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　1月28日、本学と日本電信電話株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：

三浦惺、以下、ＮＴＴ）は、情報通信分野、特に基礎・デバイス系技術、情報セキュ

リティなどの情報通信プラットホーム技術を中心に、新たな共生関係を構築し

ていくことで合意し、産学連携に係る包括協定を締結しました。�

　両者は従来から各研究者間で、ネットワーク構成・制御技術、ネットワークサ

ービス、情報通信用デバイス関連技術などにおける共同研究や共同実験、人的

交流等を中心に連携を進めてまいりました。今回の協定によって、組織対組

織での対応を可能とし、これまでの友好的な関係を維持・発展させつつ、創造

的な研究への取り組みをも含めた研究活動の強化、高度な研究開発力をもつ

人材の養成等を図ります。�

（詳細は本誌「REPORT」参照）�

NTTと産学連携に係る�
包括協定を締結�

　昨年8月、「プロフェッショナルズ・ワークショップ」プロジェクトが発足しました。これは

『企業（社会人）と大学が共通目的をもちプロジェクトを遂行する』という新しい産学連携の

形を目指した取り組みです。これまでの授業や研究形態とは異なり、実際にワークショップ

を行う学生・企業のプロフェッショナルのほか、職員がプロジェクト運営にあたり、オブザー

バーとして教員が参加する場合もある、まさに四身一体とも言えるプロジェクトです。�

　2007年度は日産自動車株式会社から「女子学生へのリク

ルートメッセージの開発」など3つ課題が提示され、課題毎に

分かれた学生チームはそれぞれ5ヶ月にわたり日産販売店訪

問や施設見学、日産社員との度重なるミーティング・指導を経

て、課題解決に向けた企画を練り上げました。そうした彼らの

活動内容が認められ、本年1月に日産自動車社長のカルロス・

ゴーン氏、白井克彦総長への直接提案が実現しました（写真）。�

　同プロジェクトは今年度も継続して様々な企業とともに展

開していく予定です。�

2008 APR.4

日産・早稲田プロフェッショナルズ・�
ワークショップ課題発表会開催�

2008年1月15日�
日産自動車本社において�

協定書の取り交わしを終え握手する本学副総長　堀口健治教授（左）と�
NTT代表取締役副社長　宇治則孝氏�
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　2006年4月に、総務省認可法人「通信・放送機構（現 情報通信研究機構（NICT：National Institute of Information 
and Communications Technology））」から引き継ぐかたちで開設した本学「本庄芸術科学センター」。その活動実績
および2007年12月1日に教務部の外局として組織された「芸術科学センター」の機能について、センター長の田中愛治
政治経済学術院教授に寄稿いただきました。�

「芸術科学センター」の機能と課題について�
�

－映像分野における人材育成を�

目指して�

　2006年4月、本学は映画・映像分野の高度

人材育成および最先端デジタル映像研究の推

進のための拠点として、本庄キャンパスに「芸

術科学センター」を開設しました。この施設は、

本庄市の提案を受け、2001年5月に総務省の

認可法人「通信・放送機構」（現NICT）により設

立されました。本学はその事業を引き継ぎ、

外部資金の導入による設備更新、最新機器の

維持につとめ、別表のような映画作品の制作

に協力を果たしてきました。その後、2007年

12月1日に、教務部の外局としての組織「芸術

科学センター」が発足しました。�

　昨年、本学は創立125年の「第二の建学」を

迎え、新たなる世紀に向かっての歩みを始め

ました。その中で、本学が発信する教育研究

事業の一つとして「映像」を取り上げています。

映像事業は本学の学生のみならず広く社会に

対して貢献できる活動として今後の時代を担

うものです。芸術科学センターはさまざまな

側面から活動の幅を広げていく予定です。�

　組織としての役割は、機器の保守点検や更

新を中心としたMNCとの連携を強化し、「人材」

というソフトウェアの育成を大きな目標の一

つとしています。芸術科学センターには学生

が所属していないため、GITIとの連携、また、

本庄地域との連携を図り、学生の映画制作支援、

地元のフィルム・コミッションとの協同作業に

よる地域への文化還元などを中心とした役割

を担っています。また、「映像戦略アドバイザ

リー・コミッティ」を開催し、外部の有識者を招

いて今後の本学の映像教育戦略について、活

発な討議も交わされています。�

　「映像人材の育成」については、文部科学省

が戦略目標として定めた「戦略的創造研究推

進事業」の中の「メディア芸術の創造の高度化

を支える先進的科学技術の創出」とも方向性

を一つにするもので、今後の社会的・経済的ニ

ーズを踏まえた「芸術と科学技術研究との融

合領域」として、本学の研究教育分野において

積極的に取り組むべき課題の一つとして位置

づけています。�

　多様な産業界へ多くの人材を輩出し、今ま

でにも芸術、特に演劇の分野では幾多の校友

が日本の文化の発展に貢献しています。それ

に加えて、今後はより一層多様化する「映像」

の分野における優秀な人材の育成は、多数の

優秀な才能を包含している本学の役割である

と言えるでしょう。�

　現在は国際情報通信研究科の安藤紘平教授

の研究室の学生を中心に、実証実験としての

映画撮影や、高度な編集機器を利用した特殊

な編集作業などにセンターを活用しています。

今後は、さらにその幅が広がることが期待さ

れています。�
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－本庄芸術科学センターの概要と�

活動実績�

　センターは上越・長野新幹線「本庄早稲田」

駅から徒歩約8分の自然に恵まれた環境に立

地し、5000坪の敷地に本格的な映画撮影が

できるスタジオを設置しています。センター

には、大型ブルーバックを備えたスタジオの

ほかに、デジタル・シネマ対応の編集室、高精

細プロジェクターの試写室、映像サーバーな

どの設備があり、それらをネットワークで結ん

で即時に編集作業などができる高度な設備を

備えています。また、モーションコントロール

カメラ、モーションキャプチャーを駆使したデ

ジタル映像作品制作のための最先端システム

（Smoke,Inferno、Lustre）を備えており、これ

からの日本のデジタル・シネマ制作を牽引す

るに値する、日本で有数の高度な施設となっ

ています。（別欄参照）�

　今までにも、センターは本学特命教授・篠田

正浩監督の「スパイ・ゾルゲ」をはじめ、樋口真

嗣監督の「ローレライ」、「日本沈没」など、多く

の話題を集めた映画作品の特撮・編集に貢献

してきました。現在の映画作品にはこうした

高度な特撮・編集技術を駆使した作品の需要

が高まっており、今後センターが芸術界に果

たす役割には限りなく大きい可能性があると

言えるでしょう。�

�

－具体的施策について�

　そのためには、既述の充実したハードウエ

アを利用して、映像人材育成事業を全学体制

で整えていく必要があります。具体的には、�

① 各学部・大学院・芸術学校・オープン教育セ

ンターとの連携を図りながら映像人材を

育成する。�

② 映像クリエーターのみならず、プロデュー

サー、配給事業者などの人材養成を行う。�

③ 映像産業界および本学出身の映画・映像関

係者の支援、寄付講座などを積極的に受け

入れ、実践的人材育成を行う。�

④ 映画・映像分野の教育コンテンツを新しい

教育メソッドとして確立し、その結果を多く

の人々に提供することにより、社会貢献を

行う。�

などの事業が考えられます。これからの時代

に求められる芸術的素材の一つであるデジタ

ル・シネマに関わる人材を育成することは、広

く芸術の世界の一翼を担う個性的な事業です。�

－早稲田総研シネマティックアートの�

設立とその目的�

　また、産学連携事業の一環として、2007年

12月3日にセンターの運営組織を整備し、セ

ンター事業をサポートするために大学関連会

社「株式会社早稲田総研シネマティックアート」

を設立しました。ここでは、芸術科学センター

運営協議会の事務局の委託業務をはじめ、セ

ンターの研究開発事業における企業との先端

的な研究成果を、「実証実験」として広く社会

に公開することを実施中です。また、今後は社

会人教育事業なども視野に入れ、大学各機関

との連携を図りながら活動を展開する予定です。�

　さらには、センターの利用促進のための幅

広い営業活動、その成果物である映像の社会

への還元、社会人を対象にした映像人材教育

のコンテンツの開発、ネットワークで各ポスト

プロダクションを結び、映像の編集が違った

場所で同じ環境で行えるような高度な環境整

備の計画など、従来の大学の組織の枠組みに

プラスアルファの要素を加え、社会活動の一

環としての事業を目指します。�

（広報室）�
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　2008年1月28日、本学と日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ）は、情報通信分野を中心とした産学連携に係る包括協定を
締結しました。協定締結の背景、経緯と今後の展開について、研究推進部長　中島啓幾理工学術院教授にお話を伺いました。�

組織対組織が可能にする新たな共生関係�

締結の背景�

協定の目的�

本協定の特徴�

　本学とＮＴＴは、情報通信分野において組織対組織として連携していくことと

し、産学連携に係る包括協定を締結しました。情報通信分野、特に基礎・デバ

イス系技術、情報セキュリティなどの情報通信プラットホーム技術を中心に、

技術、人、設備といった互いのリソースを活かし、新たな共生関係を構築して

いきます。�

　本学とNTTの連携はすでに長年の実績があり、基礎・デバイス系技術、情報

通信プラットホーム技術についても、毎年数件～10件程度の共同・受託研究

を行ってきました。今回の包括的連携契約と従来の共同研究等との大きな違

いは、連携テーマの提案や連携中テーマの進捗確認などについて、組織対組

織で協議できる体制を構築したことです。�

�

�

�

　本学は、1942年に私学でいちはやく電気通信学科を設立するなど、情報通

信分野における数多くの先端的研究と人材の輩出をリードし、国内外の民間

企業や研究所、国、地方自治体、他大学などとの研究交流を行ってきました。�

　一方、ＮＴＴは、ＮＴＴグループにおける横断的な基盤的研究開発を一元的に

行っており、情報通信分野において世界で屈指の総合的な研究開発拠点として、

確固たる地位を築いています。�

　前述の通り、両者は従来から共同研究や共同実験、人的交流等を中心に連

携を進めてきました。これらの活動の多くは、両者の研究者同士の個人的な

つながりを契機に個別に企画・推進されてきたため、新たな組み合わせによ

る連携や複数分野を跨いだ分野融合的な連携の創出は困難でした。�

　組織対組織での対応を可能として、これまでの友好的な関係を維持・発展さ

せ、創造的な研究への取り組みをも含めた研究活動の強化、高度な研究開発

力をもつ人材の養成等を図るべく、本協定の締結に至りました。 �

　契約にあたっては、研究推進部の産学官研究推進センターが間に立って双

方のニーズの洗い出しを行い、契約書の条項についてもキャッチボールを繰

り返しながら、細かな点まで確認していきました。十数回にわたる打ち合わ

せは、産学官研究推進センターと㈱早稲田総研イニシアティブの協力による

事務局が対応してこそ実現できたもので、その過程を通じ、学内外で連携と信

頼関係が構築できた点も有意義でした。�

�

�

 �

　本協定では、本学の125年におよぶ高度で多様な知見を基にした教育・研

究力と、ＮＴＴの情報通信分野での研究・開発力を結集することで、本学におけ

る教育・研究活動の拡充、活性化、ＮＴＴにおける研究開発活動の高度化、効率

化を図ります。�

　さらに、情報通信分野において多様化する社会ニーズに対応するべく、創

出される連携成果の事業化も視野に入れて、互いのニーズおよびリソースの

マッチング・融合を行うことにより、これまでにない新たな組み合わせ、複数

分野融合的な多様かつ創造的な連携を企画・推進します。�

　そして、国内はもとより世界、とりわけアジア地域に向けた独創的、分野融

合的な技術の発信も視野に入れます。先端技術の基礎を実体験で習得する

インターンシップや北京・シンガポールなど本学の海外拠点を活用した人的

交流、技術交流等により、世界をリードする若手研究者・技術者の育成を目指

します。 NTTは今後国際標準化技術の創出を目指すという強い志をもってお

り、アジアを巻き込んで打ち出していく戦略も考えられます。本学が有するア

ジアのネットワークは、その際に大きなメリットとして働くでしょう。�

�

�

�

　本協定の特徴としては、①「連携協議会」を核とした運営、②研究活動の強化、

③教育活動の強化、の3点が挙げられます。�

①「連携協議会」を核とした運営�

　　本協定の運営は、両者の連携責任者、連携研究推進代表者等4名ほどか

らなる「連携協議会」が担当します。連携協議会は、研究の連携をマネジ

メントする機能と、従来からの個々の研究において形成されてきたつな

がりを強化・緊密化する機能を果たします。�

　　連携協議会での議論を通して、取り組む研究・開発・人材育成等に対す

る共通の認識を醸成し、広範な領域に渡って多様かつ創造的な連携関係

を構築します。研究に関しては、新規テーマの検討段階から連携し、共同

プロジェクトを決定します。両者の研究者は共同で各研究プロジェクト

の目標やスケジュール等を策定し、連携協議会は双方の研究者の協働が

促進される環境を設定します。定期的に開催される連携協議会におい

て進捗状況と計画の確認を行い、大きな成果に結びつくよう組織的に取

り組んでいきます。�

　　また、従来からつながりがあった研究連携を一層強化・緊密化するとと

もに、連携協議会の活動を通じて、互いのニーズおよびリソースのマッチ

ング・融合を図り、従来連携がなかった両者の間の新たな連携や複数分

野に跨る融合的な連携の創出、活性化についても取り組んでいきます。  �

②研究活動の強化�

　　本協定では、情報通信分野、特に基礎・デバイス系技術、情報通信プラ

ットホーム技術を中心に共同研究等を推進しますが、これらの分野は、政

府が掲げるIT新改革戦略の根幹を成す技術分野です。�

　　政府IT戦略本部は、2006年以降のIT国家戦略として、IT新改革戦略を

策定しました。そこでは我が国が、持続的に発展可能かつ自律的で、誰も

が主体的に社会の活動に参画できる協働型のIT社会に変貌することを宣

言しています。�

　　この戦略では「構造改革による飛躍」、「利用者・生活者重視」、「国際貢献・

国際競争力強化」の3つが基本理念となっており、さまざまな視点に立っ

た研究開発、事業化が求められています。また、世界に先駆けて2010年

度にはITによる改革を完成することが宣言されており、急速な技術の発展、

社会ニーズの多様化も想定されます。�

　　これら社会的要求に対応するべく、同分野で両者がこれまでに培って

きた高度な研究・開発力を結集するとともに、理工学を中心とする技術的

観点のみならず、法学、経済学、社会学、心理学といった社会科学・人文科

学的観点にも立った文理融合型研究プロジェクトの企画・推進にもやが

ては取り組むことで、次世代における情報通信システムの具現化に寄与

する技術の発信を図ります。  �

③教育活動の強化�

　　本協定においては共同研究以外にも、インターンシップ等による人的

交流、各種技術系教育セミナーの開催、また本学研究者とＮＴＴの幅広い部
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�

1月28日 包括協定調印式に臨んだ両者の方々�

今後の展望�

キーワードは「競争」から「連携」へ�

連携協定の相談、問い合わせ先�

研究推進部　産学官研究推進センター�
ＴＥＬ 03-5286-8390 �
E-mail: sangaku@list.waseda.jp

株式会社早稲田総研イニシアティブ　UICチーム�
ＴＥＬ 03-3203-4427�
E-mail: bu-producer@list.waseda.jp�
�

門の研究者による技術交流をはじめ、それぞれの強みを活かす相互補完

的な教育･人材育成活動にも積極的に取り組んでいきます。  �

�

�

�

　当面の具体的な連携内容として、本協定では以下の取り組みを予定してい

ます。�

　共同研究として、「サービスのスケーラビリティやユーザビリティを考慮し

た新たな認証認可技術に関する研究」、「ダイヤモンドを用いた高周波・高出力

電子デバイスに関する研究 」の2点、また、人材育成プログラムの推進として、

「インターンシップ等を利用した人材交流」、「海外拠点を活用した人的交流、

技術交流」を予定しています。�

　上記の具体的な予定については、今後連携協議会で発展させていきます。

3月3日に第1回目が開催され、連携運営骨子を定めて意識統一を図る良い場

となりました。�

　今後の話になりますが、いずれは核となる研究テーマが常時を5つほど走っ

ているようにしたいと考えています。連携において重要な点は、双方にメリ

ットがあることです。NTTの研究所は、素晴らしい研究者や高度な機器、装置

等を有しています。「インターンシップ等を利用した人材交流」では、学生が

そういった機器を使いこなせるように指導していただくなど、一般的に言わ

れるインターンシップに比して、より専門性の高い内容を想定しています。た

だ、それがNTT側にとって一方的な負担となることは避けなければなりません。

そういった理由からも、相互のメリットとなる共同研究という「土俵」を確保す

る必要があります。�

　インターンシップの単位認定については、教務部や理工学術院等との今後

の相談になります。�

�

�

　今回の協定にあたっては、個別の協定として体制を構築することはもちろん、

今後も見据えた上で細部まで考慮して取り組んできました。大学と企業の連

携の仕方はさまざまですが、これをひとつのプロトタイプとし、経験を蓄積し

ていきたいと考えています。�

　研究大学としての評価の指標も、今年に入り「競争」のみから「連携」も、とシ

フトしつつあります。これまでは、外部競争的資金調達の例に顕著なように、

主として「競争」により、研究大学の実力が測られてきました。しかし最近は、

国際的な連携のみならず、国内であっても、産官学官の連携、国（公）私立とい

った異なる法人形態の大学同士が連携することを促す動きが顕著となってい

ます。�

　知的財産権の扱いといった問題もあり、法人を跨いだ連携は非常に困難です。

しかし、そういった問題をいかに解決して、相互にメリットのある連携・提携を

実現できるかが、今後トップクラスの大学として生き残る上で重要になると

認識しています。�

　研究推進部としてもその重要性をふまえ、多くの時間を割いて体制づくりに

尽力しました。例えば、協定の契約書についても、この協定の趣旨に則って結

ぶ個別共同研究契約書の雛形を含んでいます。関心のある方は、下記連絡先

に問い合わせてください。また、若手研究者、博士課程の学生からの連携提案

を募って、検討のテーブルにのせていくことも視野に入れています。トップダ

ウン、ボトムアップ両方のルートを確保することが必要です。�

　また、事前評価・中間評価・成果確認等を通して、教員のプロジェクト運営を

支援し、対外的に成果を保障していくのも、連携協議会が担うべき役割でしょ

う。目的を共有した上でのリソースの配分も行っていきます。�

　今回の協定が具体的な実行段階に入っていけば、そういった経験も蓄積で

き、推進・実行体制も確固たるものになると考えています。�
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歴史の片隅に埋没した人物に注目し、�
異なる視点で近代史、法制史を検証�
�

－歴史の表舞台から外れた人物に�
　スポットを当てる�
　私の専門は、日本近代史と日本法制史です。近代日本の成り立ちを史

料に即して再検討しながら、一般的には見過ごされがちな、歴史の影に

埋もれた様々の人物や史実を明らかにしたいと考えています。�

　ご存知の通り、日本は明治維新を機に急速に近代化を果たしました。

その成り立ちは、主として、薩摩、長州出身の政府の中枢にいた人物と事

蹟を中心に語られます。しかし、こうした歴史の表舞台の影には、それ

を支えたり、反発したりした多くの人物が埋もれています。私が今もっ

とも興味を抱いているのは、副島種臣という人物。彼は私と同じ佐賀県

の出身ということもあり、スポットを当ててみたいと考えました。�

　副島は明治維新にも深くかかわり、外務卿として初めて清国に赴いて

その手腕を発揮しましたが、明治6年に政争に敗れて下野しました。そ

の後、侍講となりますが、政治に介入させないよう副島を排斥する画策

もありました。副島も身を引こうとしますが、結局、天皇の慰留によって

終生、宮中務めをしました。�

　副島の邸宅には、晩年に至るまで、その卓絶した人格を慕って、数多く

の人々が訪れました。�

�

－歴史も法も人が作り、人が動かすもの。�
　だからこそ人物にこだわる�
　私は現在、この副島種臣の全集を第3巻まで出しましたが、通巻では8

～９巻位になる予定です。副島の研究もまだまだ先は遠く、あと10年く

らいはかかるかもしれません。このように私が人物にこだわるのは、「歴

史も法律も人が作り、人が動かす」と考えているからです。�

　私は政治家になったことがありませんから、政治の機微というものを

なかなか理解できませんが、しかし残された史料を丹念に解読して、で

きるだけその人物、その考え方に近づくことは可能です。そしてその人

物の考えを会得できたとき、或いは実感できたとき、これは無上の醍醐

味ですね。�

　また副島の後輩であった江藤新平にも関心を持っており、江藤の御子

孫宅などに残されている史料を撮影して、丹念に読んでいます。江藤は

手明鑓という軽輩から、司法卿まで上り詰めた人物ですが、明治6年政変

で下野をし、明治7年、佐賀の乱で処刑されました。彼の波乱に富んだ生

涯を眺めていますと、いい人生勉強にもなります。�

�

－興味ある人物を丹念に調べて�
　歴史の諸相を明らかにしたい�
　もちろん歴史学においては、複数の人物の立場に立ってものを考える

ことが大切ですから、学部の講義では前期には明治政府の中枢にいた井

上毅を扱い、彼の目で明治国家形成の過程を検証していますが、後期には、

逆に自由民権運動に携わった中江兆民を取り上げ、兆民の立場になりき

って、批判的に明治国家を眺めています。�

　よく知られているように、明治22年発布の明治憲法については、井上

毅という人物がその起草に従事し、そして枢密院での説明を行ないまし

たが、実はそのシナリオを既に明治7、8年の時点で作り上げていました。

最近、私の研究室の院生がその史料を発見したのですが、政治家を動か

し、世論に働きかけ、10数年かけて自分のシナリオを実現するといった

離れ業を遂げたのです。自分の意思を貫くその情熱には、驚嘆せざるを

得ません。�

　政治的には反対の立場にあった兆民は、明治政府の要人を徹底して批

判したことで有名ですが、井上だけは真面目な人物、物をよく考える人

物だと褒めています。�

　このほかにも、江戸無血開城の下地を作った山岡鉄舟、副島と天津で

握手を交わした李鴻章、江藤の後に司法卿となった大木喬任など、研究

したい人物はたくさんいます。まだ十分明らかにされていない人物像と

史実とを求めて、これからも地道に忍耐強く研究を続けて行きたいと思

います。�

�

CLOSE-UP

�
�
社会科学総合学術院教授�
�島 善高さん�

社会科学総合学術院教授　島 善高さん�
　1976年、早稲田大学法学部卒業。82年に國學院大学大学院法学研究科博士課程を修
了後、名城大学助教授、早稲田大学社会科学部助教授を経て、同学部の教授に就任。専門は
日本近代史、日本法制史。「近代皇室制度の形成」（成文堂）、「元老院国憲按編纂史料」（国書
刊行会）、「副島種臣全集1～3」（慧文社）、「早稲田大学小史」（早稲田大学出版部）などの編
著書がある。�

�

�

　この「CAMPUS NOW」で2年以上もの間、コラム「早稲田今昔」

をご寄稿していただいた島 善高教授。早稲田にゆかりの深い人

物の研究を含め、専門の日本近代史、法制史のご研究について

お話を伺いました。�

副島を慰留する明治天皇の書翰（明治13年）�

江藤が着用していた束帯�

江藤が逮捕された時に持っていた拳銃�



加藤諦三　著�
『どうしても「許せない」人』�

ベストセラ－ズ　2008/01

ドリス・レッシング　著　大社淑子　訳�
『シカスタ－アルゴ座のカノ－プス』�

水声社　2008/01

小林英夫　ほか編�
『戦後アジアにおける日本人団体－引揚げから
企業進出まで』�

ゆまに書房　2008/02

宇野淳・早稲田大学ファイナンス研究科宇野研究室　編著�
『価格はなぜ動くのか―金融マーケットの謎を
解き明かす』�

日経ＢＰ出版センター　2008/02

尾島俊雄　著�
『都市環境学へ』�

鹿島出版会　2008/02

高橋真吾　ほか著�
『情報システム開発入門―システムライフサイ
クルの体験的学習』�

共立出版　2008/01

高橋真吾　著�
『システム学の基礎』�

培風館　2007/12

小松原明哲　ほか著�
『マネジメント人間工学』�

朝倉書店　2008/03

小林英夫　ほか編著�
『環境対応　進化する自動車技術』�

日刊工業新聞社　2008/02

上柳敏郎　ほか著�
『新・金融商品取引法ハンドブック－消費者の立
場からみた金商法・金販法と関連法の解説』�

日本評論社　2008/02

野口悠紀雄　著�
『戦後日本経済史』�

新潮社　2008/01

ロバ－ト・マイヤ－　著　内田和成　訳・解説�
『すごい「議論」力！－これが最強の「論理＆心理」
術！』�

三笠書房　2008/03

浦田秀次郎　ほか編�
『日中韓ＦＴＡ－その意義と課題』�

日本経済評論社　2008/02

原　剛　監修�
『地球温暖化の本当がわかる！世界の環境地図』�

青春出版社　2008/02

吉田　裕　ほか編著�
『これからの文学研究と思想の地平』�

右文書院　2007/07

江夏健一・長谷川信次　ほか編�
『国際ビジネス理論（シリ－ズ国際ビジネス）』�

中央経済社　2008/03

有馬哲夫　著　�
『原発・正力・ＣＩＡ－機密文書で読む昭和裏面史』�

新潮社　2008/02

豊永郁子　著　�
『新保守主義の作用－中曽根・ブレア・ブッシュ
と政治の変容』�

勁草書房　2008/01

三神弘子・岡室美奈子　ほか著�
『Ireland on Stage: Beckett and After』 �

Carysfort Pr　2007/10

石井康智　編著・早稲田大学人間総合研究センター　監修�
『現代に生きる養生学―その歴史・方法・実践の
手引き』�

コロナ社　2008/01

星山晋也　ほか著�
『目でみる仏像事典』�

東京美術　2008/01

楊達　著�
『楊達流　中国語聴解ドリル－イメ－ジトレ－ニ
ングで中国語“脳”力アップ！』�

アルク　2008/01

新着図書�※名誉教授と専任・客員教員、職員の最近の編著訳書を、所属別に紹介。連絡いただいたものと新刊情報から収録しています。�

新刊図書掲載情報の提供をお願いします。�
目次・奥付のコピーを下記宛にFAXもしくはE-mail［図書タイトル、出版社名、
発行日等］でお送りください。�
＊お問合わせ先 内線71‐2783

広報室 FAX ：71-4127　直通 FAX ：03-3202-9435�
E-Mail koho@list.waseda.jp宛先�
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湯汲英史　編著�
『特別支援教育のための「発達促進ドリル」（5～
10巻）』�

すずき出版　2007/11-2008/2

浜辺陽一郎　著�
『執行役員制度―導入のための理論と実務』�

東洋経済新報社　2008/03

甲斐克則　著�
『医事法』�

信山社出版　2008/01

西山　茂　著�
『入門　ビジネス・ファイナンス』�

東洋経済新報社　2008/02

CLOSE-UP

　2008年4月より、本学広告Webサイト「WASEDA.COM」と学内広報誌「月刊CAMPUS NOW」

をリニューアルします。�

�

　「月刊CAMPUS NOW」は本学の教育・研究および大学改革の現状を紹介し、先端的取り組み

や改革の方向性を教職員間において共有することを目的に発行してきましたが、4月からは本誌

の内容をさらに充実させるとともに、学生の保証人等より多くの本学関係者に送付することとい

たします。�

　新「CAMPUS NOW」は、これまで以上に豊富な情報とわかりやすい解説を掲載し、およそ20

ページの構成で年間5回の発行を予定しております。創刊号は本年4月末の発行予定です。�

�

　また現在、朝日新聞社Webサイト内で展開している「WASEDA.COM」は3月末をもって終了し、

4月からは読売新聞社Webサイト「YOMIURI ONLINE」に「WASEDA ONLINE（WOL）」を新設し

ます。国際的な情報発信を目指し、「WASEDA ONLINE」では日本語・英語の両言語でページを

展開します。本学独自の最新の教育・研究の成果を中心とした情報を、国内外に幅広く発信して

いきます。�

「CAMPUS NOW」リニューアルおよび「WASEDA.ONLINE」開設のお知らせ�
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　コール・フリューゲル、ＯＢのいらか会

合唱団、早稲田大学高等学院グリークラ

ブのメンバーらが集い、｢甍（いらか）｣特

別演奏会が開催されました。�

　10代から70代までの3世代に渡る男

性合唱団が、歌を通して創立125周年記

念をお祝いしました。校歌や応援歌を始め、

ゴスペラーズ作曲の新学生歌「早稲田の

詩（うた）」などが披露されております。�

�

創立125周年記念　「甍（いらか）」特別演奏会�
（12月22日　大隈講堂 大ホール）�

　本年は、リニューアルの祝福の意も込め、大隈講堂で開催されたコンサ

ート。招待者のみでの入場でしたが、観客席は満員となりました。演奏は、

ヴァイオリン、クラリネット2名、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、

ホルン各１名の9人編成でした。シュトラウスを始めとする華麗な演奏

が披露された後、アンコールでは、「美しき青きドナウ」、「ラデッキー行進

曲」に続き、校歌「都の西北」がワルツ風に演奏され、会場は大いに盛り上

がりました。�

創立125周年記念企画�
ウィーン・リング・アンサンブル�
ニューイヤーコンサート�
�

（1月１４日　大隈講堂）�

　理工学術院の笠原博徳教授（写

真左）らは、株式会社日立製作所、

株式会社ルネサス テクノロジと、

複数の中央演算処理装置（CPU）

コアを搭載したマルチコア型シ

ステムLSIの低消費電力化技術、

ならびにプログラムの処理の

高速化が可能な複数CPUコア

の同期技術を開発しました。

本技術を用いることで、今後ますます高性能化、高機能化の要求が高まる

情報家電機器を低電力かつ短期間で構築することが可能となりCool 

Earthの実現にも寄与します。なお、この研究成果は米国で開催された「国

際固体素子回路会議（ISSCC：International Solid-State Circuits Conference）」

にて発表されました。�

情報家電向けマルチコアLSIの�
低消費電力化技術を開発�
（1月28日　株式会社日立製作所）�

　2月13日の国際教養学部（写真）を皮切りに、およそ10日間にわたっ

て行われた学部一般入学試験も同月23日の文学部をもって終了しました。�

2008年度の学部入試の総

出願者数（センター利用入

試含む）は125,249名で、

受験生は西早稲田、戸山、お

よび大久保の各キャンパス

に足を運んでいました。�

�

2008年度入学試験�
（2月13日～2月23日）�

　これから派遣留学先に向かう早稲田の留学生の不安

を取り除こうと、国際的に活躍しているアメリカのイエー

ル大学男声アカペラグループ 「The Baker's Dozen」が

来学し、伝統のアカペラを披露してくれました。同グル

ープは1946年設立された伝統あるアカペラグループで、

国際会議場井深大記念ホールには、これから留学先に向

かう多くの派遣留学生が集まり、美しい歌声に耳を傾け

ていました。�

イエール大アカペラグループ、美声で魅了�
（1月11日　井深大記念ホール）�

　大学の改革に関わる提案を職員から募集する「Waseda Innovation 

Award 2007」の表彰式が行われました。2007年のキーワードは“Waseda 

Next 125中間報告書内容、教職協働、社会との連携”。投票による第一

次審査、プレゼンによる第二次審査の結果、次の5作品が受賞しました。

表彰式では白井克彦総長より、正賞の賞状と副賞賞金が授与されました。�
�
金　賞　「にちわせ！」�
　　　　メンバー：平野 真（政治経済学部）、石森 裕（戸山総合事務センター）、玉山 岳

史（学生部奨学課）�
銀　賞　「スキルマップ標準化プロジェクト チーム」�
　　　　メンバー：牧井 文伸（ＭＮＣ）、根本 進（一般職）（ＭＮＣ）、末松 大（ＭＮＣ）、大庭 

慎二（教務部情報企画課）、釘本 律（入学センター）、小林 亮介（戸山総合事務セ
ンター）、志熊 万希子（社会科学部合同事務所）�

銅　賞　「オーシャンパシフィックピース2007」�
　　　　メンバー：村松 知顕（総長室募金課）、藤本 仁（総長室創立125周年記念事業

募金局）、大久保 勝康（総長室創立１２５周年記念事業募金局）�
銅　賞　「戦略的情報収集チーム」�
　　　　メンバー：新穂 昭彦（教育学部）、三宮 圭司（戸山総合事務センター）、國分　

勝（戸山総合事務センター）、徳久 祐二（教育学部）�
銅　賞　「外部資金増加策検討チーム」�
　　　　メンバー：上野 佳輝（理工センター研究連携課）、渡邉 慎一郎（理工センター

業務開発・入試課）、芦澤 征児（理工センター研究連携課）、田中 勝（理工センタ
ー研究連携課）、柴田 康太郎（理工センター研究連携課）�

「Waseda Innovation Award 2007」表彰式�
（12月27日　大隈記念タワー地下１階多目的講義室）�

金賞「にちわせ！」�
左から玉山岳史（学生部奨学課）、
白井克彦総長、平野真（政治経済学部）�
（石森裕（戸山総合事務センター）は
都合により欠席）�


