛隊基地内に開設したサマワ事務所の

た地道な取り組みが、
信頼を育み、
時に大

て、
グローバルで活躍する道が開けるのだ

所長として、
初めてイラクの地を踏んだ時

きな力となると私は信じています。

と思います。

を持ってほしいと願っているからです。

亡き親友との約束を
イラクの地で果たした
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高松敦子
理工学術院教授

２ ０ ３ ２ 年 の 創 立１ ５ ０ 周 年 に 向 け て 本 学 の あ る べ き 姿 を 考 え る 「 Waseda Vision 150
」。
そ のＶ ｉｓ ｉｏ ｎ の ひ と つ 「 世 界 の 平 和 と 人 類 の 幸 福 の 実 現 に 貢 献 す る 早 稲 田 の 研 究 」を 推 進 す る た め 、
女 性 研 究 者 の 活 躍 を 通 じ た 新 た な 視 点 と 思 考 の 導 入 も 期 待 さ れ て い ま す 。９ 回 目 と な る 今 回 は 、高 松 敦 子 先 生 に お 話 を 伺 い ま し た 。

積極的に他分野の専門家と連携し、
広がりのある研究をしたい

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。

私がイキイキできる場所は
“研究”の現場
大学4年時に生物学と物理学を融合させた

学生との触れ合いから
学ぶこと
私の研究室は、
学生のいるスペースを通っ

生物物理学の分野に出会い、
進路において研

て出入りするオープンな空間になっています。

究を意識するようになりました。しかし大学は

そのためお互いに声をかけやすく、
学生との

ある種特殊な空間です。
世間を知らないまま研

交流、
学生同士の交流が盛んです。帰宅しよ

究の道を歩むよりも、
社会に出て貢献したいと

うと学生に声をかけたところ研究に関する相

の思いがあり、
修士課程修了後は公共システム

談を受けたり、
ある時は学生を叱った後、
冷静

を扱うシステムエンジニア（SE）
として就職しま

に考えると自分もかつて同じことをしたと思

した。
3年弱が過ぎた頃、
ふと大学時代の教科

い至り反省したりします。学生との関わりで学

書を見返したところ、
研究していた当時の自分

ぶことは多いです。

がいかにイキイキとしていたかを思い出し、
もう
一度研究の世界に戻ることを決意しました。

また、
理系は「わかった」
と思わなければ楽
しくありません。私が学生の頃の授業は先生

生物物理学は、
例えば私たち人間はどうして

のペースで進められるため授業中に「わかっ

このような形を保てるのか、
なぜ人間は夜寝て

た」と思うことが少なかったのですが、
最近の

朝起きるという生活のリズムがあるのかといっ

学生さんはアルバイトやサークルなど忙しい

た生命メカニズムを、
物理の知識を用いて解明

ですから、
できる限り授業内で理解できるよ

しようという学問です。人間、
ネズミ、
単細胞生

うに演習問題を当てるように意識しています。

物など生き物の種類を超えた共通のメカニズ
ムを数式に置き換えることで、
さまざまな分野
に展開することができます。

社会での経験を生かし
積極的に他分野と連携

現在は真正粘菌の輸送管ネットワークにつ

実際のところ研究の世界は楽しいことばか

いて研究しています。粘菌は脳も心臓もない

りではありません。狙い通りの成果が出ずに

単細胞生物にも関わらず生き物として機能し、

行き詰まることも多々あります。しかし、
社会

しかも環境適応能力を有します。例えば、
有害

で働くという選択肢を捨て、
好きな研究の道

物質を含んだ忌避環境ではエネルギー効率

を選んだ覚悟を原動力に頑張っています。

を良くするために太い輸送管から構成された

また、
ひとつのシステムを構築するために複

樹状のネットワークを形成し、
逆に栄養分を含

数の分野と連携するSE時代の経験から、
自

んだ誘引環境では網目状にネットワークを密

分一人の能力・知識には限界があり、
他者と共

につなげて活発に活動します。似たようなネッ

同することで新しい展開が見えてくると考えて

トワークは世の中のさまざまなところにあり、

います。例えばマウスやショウジョウバエなど

そのひとつが国の環境によって異なる電力網

他の生き物を扱う他大学の研究室と共同研

です。粘菌の持つルールを数式に置き換

究することで、
粘菌や微生物だけでないさま

え、
それを応用すること

ざまな生命メカニズムに関わる研究を展開さ

ができれば効率の良い

せることができるでしょう。こうした学際的な

電 力ネットワークを構

研究は最近増えているようです。やはり他分

築できるのではないか

野の研究者と連携し、
さまざまな人と意見交

と考えています。

換することが多様な発想につながると考えて
います。今後も積極的に異なる分野の研究会
に参加し、
さまざまな研究者と交流し、
さらに
広がりのある研究をしていきたいと思います。

▲研究が行き詰まると愛猫のミルクと
カフェモカを構ってリフレッシュ

▶研究室夏合宿
（鴨川セミナーハウスにて）
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プロフィール
たかまつ・あつこ
東京工業大学大学院応用物理学科
バイオサイエンス専攻修士課程修了
後、
民間企業でシステムエンジニアと
して勤務。
3年後、
同大学生命理工学
研究科博士後期課程に入学し、
非線
形科学に基づく生物研究をスタート。
1997年理学博士。
1998年理化学研究所基礎科学研究員、
2000年科学技
術振興機構さきがけ研究21研究員、
2004年早稲田大学
理工学術院助教授・准教授を経て、
2009年より現職。

A

Summer of Linguistics

In the spring semester of 2013, I had a six months sabbatical from teaching at Waseda University. I decided to
spend one month of it in Ann Arbor, Michigan, to attend the Linguistic Society of America’s Summer Institute
which being held there at the University of Michigan. Every other year, the Institute convenes at a different
American university, and top scholars from many areas of linguistics gather to teach classes to students from
around the world. The students include college undergraduates and graduate students taking classes for
credit, as well as university teachers and researchers like me, just auditing the classes for fun. Before I went,
I was a little worried that I would feel out of place as a 49-year-old, I found that I was far from the youngest
student there, and with the common bond of linguistics, I enjoyed conversations with all kinds of people.

本学外国人教員が、自らの研究の
こと、趣味や興味あることなど
日々の雑感を語ります。

In addition to the classes themselves, the Institute features weekend workshops and linguistic-related lectures
and movies. This year, one highlight was a lecture by the most famous living linguist, Noam Chomsky. But
even more interesting to many of us was the visit of Dan Everett, who has done extensive fieldwork on the
native Brazilian language Piraha. We saw a movie about Dan’s life and work, followed by a question-and-answer
session, and a few days later, a demonstration of field-work methods used to learn an entirely new language
from an informant with whom you have no common language. Everett’s work is somewhat sensational in that
he claims that Piraha language contradicts the principles of Chomsky’s theory of Universal Grammar. We heard
rumors that it had required some very delicate arrangements on the part of the organizers to get both Chomsky
and Everett as guests at the same Institute, but the controversy generated some very interesting after-class
discussions among Institute participants.
My own areas of research are in semantics and applied linguistics, and at the Institute, I was able to catch up
on very new research related to these while also learning about some topics almost entirely new to me. The
most interesting class, as well as the most difficult one, was “The Bilingual Brain”. This introduced research
into the way language is processed by the brain, and whether and to what extent the brains of bilingual or
multilingual people are different from those of monolinguals. (The short answer is: while there do appear to be
some differences in the ways that the brains of monolinguals and bilinguals deal with language, it is difficult to
know exactly what these differences mean.)
The Bilingual Brain class included a visit to a brain-imaging laboratory on campus to see a demonstration of
NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) imaging. In NIRS, light is sent through the skull, where it travels through
brain tissue and is then picked up by sensors attached to the head. This method can locate the areas of
increased brain activity—active areas use more blood, and the hemoglobin in the blood blocks some of the
light. In the demonstration, we watched the equipment being partially hooked up to just one student volunteer,
but few weeks later, I was lucky enough to be able to experience it myself as a test subject. I was a control
subject for a with normal hearing in a study of people with cochlear implants (surgical devices which can help
people to hear.) In the photo, you can see me with the sensors attached to my head.

MUEHLEISEN Victoria

Associate Professor
Faculty of International Research and
Education

ミューライゼン ヴィクトリア
国際学術院准教授

There was one more thing I loved about the Institute—the chance to spend every day in the company of people
who love linguistics, in a beautiful physical environment. Together with many of the Institute students and
faculty, I stayed in the university graduate housing located out on the edge of Ann Arbor. There many two story
buildings surrounded by large open areas of grass and trees—a landscape entirely unlike my home in Tokyo.
Just outside my door, I could see red-tailed hawks in the sky, squirrels in the trees, groundhogs and rabbits
eating grass by the side of the road, and best of all, deer strolling slowly through the campus. As we rode
the free bus from the dorms to the classes and events in central Ann Arbor, we talked and talked about –you
guessed it—linguistics!
From the cool, green summer in Ann Arbor, it was a bit of a shock to return to the hot August in Tokyo, but even
the one short month at the Institute helped to refresh and invigorate me, leaving me ready for the fall semester
at Waseda. I am already looking forward to attending the Institute again, the next time I have a sabbatical.

抄訳：言語学と過ごした夏
2013年春学期、私は早稲田大学での6カ月のサバティカル（研究休暇）のうち、1カ月をミシガン大学に設置さ
れたアメリカ言語学会の夏学期に参加しました。世界中の優れた学者が集まるこの“学校”、学生や院生のほ
か、教員や私のような研究者なども楽しみとして聴講しています。加えて、言語学の世
界的権威であるノーム・チョムスキーによる講義、さらにピラハー語研究で有名な言
語学者のダン・エバレットの訪問など、刺激的な授業やフィールドワークは大変興味
深いものでした。意味論や応用言語学を専門とする私が最も楽しんだのは「バイリン
ガル脳」の授業です。脳の中で言語がどのように処理されるのか、バイリンガル、マル
チリンガルの脳とモノリンガルの脳の違いの研究です。授業の一環として、人工内耳
のテスト実験まで体験しました！ 動物たちが暮らす美しいアン・アーバーの自然の中
で過ごした夏の1カ月。次のサバティカルでもこの“学校”に参加するのが楽しみです。
Using light to image the brain

後日 WASEDA ONLINE で
和訳がご覧になれます。
■ 日本語版 URL
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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の
企業の採用担当者やキャリアの専門家などに、最近の採用事情や学生が進路を選択するために必要
なことをお聞きする「キャリアの羅針盤」。今回は日本放送協会（NHK）の金子さんにお話をうかがい

学生と進路選択

ました。

遠慮せず、一歩前に踏み出そう
「世のため」
「人のため」
、
そして「君だけの」仕事

日本放送協会（NHK）
人事局 主管

金子 豊

Profile
かねこ・ゆたか
1992年早稲田大学政治経済学部卒
業。
NHKに入局後、広島放送局に配
属。
1995年 に 経 理 局 に 異 動 し、予
算・コンプライアンスなどの「放送
事業のマネジメント業務」に従事。
2012年より現職。主に採用・異動な
どを担当。

日本で唯一の公共放送であるNHKは、放

採用活動では、
エントリーシートの文面や

送の自主・自律を担保する視聴者の皆さまか

面接の受け答えの言葉から個性を感じにくい

らの受信料で成り立ち、
災害報道や福祉関係

学生が少なからず見受けられます。面接時間

の番組など、
公共の福祉のために質の高い放

の短い企業が多いからか、
短時間で自分をア

送番組を全国にお届けしています。また、
地域

ピールできるよう話の終着点を先に決めてし

に密着したニュース・情報番組、
国際放送の

まい、
話を小さくまとめすぎているのかもしれ

他、
技術研究・開発など、
多様な業務を行って

ません。
NHKのエントリーシートは志望動機な

いることに特色があります。

ども手書きで、
面接も長い時間をかけて人物

このようなNHKが求める人材を一言で表す
と「多様な人材」です。放送は文化でもありま

を見極めていきます。それはNHKの番組をつ
くるのは「人」だからです。

すので、
画一的な人材ではなく、
真面目な人や

私の学生時代と比べ、
最近はインターネット

エンタメ系の人、
体育会系の人、
研究肌の人な

でさまざまな情報を得て簡単に応募できて便

ふくそう

ど、
個性あふれる多様な人材が輻輳的に関わ

利ですが、
逆にタイトなスケジュール、
溢れる情

ることで、
多様で創造性の高い放送事業を実

報の中で希望する業界や職種などを絞り込ま

日本放送協会（NHK）

現することができます。また、
放送という仕事、

なければなりません。一社一社じっくり考える

1950年、放 送 法 に 基 づきNHK設
立。国内放送、
国際放送、
放送文化・
技術の調査研究等の業務を行って
いる。国内 計54局の放 送 局、海 外
計28の取材拠点。

ジャーナリストという職業は厳しい部分もあり

余裕がないのでしょう。しかし自分が何十年

ますので、
ジャーナリストとしての「情熱」や公

も勤めるかもしれない場所だと考えると、
ただ

共の福祉と文化の向上に対する「高い志」
がな

数をこなせば良いわけではありません。焦らず

ければ務まりません。
NHKの採用Webサイトで

に自分の言葉で話すことで個性をアピールす

も、
冒頭に“
「世のため」
「人のため」
「君だけの」

ることが大切です。

キャリアセンターより

自分の言葉で
個性をアピール
マスコミは一般的に狭き門
と言われますが、
早 稲田には
その世界に憧れて入学した学
生が多数います。例えば今春
NHKには45名の早大生が就
職。金子さんによれば、
NHKが
求める人材は「多様な人材」
と
のこと。これはどんな組織にも
少なからず共通して言えること
です。
さて今 年度も12月1日の就
職活動本格化以降、
キャンパ
スにはスーツ姿の学生が目立
つようになりました。キャリアセ
ンターでは、
エントリーシートや
面接では自分の言葉で自分ら
しさを見せるよう学生に伝えて
います。まずは自分の言葉で語
れる体験を在学中に作ること、
そして堂々と個性をアピールし
てほしいと思います。
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焦らずに自分の言葉で
個性をアピール

仕事がある”と大上段に掲げていますが、
自分
の仕事が世の中で役立っていることに「やりが
い」を見出せる人に向いている仕事です。

ドメスティックだけではなく
グローバルな視点で考え、
伝える能力

「やりがい」があれば
どんな試練も乗り越えられる
学生の皆さん、
ぜひ「やりがい」を重視して
就職活動をしてください。私は組織のマネジメ
ント業務を志向していましたが、
受信料制度と
いう他に例の無い財源を持つ「NHKのマネジ

放送・ジャーナリズムは、大都市圏の情報

メントの難しさ」にやりがいを感じ、
NHKを選

だけでなく、
地域情報の重要性を理解しロー

びました。経営環境が厳しい時期でも、
自分

カル色の強い話題を掘り起こして全国に発信

の携わっている仕事が「NHKを守り、
成長さ

することや、
日本の情報を世界に伝えていくと

せている」というやりがいを感じ続けてくるこ

いった役割も求められます。そのため、
地域放

とができました。

送局にあっても決してドメスティックな視点だ

就職活動を始める皆さんに、
「学生時代にこ

けではなく、
広い視野を持ち、
グローバルな視

れをしておきなさい」とは言えませんが、
ひとつ

点で考え、
伝える能力が必要です。
「いま海外

アドバイスをするならば、
それは「遠慮しない

で何が起きているのか」
「それは国内の事象

こと」
。人生で一番自由な学生時代、
遠慮せず

とどう繋がっているのか」など、
日本を基軸に

自分のやりたいことにとことん打ち込んでくだ

海外にも視野を向けるということですね。これ

さい。その経験により、
社会人になってから直

はNHKだけでなく、
これからの社会で活躍す

面する試練を乗り越えることができる「責任

る人材として不可欠な要素だと思います。早稲

感」や「知見」が身につきます。

田の考えるグローバル人材、
つまり、
どの地域

遠慮して小さくまとまった人生はつまらない

にあってもグローバルな視点で考えられる人

ですし、
もったいない。少し勇気を出して、
一歩

材に通じるのではないでしょうか。

前へ踏み出してみてください。

B

1-3月

ooks

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

E

vents

本学で3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。

今号のオススメ
『キャッシュマネジメント入門
―グループ企業の「資金の見える化」―』

會津八一記念博物館
①戸ノ内貝塚発掘調査成果報告展 平成の印旛手賀
②つちもの 縄文時代から江戸時代まで

西山茂（商学学術院）編著 東洋経済新報社 2013年9月
キャッシュマネジメントには、
キャッシュ不足に陥らないこと、
キャッシュを効率よく生み出し、
保有し、
活用すること、
という2つ
の意味がある。本書は、
この分野に関する実務経験があり学術的なバックグラウ
ンドもある4名が、
それぞれの経験や強みをもとに、
税務戦略、
運転資本管理、
資
金調達、
人材、
組織なども含めて網羅的にまとめた入門書である。

『赤穂浪士と吉良邸討入り』
谷口眞子（文学学術院）著

吉川弘文館

2013年12月

赤穂浪士による吉良邸討入りはサクセスストーリーとして知ら
れ、
討入りにかかわった人々のその後が顧みられることはあまり
なかった。浪士の家族をはじめ、
浅野家・吉良家・上杉家の親族
の行方をひもとき、
事件を勧善懲悪物語に仕立てた「忠臣蔵」
文化を越えて、
彼らのさまざまな人生と江戸時代を味わうことができる書。
■『オリンピックマーケティング：世界No.1イベントのブランド戦略』
原田宗彦（スポーツ科学学術院）監訳 スタジオタッククリエイティブ
2013年8月
■『ほんとうの環境白書：3・11後の地球で起きていること』
池田清彦（国際学術院）著 角川学芸出版 2013年8月
■『国際結婚家族のお受験体験記』
ペート・バックハウス（教育・総合科学学術院）著

明石書店

2013年9月

■『68シーンで完全マスター！ 今すぐ使えるワンランク上の実践ビジネス英語』
ダニエル・ドーラン／清水孝（以上、商学学術院）編著 東洋経済新報社
2013年9月
■『倫理の死角：なぜ人と企業は判断を誤るのか』
谷本寛治（商学学術院）他訳 NTT出版 2013年9月

藤原書店

2013年10月

■『はじめての憲法教室：立憲主義の基本から考える』
水島朝穂（法学学術院）著 集英社 2013年10月
■『論語集注 1（東洋文庫）』
土田健次郎（文学学術院）訳注

平凡社

2013年10月

■『モール化する都市と社会：巨大商業施設論』
若林幹夫（教育・総合科学学術院）編著 NTT出版
■『教養として読む現代文学』
石原千秋（教育・総合科学学術院）著

朝日新聞出版

2013年10月
2013年10月

■『復興まちづくりに文化の風を：日中共同ワークショップの試み（早稲田大学ブックレット）』
中川武（理工学術院）、日中共同ワークショップ編集委員会編
早稲田大学出版部 2013年10月
■『お伊勢参りと熊野詣』
池田雅之（社会科学総合学術院）他編著

坪内博士記念演劇博物館
企画展『いまだ知られざる寺山修司』
大隈記念タワー 125記念室
1月25日㈯まで
	幼少期から演劇実験室・天井桟敷旗揚げまでの初期の活動に焦点を当て、
若
かりし日の寺山の残した独創的な世界を、
未公開資料を中心に紹介します。
問 坪内博士記念演劇博物館 TEL：03-5273-4398
会場
日程

早稲田大学芸術功労者 阿刀田高講演・朗読会
「小説と早稲田―YES & NO―」
なかのZERO小ホール
2月10日㈪ 13：30 〜 16：00（開場13：00）
	エクステンションセンター中野校開校を記念し、小説家・阿刀田高氏講演と、
阿刀田慶子氏朗読「花あらし」をお楽しみいただきます。
	※入場無料・要申込（2月7日㈮まで）
	主催：エクステンションセンター・文化推進部
	共催：なかのZERO指定管理者 後援：中野区
問 申込 なかのZERO生涯学習活動支援課 TEL：03-5340-5011
http://nicesacademia.jp/
会場
日程

■『アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書』
山岡道男（国際学術院）他編著 アスペクト 2013年9月
■『日本経済は復活するか』
若田部昌澄（政治経済学術院）他共著

會津八一記念博物館
①企画展示室 ②富岡コレクション展示室
日程 ① 2013年11月15日㈮〜 2014年1月18日㈯
	早稲田大学考古研究室が発掘調査を行った、千葉県印西市戸ノ内貝塚の調
査成果を中心に展示します。
	②2013年11月25日㈪〜 2014年2月1日㈯
	中世より無釉陶器が焼成された常滑・瀬戸・信楽・備前などに珠洲や伊賀を
加え、室町から江戸時代の各窯の壺類を中心に展示。なお、縄文土器4点も
初公開します。
問 會津八一記念博物館 TEL：03-5286-3835
E-mail：aizu@list.waseda.jp
会場

かまくら春秋社

2013年10月

川口芸術学校閉校シンポジウム
「大学で映像クリエイターは育つのか？
〜ハリウッドと日本の現場から〜」
大隈記念講堂 大講堂
2 014年3月15日㈯
	ジョージ・ルーカスを輩出した南カリフォルニア大学より、リピット水田堯教
授を招き、
『わが母の記』の原田眞人監督らと映画・テレビなど映像界の人材
育成についてシンポジウムを行います。
問 川口芸術学校 TEL：048-269-7961
http://wasedaart.waseda.ac.jp/
会場
日程

■『若き物理学徒たちのケンブリッジ：ノーベル賞29人 奇跡の研究所の物語』
小山慶太（社会科学総合学術院）著 新潮社 2013年10月
■『私はどのような教育実践をめざすのか：言語教育とアイデンティティ』
細川英雄（名誉教授）／鄭京姫（日本語教育研究センター）編 春風社
2013年10月
■『ゲーム理論アプリケーションブック』
船木由喜彦（政治経済学術院）他編著
■『琉球国の滅亡とハワイ移民』
鳥越皓之（人間科学学術院）著

前号（錦秋号）掲載の書名に誤りがありましたので、
お詫びして訂正します。
彼の巡礼の都市』
をどう読むか』
誤 『村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、
彼の巡礼の年』をどう読むか』
正 『村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、

東洋経済新報社

吉川弘文館

2013年11月

2013年11月

■『原子力規制委員会の社会的評価：3つの基準と3つの要件（早稲田大学ブックレット）』
松岡俊二（国際学術院）
、
師岡愼一（理工学術院）
、
黒川哲志（社会科学総合学術院）著
早稲田大学出版部 2013年12月

誤 『原典で読む日本デモクラシー論集』
正 『原典でよむ日本デモクラシー論集』
誤 『思想的足跡：池明観』
正 『思想者的足跡：池明観』
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表紙写真：佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

cover stor y
表紙のお話

聳ゆる理工のシンボル
3学部6研究科を擁する理工学術院の本拠地、西早稲田キャンパス。
1967年春、本学創立80周年記念事業のひとつとして、
旧陸軍戸山射撃場跡地に完成しました。
そび

その中央に聳え立つ51号館は、地上18階、地下2階、高さ70.4mに及ぶ
当時としては日本有数の高層建築でした。
窓面を奥に後退させ、耐震のためのブレース（筋交い）を千鳥に配する斬新なデザインで、
設計した建築学科の安藤勝男・松井源吾両教授は日本建築学会賞を受賞しています。
教室棟・実験室棟・研究室棟など全10棟で開設されたキャンパスは、
理工学部の発展とともに整備が進み、現在は17棟の校舎が立ち並びます。
2008年には、構内に直結する東京メトロ副都心線の西早稲田駅も開業。
キャンパスを行き交う学生や教職員は、理工のシンボルとも言える51号館を仰ぎながら、
世界の科学・技術のさらなる進歩を担うべく、
今日も最先端の学問研究に取り組んでいます。

CAMPUS NOW

【キャンパス ナウ】2014年1月1日発行 通号209号
※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。
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※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、3月上旬発行を予定しています。

『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。
■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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。

