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研究の早稲田から

「産学官連携」
早稲田発！産学官連携「本庄スマートエネルギータウンプロジェクト」

「早稲田の技術・研究を生かした次世代の街づくり」
大学の知を社会へ還元

「イノベーションの創出を支援する産学官研究推進センター」
理事インタビュー

「産学官民が総力を結集し、社会の課題を解決していく」

18第二世紀へのメッセージ
ボストン コンサルティング グループ

20教室の窓から
社会科学総合学術院教授

秋池玲子

上沼正明

22キャリアの羅針盤
三井物産株式会社 太田友典

―「Waseda Vision 150」の策定にあたって―

世界へ貢献する大学で
あり続けるために
鎌田 薫

総長

本学では、
創立150周年を見据えた大学の中長期計画「Waseda Vision 150」の策定を
進めていますが、
その背景や趣旨について鎌田総長からメッセージをいただきました。

現在の日本は、
少子高齢化の急速な進行
や長引く政治・経済の停滞といった極めて

日本の大学であることを超えたグローバル

学生定員や入学者選抜方法を見直すことも

ユニバーシティの構築を目指してきました。

必要になります。
場合によっては、
教育システ

厳しい状況に置かれています。それに加え

「Waseda Vision 150」
においても、
引き続き

ムの抜本的な改編が必要になるかもしれま

て、
東日本大震災と原発事故、
その後に引き

「Waseda Next 125」の実行計画を推進す

せんし、
学費収入に多くを依存する財務構

続いた国内外における集中豪雨は、
甚大な

るとともに、新規の戦略を付け加えた13の

造の改善も避けられないように思われます。

被害をもたらしただけでなく、
科学技術や

核心戦略と、
それらを実現するための基本

社会システムのあり方、
研究者の役割、
さら

方針などを提案しています。

こうした改革は、全学が一丸となって推
進する必要があります。今般、現時点にお

には私たちの生き方そのものについて深刻

このVisionを具体化するにはさまざまな

ける理事会の基本的考え方をまとめました

な反省を迫ると同時に、
環境・エネルギー問

改革を進める必要があります。
「学問の独

が、
今後はおおむね1年をかけて、
大学本部

題など地球規模で解決されるべき問題が

立」
「学問の活用」
「模範国民の造就」とい

や各学術院などがそれぞれのアクションプ

想像以上に深刻な段階に達していることな

う建学の理念が、
今後とも本学の教育・研

ランを策定するとともに、
理事会としても多

どを痛感させました。

究活動の原点であり続けることは当然であ

様な意見を拝聴しながら、
より具体的な内

こうした困難な状況だからこそ、
新しい社

りますが、
例えば、
少子高齢化が急速に進

容を検討し、
「Waseda Vision 150」の全体

会のあり方を追究し、
次代を担う優れた人

む中で、
教育・研究の質を高めながら、
早稲

をまとめあげ、
その実行に邁進できる体制

材を育成することが、
今まで以上に重要に

田の誇る多様性を維持しようとするならば、

の整備をして参ります。

なるのであり、
長年にわたり真理を探求し

「Waseda Vision 150」の中心イメージ

続けてきた大学が、
次の時代を切り拓くた
めにいっそう先導的な役割を果たしていか

早稲田のVision

なければなりません。

◦世界に貢献する高い志を持った学生

私たち理事会は、
大学に課せられたこの

◦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

責務を強く自覚し、
最高で最新の教育・研

◦グローバルリーダーとして歓びを持って汗を流す卒業生

究の実現と、
進取の精神と豊かな人間性に
あふれた人材の育成とを通じて、
わが国と

早稲田のVisionを実現するための核心戦略

国際社会にさらなる貢献を果たしていくと
いう決意を新たにするとともに、
ますます厳
しくなるであろう経済情勢などにも適切に
対応し得る安定した財政基盤・運営体制を
構築しなければならないと考えています。
そこで私たちは、
本学が創立150周年を
迎える2032年頃の早稲田大学では「世界
に貢献する高い志を持った学生」が集い、

◦進化する大学の仕組みの創設

◦新たなアカデミック・コミュニティの形成
◦独創的研究の推進と

◦入試制度の抜本的改革

国際発信力の強化

◦教育内容の公開と多言語化
◦対話型、問題発見・解決型教育への移行
◦大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進
◦グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築
◦世界の早稲田人としての誇りを醸成

◦世界へ展開する教育・研究と社会貢献
◦新たな教育・研究分野への挑戦
◦教職員の役割と評価の明確化
◦財務体質の強化

「世界の平和と人類の幸福の実現に貢献す
る研究」
が行われ、
「グローバルリーダーとし

核心戦略実現のための基本方針

て歓びを持って汗を流す卒業生」が多様な
分野で活躍し、
大学と緊密な協力関係を築
いているという姿（Vision）を想い描き、
そ
れを実現するには、
いま何をなすべきで、
何

学生関係

ディプロマ・
ポリシー

カリキュラム・
ポリシー

アドミッション・
ポリシー

リサーチ・ポリシー

ファカルティ・
ディベロップメント・
ポリシー

教員採用ポリシー

職員採用ポリシー

スタッフ・
ディベロップメント・
ポリシー

情報公開・発信
ポリシー

学生支援ポリシー

Waseda Vision 150
をなし得るかを明らかにするため、
「Waseda

教員関係

Vision 150」
を策定することといたしました。

もともと本学では、
2007年の創立125周年

を契機に「Waseda Next 125」を策定し、
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大学運営関係

大学運営ポリシー

e w s
大

学

の

今

を

知

る

R e p o r t

U 大学全般

P 受賞
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A 学内活動

P 文学学術院の2教授が伝統ある賞を受賞
長年の研究・貢献に栄誉

PRIZE

を記念するもので、氏の手稿や収集図

しんむら いずる

上野和昭教授に新村出賞

書・資料の整理保存および公開などを

上野和昭文学学 術院教授が、著書

担う新村出記念財団が、国語学（日本

『平曲譜本による近世京都アクセント

語学）や言語学に多大な貢献をした研

の史的研究』
（早稲田大学出版部）で

究者や団体に対して1982年から授賞し

今年度の新村出賞を受賞し、11月23日

ています。本学では過去に、秋永一枝

に京都市内で授賞式が行われました。

名誉教授も受賞しました。

同賞は、日本の言語学の草分けであ

上野教授は「これを励みとして、
さら

り『広辞苑』の編著者、文化勲章受章

なる研究に取り組む所存です」とコメン

者としても知られる故新村出氏の功績

トを寄せました。

上野教授（左）と新村博士の写真をもつ堀井令以
知・新村財団理事長

イン語訳・日本語訳の訳者に贈呈され

大髙保二郎教授に会田由翻訳賞

る歴史ある賞です。大髙教授の翻訳で

長年のスペイン美術史研究と一般へ

は、画家ゴヤの書簡・文書を集めた注

の紹介、後進の育成が評価され、大髙

釈書『ゴヤの手紙』
（岩波書店）が 代

保二郎文学学術院教授に会田由翻訳

表的です。
11月29日に財団ホールで行われた授

賞が贈られました。
同賞は、財団法人日本スペイン協会

賞式で、同教授は「若い人たちがこの

が、
「ドン・キホーテ」の日本 初の完訳

ような授賞もあることを励みに、さらに

者であり、日本のスペイン文化研究の

研究・翻訳に頑張ってほしい」と挨拶し

先鞭をつけた故・会田由氏を記念して

ました。

大髙教授（左）と鼓直日本スペイン協会理事長

1975年に創設したもので、優れたスペ

U エクステンションセンターが創立30周年
生涯学習を担う決意を新たに

UNIVERSITY

9月24日、
約1,500の公開講座を擁する

稲田講義録』の刊行や各地での「巡回

の祝辞の後、
センター八丁堀校のある中

「早稲田大学オープンカレッジ」を展開

講話」の開催などを通じて生涯学習の

央区の矢田美英区長から大学への期待

するエクステンションセンターの創立30

推進に取り組んだ歴史を紹介し、
セン

が語られました。

周年・八丁堀校開設10周年記念式典が

ターは今後も学ぶ側の目線に立ち、
「自

その 後、
30周年を記 念して、同セン

催されました。冒頭、加藤哲夫所長は、

らデザインし、
自ら学ぶ」人たちを応援し

ター講座150単位以上の取得者を対象

本学が創立当初より校外生向けの『早

ていきたいとの決意を表明。鎌田総長

として継続的な学習を応援するために
設けられた「オープンカレッジ紺碧賞」
の授賞式が行われ、
受賞者203名の名
前が読み上げられるなか、
代表2名に総
長が表彰状を授与。早稲田大学交響楽
団の記念演奏に続き、
元所長である加
藤諦三名誉教授による記念講演「逆境
に強いパーソナリティー」で式典は幕を

挨拶する加藤哲夫所長

当日は多くの受講生が参列

閉じました。
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U 早稲田キャンパスに杉原千畝レリーフを設置
「日本のシンドラー」としての功績を顕彰

UNIVERSITY

日本のシンドラーと称される故杉原

バーが中心となり設立した「杉原千畝

千畝氏の没後25周年を記念して、
同氏

顕彰会」の方々、
杉原家ご親族、
杉原氏

のレリーフが早稲田キャンパスの11号

ビザ発給者、
イスラエルの民間防衛大臣

館と14号 館の間に設 置され、
10月24日

のほか、
イスラエル、
ポーランド、
リトアニ

除幕式の様子

には鎌田薫総長や、
国会稲門会のメン

アの大使館関係者などが出席し、
除幕

民たちに外務省からの訓命に反して、

式を行いました。

大量のビザ（通過査証）を発給し、
およ

寄贈されたレリーフ

1919年に早稲田大学高等師範部第

そ6,000名にのぼる避難民を救ったこと

一部英語科予科を留学のため中退、
外

で知られています。このたび設置したレ

交官として第二次世界大戦の際リトアニ

リーフは「杉原千畝顕彰会」から寄贈い

アのカウナス領事館に赴任していた杉

ただいたもので、
「外交官としてではなく

原氏は、
ナチス・ドイツの迫害によりポー

人間として当然の正しい決断をした」と

ランドなど欧州各地から逃れてきた難

いう杉原氏の言葉が刻まれています。

U 世界銀行発行の債券「グリーンボンド」を購入
資金運用を通じて地球温暖化対策に貢献

UNIVERSITY

本学はこのたび、
世界銀行発行の「グ

めに、
世界銀行が発行している債券です。

リーンボンド（グリーン世銀債）
」を購入し

本学は、
私立大学としてはいち早く環

ました。グリーンボンドは、
地球温暖化の

境保全活動に取り組んできており、
資金

要因を取り除いたり、
地球温暖化に起因

運用においても債券投資を通じて地球温

する諸問題に対処することを目的に開発

暖化対策に貢献できることから、
今回の

途上国で実施される事業を支援するた

購入を決定したものです。
10月25日には同銀行の有馬良行財務

感謝状を受け取る大塚常任理事（左）と有馬代表

発 行 体

世界銀行（国際復興開発銀行）

起債通貨

オーストラリアドル

局駐日代表が来校し、
本学のグリーンボ
ンド購入に対する感謝状を大塚宗春常

球規模の課題に対するさまざまな取り組

任理事に贈呈。有馬氏との懇談の中で大

みを推進し、
グローバル社会に生きる人

塚理事は「本学の資金を国際的な温暖

材を養成したい」と語りました。

購入額面

1,000万オーストラリアドル

受

渡

2011年10月6日

償

還

2021年10月6日

化対策に活用できてうれしい。今後も、
地

U 芸術学校が創立100周年の佳節
21世紀の国際的AAスクールへ

UNIVERSITY

早稲田大学芸術学校（校長：赤坂喜

真のプロフェッショナルを育成する国際

顕同校教授）が創立100周年を迎え、
11

的AAス ク ー ル（Art & Architecture

月4日に記念祝賀会が開催されました。

School）を目指しています。
10月には明治

機械・電気・建築・採鉱冶金の4科で

通り沿いに新たな建築スタジオを竣工

1911年に創立された早稲田工手学校

し、
ガラス張りのファサードに学生の優

AAスクールへの抱負を語る赤坂校長

以来、時代の変化に合わせた幾多の変

秀作品を展示するなど、
制作と発信の場

名が出席。赤坂校長、
鎌田総長の挨拶

遷を経て、
2001年に芸術学校と校名を

を広げています。

に続いて、
乾杯、
来賓祝辞など、
これまで

変更。現在は、建築・建築都市設計の
2学 科 体制で、著名建築 家を講師に、
4

記念祝賀会には在校生・卒業生を中
心に多くの来賓、
学内関係者など約160

の歴史を振り返り、
未来を共に見据える
貴重な機会となりました。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

U「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式を実施
『2011年の日本』を象徴する報道作品を顕彰

UNIVERSITY

第11回「石橋湛山記念早稲田ジャー

じめ、メディア関係者や同賞記念講座

なお、
この日、
今年度の記念講座の内

ナリズム大賞」の受賞者が決定し（右

「報道が社会を変える」の受講生など約

容をまとめた『
「対話」のジャーナリスト』

表）
、
11月10日、贈呈式が行われました。

130名が出席しました。

鎌田総長から、挨拶に続いて各受賞者
に賞状と記念メダル、賞金を贈り、その
成果を称えました。
佐 野 眞一 選 考委員からは「3.11か

部門・賞
公共奉仕部門
大賞

（早稲田大学出版部）が刊行されました。
受賞作品・受賞者

ETV特集「ネットワークで作る放射能汚染地図〜福島原発事故から2か月〜」
同取材班 増田秀樹氏（日本放送協会制作局文化･福祉番組部 チーフ・プロデューサー）
「大阪地検特捜部の主任検事による押収資料改ざん事件」の特報および関連報道
朝日新聞 板橋洋佳氏（大阪本社社会部・東京本社社会部改ざん事件取材班）

ら日本のメディアは大 本営発 表のよ

草の根民主主義
部門 大賞

報道特別番組「英霊か犬死か〜沖縄靖国裁判の行方〜」
琉球朝日放送 三上智恵氏（報道制作局報道制作部 ディレクター）

うだったが、今 回の 受 賞作は日本 の

文化貢献部門
奨励賞

ドキュメンタリー映画「ミツバチの羽音と地球の回転」
映画監督 鎌仲ひとみ氏

ジャーナリズムがまだ死んでいないこ
とを見事に証明してくれました。後世
に長く刻まれるであろう『2011年の日
本』を表わすふさわしい4作品だと思い
ます」との講評があり、受賞者からも作
品や仕事に対する熱い思いが述べられ
ました。贈呈式には、受賞者とともに取
材・報道に尽力した取材班の方々をは

増田秀樹氏

板橋洋佳氏

三上智恵氏

鎌仲ひとみ氏

U 野田秀樹・円城塔の2氏に「早稲田大学坪内逍遙大賞」
文芸・芸術分野での貢献を顕彰

UNIVERSITY

本学文学科創設の中核であり、
日本

芸・芸術などの幅広い分野で貢献した

拶。野田氏は「この歳になってやっと、
西

初の近代小説論『小説神髄』や『シェー

人物・団体を顕彰する「早稲田大学坪

洋の演劇の仲間たちと語り、
物を作るこ

クスピヤ全集』全40巻の翻訳で知られ

内逍遙大賞」の授賞式が11月16日に行

とに向き合えるようになり、
そのような時

る坪内逍遙博士の業績を記念して、
文

われ、
大賞の野田秀樹氏と奨励賞の円

に坪内逍遥という名の賞をいただき、
あ

城塔氏が受賞の喜びを語りました。会

りがたく思っています」と述べ、
円城氏は

場には招待客ら約200名が集まり、
二人

「おかしなことをやり続けているとみな

の受賞を盛大に祝いました。
授賞式では、
鎌田総長からの表彰状、
挨拶をする野田秀樹氏

円城搭氏

記念メダル授与に続き、
受賞者2名が挨

されることの多い私としては、
『もっと派
手にやってみろ』と背中を押していただ
きました」と喜びを表現しました。

R 理工に「サイエンスギャラリー」がオープン

RESEARCH
&
EDUCATION

研究成果の発信で、産学連携・人材交流の場に

理工学術院の研究成果の活用を図り、
産学連携の創出と人材交流の活発化を

ベント情報などをパネルやモニター、
実物
展示などで紹介しています（写真）
。

目的として、
西早稲田キャンパス55号館に

今後は、
同研究所のプロジェクト研究

「サイエンスギャラリー」がオープンしまし

の紹介や企画展示なども予定。研究成

た。理工学術院総合研究所の内容や、
理

果の発信→産学連携・人材交流の活性

パイラルアップと社会貢献を企図して、
充

工学術院の教員・研究員の研究成果、
イ

化→研究・教育のさらなる発展というス

実した産学連携紹介の場を目指します。
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R 平成23年度事業に本学から2プログラムが採択

RESEARCH
&
EDUCATION

文部科学省「大学の世界展開力強化事業」

文部 科学 省の平成23年度「大学の

ことにより、
日本の大学の世界展開力

れ、
日本人学 生と日中韓・米 国などの

世界展開力強化事業」に、
本学から2つ

を強化し、
グローバルな社会で活躍で

外国人学生との協働教育による交流

のプログラムが採択されました（下表）
。

きる人材を育成するため、
国際的な枠

を行う事 業に対して、重 点 的に財 政

同事 業は、
アジアおよび米国などと

組みでの高等 教育の質の保証を図り

支 援することを目的とする事 業です。

の高等教育ネットワークの構築を図る

ながら、外 国人学 生の戦 略 的受け入

タイプA
タイプB
「キャンパス・アジア」中核拠点形成支援 「米国大学等との協働教育の創成支援」
タイプA-Ⅱ
タイプB-Ⅰ
構想名

アジア地域統合のための
東アジア大学院
（EAUI）拠点形成構想

早稲田大学グローバル・リーダーシップ・
プログラム

本学はこれまでも、
北京大学・コロン
ビア大学をはじめとする世界各地の大
学とのダブルディグリーや、
ハーバード
大学・イェール大学、
シンガポール国立
大学など8大学の学 生と協 働で 学 ぶ
グローバル・オナーズ・カレッジなどの

主管部署 大学院アジア太平洋研究科

留学センター

北京大学（中国）、高麗大学（韓国）、
相手大学 タマサート大学（タイ）、
ナンヤン工科大学（シンガポール）

コロンビア大学、ジョージタウン大学、
ペンシルべニア大学、
カリフォルニア大学バークレー校、
ワシントン大学（すべて米国）

教育プログラムを実施してきましたが、
今回の採 択を受け、
さらなる国際ネッ
トワークを展開していくこととなります。

R 日中間の産学連携活動として「電気自動車交流検討会」を共催

RESEARCH
&
EDUCATION

中国国際工業博覧会にも参加

が電気自動車の最新研究や日中両国の

11月4日、
産学官研究推進センターは

するため、
同効率センターおよび浦東新

中国・浦東エネルギー効率センターとの

区外商投資企業協会とともに上海環球

動向などについて講演。関係者約100名

協定の一環として産学連携活動を推進

金融センターで「電気自動車交流検討

が来場し、熱気あふれる議論が交わさ

会」を開催。大聖泰弘理

電気自動車交流検討会の様子

講演する大聖泰弘環境・
エネルギー研究科教授

れました。

工学術院教授、
廣田壽男

また、
同1日〜 5日の「2011中国国際工

環境総合研究センター客

業 博覧会」に出展し、
1,500社・50大学

員教授のほか、
張剣波清

以上が参加するなか、
中国教育部科技

華大学教授、
渡部陽日中

発展中心より特別参展賞を授与されま

自動車交流協会理事長

した。

R 教育・総合科学学術院が留学生交流支援プログラムを開催

RESEARCH
&
EDUCATION

海外大学との交流を深めた6日間

ロンドン大、
高麗大より来日した28名

体をふりかえって「海外留学への意欲

学 生 交 流 支 援 制度（ショートステイ、

の学生と本学学生は、
キャンパスツアー

がさらに高まった」という声も多く、
貴重

ショートビジット）
」で本学34件の採択プ

や歓迎パーティーで交流を深めた後、
自

な交流の場となりました。

ログラムの一つを運営する教育・総合科

身の専攻からテーマをそれぞれ設定し

学学術院で、
ロンドン大学教育研究所、

知識をシェアする「ラウンドテーブル」に

高麗大学との交流プログラムが11月7日

出席。プレゼンテーションから質疑応答

から6日間開催されました。同プログラム

まで積極的に英語で意見を交換。高麗

は、
参加校の大学院生（一部は学部学

大の参加学生は「プレゼンのテーマか

日本学生支援機構による本年度「留

6

生）が現地に滞在し、
教育という領域に

ら背景にある文化の違いまで積極的に

おいても、
進むグローバル化にどのよう

質問をうけ、
有意義な意見交換ができ

に対応するかを学習するものです。

た」と感想を述べました。プログラム全

ソーシャルメディアについてプレゼンをする高麗大
学の学生

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

A 多くの参加者が創立記念日イベントを楽しみました
学生・校友から一般の人まで

ACTIVITY

10月21日、
本学は129年目の創立記念

しみました。また、
応援部のアニバーサ

日を迎えました。今年は授業日で学生

リーステージでは、
約300名の参加者が

が登校することもあり、
大学内で多数の

東日本大震災の被災者への思いをこめ

記念イベントが行われました。

て「早稲田大学校歌」
「早稲田の栄光」

学生会館アトリウムでは「わたしの好
きな早稲田」
「早稲田キャンパス風景」

早稲田の
風景を楽しむ
写真展

を歌い、
エールを送りました。
そのほかにも、
大隈重信、
震災復興支

をテーマに募集した53点の学生作品の

援、
産学連携などに関する講演会やシ

写真展が開催され、
一般を含む多くの

ンポジウムなども行われ、
創立記念日を

来場者がさまざまな早稲田の風景を楽

盛大に祝う1日となりました。

熱いエールを送る応援部

A「第46回ホームカミングデー」「2011稲門祭」に校友が集う
思い出の母校で楽しむ1日

ACTIVITY

約1万名の校友とその家族をキャンパ

るさと早稲田の杜へお帰りなさい」の言

場でのセレモニーで開幕。キャンパスや

スに迎えた10月16日、
午前中のホームカ

葉で始まり、逝去校友や東日本大震災

大隈庭園に立ち並ぶテントでは各支部

ミングデー記念式典は、
司会の「心のふ

の犠牲者への黙祷が捧げられました。

稲門会出品の特産品や大学グッズなど

鎌田総長は挨拶で、
大学の復興支援

が販売され、
音楽、
映画、
講演会等々の

オープニングセレモニーでの校歌斉唱

の取り組みや「Waseda Vision 150」策

盛りだくさんの催しに、
参加者は母校で

定状況の報告、
今後への抱負を語り、
日

の秋の1日を満喫していました。

本サッカー協会顧問の釜本邦茂氏（67

なお、
当日の記念品販売の収益金は

年商）の代表挨拶に続く校歌斉唱で式

全額「稲門祭奨学金」として大学に寄

典は終了しました。

付され被災学生を含む学生支援に活

午後からの稲門祭は、
大隈講堂前広

用されます。

A 各種イベントが盛大に開催されました
文化の秋―早稲田文化を堪能しよう

ACTIVITY

早稲田文化芸術週間2011

早稲田祭2011

早稲田文化をより効果的に社会に発

続く11月5日・6日の「早稲田祭」
のテー

信する「早稲田文化芸術週間」が10月

マは「あなたが変わる、あなたが変え

17日から11月3日に実施されました。

る」
。
400を超える企画に、
推定で延べ約

迫力の男子チア「SHOCKERS」

16万名が訪れました。

早大生のエネル

オーケストラの演奏や「西条八十生
誕120周年記念演奏会」
、
映画上映と監

現在の運営体制となって10周年の記

ギーあふれる2日
間でした。

督のトークなどの芸術イベントのほか、

念イベントや、
絵画・写真をはじめジャンル

日独交流150年記念のフォーラム・展示、

不問の“Art Museum”
、
伝統芸能ライブ

なお、
同時開

などの本部企画から、
学生サークル・団体

催の「第58回理

メンによるワークライフバランス講座」

が各々の活動成果を披露する企画や模

工展」や10月の「所沢キャンパス祭」も、

等々、
大学ならではの多様な催しは、
多

擬店まで。震災復興支援チャリティや、
ご

学生の力がいかんなく発揮された充実し

みの9分別による環境対策も実施され、

た学園祭となりました。

「都市と絵画」に関する講演会や「イク

くの来場者で賑わいました。

アカペラで奏でるハーモニー
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A 校内ギャラリー開設中
工事中のキャンパスを彩る

ACTIVITY

校舎の建替工事中の早稲田・戸山両

工事フェンスに額縁が設置され、
「キャ

キャンパスで、
校内を彩るギャラリーが

ンパスを歩くのが楽しくなるギャラリー」

開設されています。早稲田キャンパス3号

をテーマに学生・教職員から募集した

館周辺の工事フェンスでは、
日本芸術院

作品の展示スペースとして活用していま

会員でもある藪野健理工学術院教授の

す（同下）
。キャンパスを明るくしようとい

スケッチをデジタル化して印刷したグラ

う試みでスタートした「戸山ギャラリー」
。

フィックシートを掲示（写真上）
。色鮮や

写真・絵画・ポスターなど個性あふれる

かな風景画やイラストで、
現在だけでな

多くの作品を楽しむことができます。
どちらのキャンパスも、
白い工事用フェ

くかつての大学の様子や校舎を知るこ

ンスが展覧会の場となり、
通行する人の

とができます。
また戸山キャンパスでは、
スロープの

目を楽しませています。

かつての校舎やキャンパスマップも

■ お知らせ
経済学研究科「経済ジャーナリズム・プログラム」の開始について
大学院経済学研究科は2012年4月より、
修士課程経済学コー

プログラムへの応募を希望する場合は、
同研究科の修士課程

スに在学する学生を対象として、
経済ジャーナリズム・プログラム

入学試験に出願・合格のうえ、
入学を許可されることが必要です

を開始します。同プログラムは、
現実の経済問題に関心をもつと

詳細はこちら
▶http://www.waseda-pse.jp/gse/2011/11/20124-4.html

同時に経済学的な考え方を身につけた人材を輩出することを目
的として設置されました。

2011年度卒業式・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
公共経営研究科

法学部
法務研究科

政治学研究科

経済学研究科

法学研究科

12：00

第一文学部
文学研究科

第二文学部
社会科学研究科

文化構想学部

文学部

社会科学部

14：40

教育学部
会計研究科

商学部
教職研究科

商学研究科

教育学研究科

ファイナンス研究科

第4回

10：00

人間科学部（通信教育課程含む）
スポーツ科学研究科
アジア太平洋研究科

スポーツ科学部
日本語教育研究科

国際教養学部

人間科学研究科

第5回

13：30 川口芸術学校

理工学部

創造理工学部
基幹理工学研究科
環境・エネルギー研究科

先進理工学部
創造理工学研究科

芸術学校
先進理工学研究科

第1回

9：20

第2回
第3回

3月26日㈪

国際情報通信研究科

基幹理工学部
理工学研究科
情報生産システム研究科※

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.高等学院卒業式

3月20日㈷ 13：00

大隈講堂

3.本庄高等学院卒業式

3月 9日㈮ 12：30

本庄市民文化会館

箇所長の嘱任について（2012年1月1日付）
役職名
イスラーム地域研究機構・機構長
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嘱任者氏名
桜井

啓子

任期
2012 年 1 月 1 日〜 2012 年 9 月 20 日

東日本大震災関連のニュース
専門分野を超え、早稲田大学の「知」を糾合
『ブックレット〈｢震災後｣ に考える〉』シリーズの刊行を開始
本学では、震災直後から多くの教員が

助に資するため、本学教員を中心とした

現地入りして各種調査や支援活動を開

執筆陣による『早稲田大学ブックレット

始。5月には「東日本大震災復興 研究拠

〈｢震災後｣に考える〉』を刊行。11月28日、

点」を設立して、中長期のプロジェクトに

第1回配本の3冊（写真）が書店の店頭に

よる研究・支援活動を進めています。

並びました。今後も順次刊行されますの

そしてこのたび、これらのさまざまな研
究・支援プロジェクトを通じて得た知見・
思索・活動を広く社会に提供し、その一

で、ぜひご愛読ください。
左から、
「災害時にこそ問われる学級経営力」
「災害に
強い電力ネットワーク」「東日本大震災とコンビニ」

被災した 2012 年度早稲田大学入学志願者を対象に
入学検定料免除、入学金・学費等減免などを実施
本学では、入学を希望する受験生が震

従来、
災害時の学費減免は災害発生か

災などの影響により受験を断念すること

ら1年以内の入学者を対象にしていました

がないよう、入学検定料免除、入学金・学

が、東日本大震災についてはその甚大な

費などの減免や入試出願前に採用の決ま

影響を鑑み、被災した2012年度入学者

る給付型奨学金など、さまざまな支援策

についても対象とすることとなりました。

を用意しています。

また入学検定料については、合否に関わ

らず受験するすべての学部・研究科など
について免除とします。
詳細はこちら
▶http://www.waseda.jp/jp/
news11/111116_support.html

産学連携の成果
ア ワ ー ド
デ ミ
液状化防止にも有効な地盤改良工法「AWARD-Demi」を開発
理 工学 術 院の赤 木 寛一教 授の研究

に、施工時の加水量を低減できるため余

室 が、戸 田 建 設、前 田 建 設 工 業、ハザ

剰汚泥の発生を抑制でき、また従来の施

マ、太洋基礎工業、マグマの各社と共同

工機械で対応できるなど、環境配慮型の

で、気泡掘削による深 層地 盤改 良工法

コストパフォーマンスに優れた工法でも

ア ワ ー ド

デ

ミ

「AWARD-Demi」を開発しました。
同工法は、各種基礎地盤に適用でき、

あります。東日本大震災以降、液状化対
策などの重要性が増すなか、10月13日の

アワードデミ記者説明会（マイクを持つのが赤木教授）

地盤の安定性確保、沈下量低減および

記者説明会を受けて多くの新聞などで紹

の国内特許出願および4件の外国特許

側方流動防止などの効果があり、地震時

介されました。

出願を行い、技術移転による実用化を進

の液状化防止や近接施工の防護対策な

なお、同工法に関連して、本学産学官

ど多様な用途が想定されています。さら

研究推進センターが各社と共同して9件

めています。
※P14特集でも取り上げています。

復興への願いを込めて
「第 1 回早稲田駅伝 in 国立競技場」1,700 名が疾走
12月3日、
「がんばろう日本！震災復 興

会は、参加者同士に親睦を深めてもらう

学生や校友、教職員などの大学関 係 者

チャリティイベント第1回早稲田駅伝in国

とともに、東日本大震災の一日も早い復

を中心に、一 般のマラソン 仲間や親子

立競技場」が開かれました。この駅伝大

興を願う気持ちを一つにしようと、
本学職

連れなど、出場者1,700名と観戦者の計

員による「Hello! WASEDAプロジェクト」

3,000名が国立競技場に集結。駅伝の部

が発案し、企業や学生・校友など多くの皆

には、昨冬の箱根駅伝優勝に貢献した校

さんの協力で実現したものです。いただい

友の猪俣英希氏や北爪貴志氏たち競走

た参加費の一部は平山郁夫記念ボラン

部OBチームが出場したほか、同じく校友

ティアセンター（WAVOC）の復興支援活

で前宮崎県知事、
そしてマラソンランナー

動費などに充てることになっています。

でもある東国原英夫氏もゲスト参加し、

スタートを待つ参加者たち

大会当日は、あいにくの雨でしたが、在

大会を盛り上げました。
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整備イメージ図

本庄早稲田駅南口広場（上）
・
北口広場（下）イメージ

本庄市

埼玉県
中央 通りから早 稲田
リサーチパークを望む
イメージ

東京都

Special Report

研究の早稲田から

産学官連携

本 学では、
「Waseda Next 125」に
「研究の早稲田」の飛躍を掲げ、全学
的な研究体制を構築し、多様な研究
活動を推進しています。特に「産学官
連携」による研究は、大学の知を社会
に還元する意味でも重要です。
最新の連携事例をはじめ、産学官研
究推進センターの役割、
早稲田大学の
目指すべき姿などについて探ります。

早稲田発！ 産学官連携「本庄スマートエネルギータウンプロジェクト」

早稲田の技術・研究を生かした
次世代の街づくり

現在本学で取り組んでいる産学官連携プロジェクトの中から、
「本庄スマートエネルギータウンプロジェクト」を取り上げ、
大学と自治体、それぞれの立場からの声を紹介します。
2011年5月、
本学と財団法人本庄国際リサーチパーク研究推進機

間に再生が可能なエネルギー）を有効活用し、
交通システム、
ライフ

構は、
「本庄スマートエネルギータウンプロジェクト」を発足しました。

スタイルを総合的に組み合わせることでエネルギー効率を高め、
気

本学本庄キャンパスのある埼玉県本庄市の上越新幹線本庄早稲田

候変動対応型の次世代モデル都市を構築します。現在、
本学教員

駅周辺の土地区画整備地域において、
企業や自治体と連携し、
早

が中心となり、
「バイオマスエネルギー」
「クラスター拡張型スマート

稲田の技術・研究を生かした次世代の街づくりを行っています。

グリッド」
「次世代モビリティ・交通システム」
「次世代商業施設／

本庄市は全国有数の高温地帯かつ豊富な自然に囲まれた地域

次世代スマートハウス」などの研究を進めています。これらの技術

です。同プロジェクトでは、
こうした再生可能エネルギー（太陽光、

開発を事業化することで新産業の創出を図り、取り組みの成果を

太陽熱、
風力、
地熱、
バイオマス、
水素エネルギーなど、
比較的短期

周辺地域や全国の地方都市、
海外に向けて発信していく予定です。
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Academic
view

大学の視点

研究テーマについて、ワーキンググループごとに紹介します。

バイオマスエネルギー

周辺地域との連携を図り
バイオマスエネルギーを活用した街づくりを展開
本庄市が立地する埼玉県北部は、農業

宅や商業施設が整備される計画で、
各施設

（重油・灯油代替の液体燃料）を組み合わ

や畜産業が盛んであり、
未利用の農業系・

から排出される食品廃棄物も貴重なエネル

せて供給する技術開発および実証事業で

畜産系の廃棄物が存在します。さらに、秩

ギー源となります。食品廃棄物などをエリア

あり（図参照）
、
平成23年度環境省地球温

父市を中心に、
周辺地域は木質バイオマス

内で一括して、
収集・回収する仕組みを構築

暖化対策技術開発事業に採択されていま

の賦 存量が豊富です。本プロジェクトでは、

することも計画しています。

す。秩父市およびその周辺地域で生産され

ふぞん

周辺地域との有機的な連携を図りながら、
バイオマスエネルギーを積極的に活用した
街づくりを展開していく予定です。
本庄スマートエネルギータウン内には住

現在私は、埼玉県における再生可能エ

た製材を本庄スマートエネルギータウン内

ネルギーの普及戦略に関する政策立案に

で整備される住宅などの建築物に利用す

埼玉県環境エネルギー統括参与として携

るとともに、
木質バイオマスのエネルギーを

わっています。バイオマス関連のプロジェク

本庄周辺地域でも積極的に活用するという

未利用木質バイオマスの高効率エネルギー利用システム
湿式電気集じん機

生成ガス

重質タール
分離器

蒸気

空気

生成ガス冷却器

乾重量100
発熱量100

アップドラフト式
反応炉

木質チップ

場内での熱利用
（蒸気発生など）

可燃ガス
発熱量45

周辺地域へ供給
（工業炉、
清掃工場
で利用可能である
乾重量17
発熱量22 ことを実証済）

バイオオイル

重質タール

場内での熱利用
（蒸気発生など）

軽質タール＋水

トでは、
秩父市および周

地域間の連携モデルを構築することがねら

辺地域における未利用

いです。

木質バイオマスの高効

バイオマスエネルギーの利活用を実現し

率エネルギー供給シス

ていくためには、
林業、
農業などの既存の産

テムのモデル事業を産

業との連携が 不可欠で

学官連携で展開。間伐

す。その一助となる取り

材などの未利用の木質

組みを展開していきたい

バイオマスを原料とし、

と思います。

ガス化（熱利用や発電

クラスター拡張型スマートグリッド

相互結合型の電力供給ネットワークで
災害に強い電力供給インフラを構築
日本の電力会社は、
消費者からの要求で
ある低廉で良質な電力を安定的に供給す

小野田弘士

利用）とバイオオイル化

たな電力供給社会インフラの

理工学術院客員准教授

災害に強いクラスター拡張型電力インフラ
〜次世代の新エネルギー・社会システム〜
電力供給クラスター

通信基地
風力発電

メガソーラ

ガスタービン

蓄電装置

バイオマス

考え方が必要となりました。

小型水力

るため、
100年にわたり電力システムの形成

地域自治体主体の地産地

に努めてきました。廉価な電力を生産する

消型電力供給システムの開発

ために100万kWを超える大規模な発電設

においては、地域や市街落特

備を建設。必然的に需要地域とは遠隔の地

性に合わせた適正規模の供給

におかれ、
地域的な広がりをもつ巨大シス

ネットワークを作り、
必要に応じ

テムが作り上げられました。

てネットワークを増設して相互間を連結して

ライフライン（電気、水、通信）確保が可能

しかし、
2011年3月の東日本大震災で大

いく方式が適しています。相互結合型の電

なスマートグリッドとなるでしょう。これは

規模な電力不足を経験し、
家庭や企業、
地

力供給ネットワークの構築により、
再生可能

「Resiliency：回復力」と呼ばれ、
今後の社

方自治体は、
電力会社に全面依存しない自

エネルギー利用電源からの地域電力供給、

会インフラ構築の指針となり、
今進められて

前の電源を確保しておくことの必要性を痛

電動車両への急速充電、
電力貯蔵装置の

いる東北の被災地復興

感し、
原子力発電の代替として再生可能エ

有効活用、
ICTによる電力利用の効率化が

にも活用されるべきだと

ネルギー（太陽光や風力発電など）を促進

可能となります。

考えています。

緊急避難所

高齢者住宅

商業・オフィス街

するための法案が成立。再生可能エネル

図のように、
自治体所有の発電所を中心

ギーが導入されると、
出力変動による電力

に、行政や病院、避難 所、通 信基 地、高齢

品質（周波数、
電圧）の悪化が懸念され、
新

者住宅などを完備すれば、
自然災害時の

医療施設

住宅街

行政ビル

太陽光発電

工業地帯

横山隆一

理工学術院教授
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次世代モビリティ・交通システム

次世代モビリティシステムの運用で
新しいビジネスモデルを創出
本庄市は、新幹線の本庄早稲田駅と本
庄児玉のインターチェンジが近接してお
り、交通の結節点としての機能を有してい
ます。また、本学環境・エネルギー研究科
には、エンジンや電動バス、電気自動車な
どの「モビリティ」に関わる専門家が結集
しており、これらの英知を最大限に活用す

体験試乗の様子
（実際は免許が必要です）

超軽量小型モビリティ ULV

ることを計画しています。
最も具体的に計画が進んでいるのは、
超軽

た地産地活の生産・供給体制を模索して

した検討に着手しています。将来的には、

量小型モビリティULV（Ultra Lightweight

いることなどが 特 徴です。
「用途・距離限

宅配や緊急搬送に対応した自律走行など

Vehicle）
を活用したカーシェアリングシステ

定」の低環境負荷型のモビリティとして、す

も視野に入れた研究開発への展開を計画

ムです。
ULVは、
「自転車以上自動車未満」

でに公道走行を実現しています。

しています。

をコンセプトに、既存のモビリティの概念

本庄早稲田地区ではマイカー 1台を標準

モビリティとはヒトやモノの移動を支援

を変えることを目的に開発してきました。

的に保有し、セカンドカーをULVのシェア

するものです。その原点に立ち返り、地域

軽量設計による省エネ性を追究している

リングにより実装します。それにより、近隣

に必要とされるモビリティのあり方を探っ

こと、バッテリーやエンジンなどのさまざま

の大規模商業施設や既成市街地への動

ていきたいと考えています。

な原動機に対応可能な設計手法を採用し

線を創出します。モビリティシステムの運用

ていること、地場の中小企業などと連携し

による新しいビジネスモデルの創出を目指

小野田弘士

理工学術院客員准教授

本庄キャンパスの施設

住宅ゾーン
周辺の集落・田園風景と調和し
た、
戸建住宅主体の緑豊かな低
層の住宅ゾーンです。

◀本庄高等学院

女堀川

シンボル軸ゾーン
商業業務施設の賑わいが連続し
た、
歩いて楽しめる街並みのゾー
ンです。

新
飯玉神社

▲国際情報通信研究センター・理工
学総合研究センター本庄研究棟

◀インキュベーション・オン・キャンパス
本庄早稲田

産業業務拠点ゾーン

央
中

早稲田リサーチパークと連携し
た、
研究開 発・産業 集 積を図る
ゾーンです。

南通
り線

心
環

中
通
り
線
線
り
通

北口広場
新駅

都

状

線

東西通
り線

新幹線
本庄早稲田駅
男堀川

南口広場
調整池

早稲田
リサーチパーク

▲早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター
（本庄総合事務センター、㈶本庄国際リサーチパーク研究推進機構ほか）
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地区の整備イメージ

マリーゴールドの丘

研究の早稲田から

Special Report 「産学官連携」

次世代商業施設／次世代スマートハウス

相互にエネルギーの融通を図り
CO₂のさらなる削減を目指す
近年、特に2011年3月の東日本大震災以

ムに位置付け、この

降、世界の先進国では例がない大規模計

温排熱を導入して

画停電の実施などにより、地域の中でエネ

吸 着冷凍機により

ルギーを自給することへの関心が高まって

冷 熱 を 発 生させ、

います。本事業では、地域の中の商業地区

空調や冷凍機の予

分散電源システム
Master
EMS

地域エネルギー供給事業運営会社
SPC/特定電気事業者/地域冷暖房施設
燃料電池（SOFC）
ガスエンジン
太陽光発電
電気

排熱

系統
バックアップ

蒸気・温水

熱

吸着式冷凍機
冷水

冷熱

エネルギーの相互融通
住宅クラスター

オフィスクラスター

や住宅地区などを一つのグリッドとみなし

冷にも利用するこ

（クラスター拡張型スマートグリッドと呼

とを計 画していま

ぶ）、電気ばかりでなく冷温熱をグリッド間

す。当然のことなが

で融通することでCO2 排出を削減しようと

ら、太陽光発電や水素なども積極的に導

ジョンでは大学、オフィス、一般居住地区、

する計画です。すでに大がかりなコジェネ

入し、情報通信技術を用いて異なる発電

商業地区などにグリッドを拡張して相互に

レーションによる、いわゆる地冷（地域冷

方式や排熱を最適にマネジメントし得る

エネルギーの融通を図りながら運用し、省

暖房）が各地で行われていますが、電気と

EMS（エネルギーマネジメントシステム）を

エネルギーの面からCO2のさらなる削減を

熱の両方を独自系統で供給している例は

開発、今まで問題の多かった温熱の余剰

目指す予定です。

我が国ではほとんど存在しません。

分を異なる需要特性を持つ業種間で融通

本プロジェクトでは、
商業地域、
特にスー

ホテル

スーパーマーケット

レストラン

商業クラスター

させることを考えています。

パーマーケット、レストランを一つのクラス

現在は分 散電源システムの製作と、JR

ターと考えて、燃料電池（SOFC）とガスエ

新幹線本庄早稲田駅前に実証店舗（1/15

ンジンを上位のコジェネシステ

スケール）の建設を行っています。長期ビ

勝田正文

理工学術院教授

調整池

新田原通り線

Municipal view

自治体の視点

本学との産学官連携について吉田信解本庄市長からコメントをいただきました。

新都心拠点ゾーン
大型商業施設等を誘致し、街を
彩り、賑わいを創出するゾーン
です。

早稲田大学との連携で
地場産業の技術革新や新たな産業の創出など、
地域経済の活性化を図りたい
吉田信解

本庄市長

本市は、JR上越新幹線、関越自動車道をはじめ、鉄道や国道が市内を縦横に走る交通の要
衝です。この立地条件の良さをPRすることで、企業誘致などの実績を挙げています。
本市は、2008年4月に「本庄市環境宣言」を行い、市内全域を対象として市民・事業者ととも
に環境施策を推進しています。特に現在、本庄早稲田の杜において、豊かな自然環境と早稲田
大学の「知」を生かしたまちづくり「本庄スマートエネルギータウンプロジェクト」を進めていま
す。この先導的な取り組みは、本市の環境に配慮したまちづくり施策の中核をなすものです。将
来的には、本プロジェクトで培った技術を既成市街地や市内のその他の地域へ波及させること
により、市内全域のエコタウン化が図られることを期待しています。
産学官連携の魅力は、地場産業の技術革新や新たな産業の創出など、地域経済の活性化を
図ることができるところにあります。本市は、2005年に早稲田大学と協働連携に関する基本協
男堀川・マリーゴールドの丘ゾーン

定を締結。本プロジェクトをはじめ、川淵三郎塾による市民一人1スポーツの推進や校庭の芝

行政・文化施設の誘致、
緑環境と調和し
た商業業務施設の誘導を目指すゾーン
です。

連携を図っていきたいと考えています。

生化、環境教育、人材育成など、さまざまな事業を実施してきました。今後も、より一層の協働
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大学の知を社会へ還元

イノベーションの創出を支援する
産学官研究推進センター
大学の研究成果を活用し、新たな時代を切り拓くイノベーションの創出を図るため、1999 年に設立された産学官研究推進センター。
その活動を振り返り、産学官連携の意義と今後の展望について、同センター長の木野邦器先生に伺いました。

木野邦器

割を担うことにもなり、本学の教旨の一つで
ある「学問の活用」にもつながるものと言える

産学官研究推進センター長

でしょう。

兼 理工学研究所長
きの・くにき
1979年早稲田大学理工学部応用化学科卒業。
1981年同大学
院理工学研究科博士前期課程修了。
1987年工学博士（早稲田
大学）を取得。
1981年協和発酵工業㈱入社。同社東京研究所、

――発足後、
これまでの歩みを振り返り、
成果
をお聞かせください。
研究成果を特許として権利化することは、

技術研究所主任研究員を経て、
1999年早稲田大学理工学部教

学内に広く浸透してきました。この11年間の成

授。専門は応用生物化学。
2010年9月より理工学研究所長、
同年

果として特許出願件数は1,400件以上、特許

11月より産学官研究推進センター長を兼任。現在に至る。

登録も約250件に達します。さらにライセンス

知を社会に還元する
大学の果たすべき使命

の活用、
実用化に結びついたものは190件程あ
学の教育研究から生まれる成果を知的財産

り、
大学に1億7,270万円の収入がもたらされま

として権利化し世界へ発信する「知的財産の

した。

管理」
、
その成果を技術移転し新規産業の創

2003年には「知的財産基本法」が制定さ

――まず、
産学官研究推進センターが設立され

出を先導し社会貢献を行う「技術移転」
、
そし

れ、
本学では文部科学省から「大学知的財産

た背景をお聞かせください。

て、
地域活性化や企業との連携を後押しする

本部整備事業」を受託し、
2007年度までに総

日本の科学技術振興のため、
国は大学の教

「産学官連携の創出」です。

額3億円強の活動資金を得て、
産学官連携活

育研究成果の技術移転を進めようとしていま

現 在、技術コーディネータ10名、法務コー

す。本学では1998年に成立した「大学等技術

ディネータ3名を含む23名の教職員で業務に

移転促進法（TLO法）
」に基づき、
1999年に学

あたっています。コーディネータは専門家とし

内に知的財産（※1）の管理を担う承認TLO

て、
知的財産の発掘や権利化の手続き、
各種

が過ぎたので、
今後実用化の実績が現れてく

が設置されました。何回かの改組を経て、
学生

契約などの交渉、
企業のニーズと大学の研究

ると期待しています。

や教員のベンチャー企業育成を行うインキュ

シーズ（※2）をつなぐコーディネートを行って

ベーション推進室を備えた現在の姿になって

います。

います。

特許の出願から登録までは4 〜 5年かかり、
実用化にはさらに数年を要します。発足10年

――他の大学にはない、
早稲田の強みはどんな

大学には知を社会に還元する使命があり

承認TLOの大きな役割は3つあります。大

動を展開してきました。

ます。センターの活動はその使命を果たす役

ところにありますか。
技術と法務のコーディネータが同じ組織に

（※1）知的財産…人間のアイデアやブランドなど、
「かたち」はないが非常に価値（財産）のあるものを指します。例えば著作物や商標、
意匠、
発明など。
（※2）研究シーズ・技術シーズ…企業や大学などが研究している新技術を、
将来大きな実を結ぶ可能性を秘めた種（シーズ）に例え、
研究シーズや技術シーズと言います。

多岐にわたる技術シーズ
Case1

Case2

液状化対策としても期待される、
気泡で土を掘る技術

ワールドワイドに展開、
安全で高品質な
3D変換技術

理工学術院の赤木寛一教授が、有限会社マグ

いま大きなブームになっている3D映

マ、太洋基礎工業株式会社と共同で開発した「気

画などで、画像の3D変換を行う株式会

泡掘削技術」は、気泡を掘削土と混合しながら掘

社クオリティエクスペリエンスデザイン。

削することで、溝壁の安定性を保ったまま容易に

理工学術院の河合隆史教授と安藤紘

掘削できる技術です。消泡剤を加えると土砂は元の状態に戻るため、
こ

平教授の研究をもとに2008年に設立された、本学インキュベーション

れまで廃棄物処分場に埋め立て処分していた削排土量を約2分の1から

センター発の企業です。3D映像を見ると疲れるというユーザーの声に

3分の1に削減することができます。この技術を応用して開発した地盤改

応えるため高品質な3D画像にこだわり、
クオリティの高い変換ソフトの

良工法「AWARD-Demi」※は、
東日本大震災で重要性が増している液状

開発と作業に取り組んでいます。これまでに映画『怪物くん』のほか、

化対策などでの基礎地盤強化工事への実用化が期待されています。

2010年夏にフィンランドで公開された映画『Moomins and the Comet

※P9震災関連ニュースでも取り上げています。

Chase（ムーミン）』の3D変換を行うなど、世界的にも注目されています。

ア
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Special Report 「産学官連携」
所属し、
学内に承認TLOを設置している大学
は珍しく、
発明者である教職員や学生と密接な

早稲田の産学官連携体制

コミュニケーションがとれているのは強みです。
るので、
最適なサポートを受けられます。
企業と
携して実用化を推進していることの現れの一
つであると考えています。今後も、
多様な専門

官公庁
特許庁

分野の研究者や研究成果を有している総合
大学のスケールメリットを生かしていきたいと

地方自治体

産業界

シーズ開示・紹介
（技術展示会など）

TLOに関する各種申請

加えて分野別に技術コーディネータを置いてい
の共同出願が半数以上であるのは、
企業と連

技術シーズ

権利化

知的財産

出願届

早稲田大学
産学官研究推進センター
（承認 TLO）

マッチング

ライセンス

学内

考えています。

ロイヤリティ 共同・受託
研究契約
発明
産学連携関連箇所
理工学研究所 など

――それでは、
課題はどんなところにあるとお

プロジェクトに一貫して取り組める中堅の研究

した。具体的にはどんな事業を行っているので

考えですか？

者です。

しょうか。

大学の知的財産を発掘し、
活用していくため

また、
企業のニーズや学内からのシーズはあ

ベンチャー企業の育成によるイノベーション

には充実したマンパワーが必要です。本学の

るが、
産学連携が効率的に展開しない原因と

の創出を目指し、
2008年10月には都電早稲田

技術コーディネータは現在大半が非常勤であ

して、
“目利き”
の不在があります。社会の科学技

駅の近くに事業活動の拠点として活用できる

り、
全学の研究領域をカバーするのは至難の

術動向や企業のニーズを踏まえて、
学内のどの

インキュベーションセンターを開設しました。個

業です。

研究者につなぎ、
どのような研究体制を組織す

室に入居しているベンチャー企業は、
IT、
医療

また、
企業からは「大学のどの部門に相談し

るかを考えて、
的確にプロジェクトを立ち上げる

材料、
環境、
コンテンツ系など現在12社。セン

たらいいのか分かりにくい」
とご意見をいただく

ことのできるコーディネータが必要です。適任

ターの共有施設を利用できるインキュベーショ

ことがあります。これまで理工系では研究室ご

者はそう簡単に見つかるものではありません。

ンコミュニティ制度を利用する会員企業は54社

とに企業と共同研究を行っていた経緯もあり

大学はこれまで社会人の学び直しの場を提供

にのぼります。

ますが、
それに加えて理工総研に産学連携室

してきましたが、
例えば、
企業経験豊かな人が

入居者を対象にした交流会やベンチャー企
業育成講座などを開催し、
多くの研究者との連

があったり、
教務部に社会連携推進室があっ

早期退職して大学と企業をつなぐコーディネー

たりと、
分かりにくい場合があるようです。全学

タとなるような養成プログラムを設けるという方

携により、
先進的な技術シーズの発掘や学生

的にワンストップ体制を整備し、
産学連携業務

法もあるのではないでしょうか。人の循環が、

のビジネスアイデアのブラッシュアップ、
起業家

を効率的かつ積極的に展開できるように業務

知識と技術を社会全体に循環させることにな

精神を喚起するビジネスプランコンテストも実

を明確化し、
コーディネータなど人員の適正な

り、
人生設計を組み入れた豊かな社会の構築

施しています。
2011年12月に国内史上最年少の

配置が必要であると考えています。

にも貢献するものと思います。

25歳で東証マザーズに上場した株式会社リブ
センスの村上太一社長を輩出するなど、
着実に

――今後、
産学官連携のプロジェクトに継続し
て取り組むために、
何が必要だと考えていらっ
しゃいますか。

起業家精神を喚起する
インキュベーション推進室

成果を上げています。
こうした起業の息吹は出てきていますが、
イ
ノベーションの創出にはさらなる起業家教育が

研究成果の権利化や実用化には、
長い年月

――2001年には起業を志す学生、
教職員を支

求められます。学内ではオープン教育センター

が必要です。継続性を保つために必要なのは、

援するインキュベーション推進室も設立されま

やビジネススクールをはじめさまざまな箇所で

Case3

Case4

世界一薄いナノ絆創膏を開発、
医用応用への実用化に期待

本学インキュベーションセンターから、
国内史上最年少の上場社長が誕生

理工学術院の藤枝俊宣助手と武岡真司教授

2011年12月7日、
早稲田発のベンチャー企業、

らは防衛医科大学校と共同で、天然多糖類を用

株式会社リブセンスが東証マザーズへ上場。代

いた高分子超薄膜（ナノシート）を外科手術用

表取締役社長の村上太一氏は25歳、
国内史上

創傷被覆剤（ナノ絆創膏）として医用応用する

最年少で上場を達成しました。村上社長は政治

ことに世界で初めて成功。食品用ラップの1,000

経済学部1年在学時に受講した「ベンチャー起

分の1の薄さのナノ絆創膏を開発しました。内臓

業家養成基礎講座」のビジネスプラン発表会で

の損傷箇所に貼付するだけで負荷が加わっても安全に閉鎖できるこ

優勝。本学インキュベーションセンターにあるオ

とを確認。術後の組織癒着を伴わずに患部を治癒することも可能とな

フィススペースを1年間無料で使用できる特典を利用して、
2006年2月に

り、縫合、切除、被覆材の利用といった古くからの外科的手法に、ナノ

起業しました。現在の事業は、
アルバイト求人サイトを中核に、
転職・派

絆創膏の利用が新たな手法として加わることが期待されています。

遣・賃貸住宅・中古車など、
さまざまなWebサービスを展開しています。
15

起業家養成のための科目が開講されています

野で高い技術を有する日本への注目度が上昇

には企業との共同開発を通してその方法論を

が、
インキュベーションセンターとの有機的な連

してきています。本学はこれらの分野において

研究室に呼び込むのが有効な手段です。今後

携が十分に図られていません。センターを介し

も強みを持っているため、
欧米に対しても技術

も社会が大学に期待する研究開発や技術開

て、
例えばビジネススクールと理工学術院のコ

移転など積極的に挑戦していくつもりです。

発において、
客観性、
中立性を維持し、
研究教

ラボレーションを実現することで新たな展開が

「Waseda Next 125」の中では、
グローバル

できるのではないかと考えています。社会は大

ユニバーシティとしての「WASEDA」の構築や

学に対して、
「ノーベル賞級の優れた研究者」
を

グローバルキャンパスの形成を目標に掲げて、

期待していますが、
現実的には、
「研究成果をも

留学の促進と留学生の受け入れを図っていま

――最後に、
センターが目指す姿を教えてくだ

とに世界で戦える人」の育成をより強く求めて

す。海外からの留学生には、
我が国の技術を

さい。

いると思います。

習得し、
それらを自国で活用展開して日本との

センターが目指すものは、
大学の使命でもあ

架け橋となるような人材が育ってもらえればと

るイノベーションの創出と、
人材育成を介した

思っています。

社会との有機的な連携の構築と円滑な運営だ

アジアでの知名度を生かし
広がる国際的な展開

育とのバランスを考慮していかねばならないと
思っています。

と考えています。イノベーションとは、
古くは活版

時代を変革する
イノベーションの創出を目指して

印刷や火薬の発明、
近年ではインターネットや

――企業と大学、
両方で研究を経験された木

した考え方を指します。技術だけでなく、
ビジネ

常に高い知名度を誇っています。とくに中国で

野先生から見た産学官連携の意義とはどのよ

スモデルの変革もイノベーションととらえること

は、
大学や国の研究機関が研究開発の役割を

うなものでしょうか。

ができます。そうした大きな社会の変革を伴う

――国際的な産学官連携について、
どのように
お考えですか。
中国をはじめアジア諸国において、
本学は非

担っているため、
日本企業の高度技術に加え、
本学に対しても研究連携や技術移転に大きな

研究の出口が明確である企業と異なり、
大
学は教育として研究を位置づけ、
人材育成を
大きな目的の一つにしています。したがって、
企

期待を寄せています。
2010年度に、
本学は文科省の「大学等産学

携帯電話、
電気自動車など、
その誕生で時代を
大きく変えた革新的技術や新たな価値を創造

画期的な技術や方法論の創出が、
大学に求め
られているのだと思います。
先頃示された「第四期科学技術基本計画」

業と大学において産学連携に求めるものは必

でも、
「科学技術イノベーションの創出」が技術

官連携自立化促進プログラム」
の採択を受けま

然的に異なるものと考えています。企業の研究

立国日本の再生に必須であるとしています。大

した。理事を本部長とした国際産学官連携本

開発は戦後、
日本の経済発展を長きにわたっ

学に対しては先端的な研究成果の技術移転

部を設置し、
北京とシンガポールに専門スタッ

て支えてきました。企業との共同研究でその経

や先端技術を基にしたベンチャー企業の育成

フを配置した海外拠点を設けています。アジ

験やノウハウを共有することは、
これから社会

のほか、
革新マインドや起業マインドの醸成が

ア地域においては、
これら拠点の活用とシンガ

へ出て行く修士課程、
博士課程の学生にとっ

求められています。
本学としても、
大学全体がイ

ポール国立大学や中国のNGOとの協定を足が

て、
間違いなく刺激となるでしょう。

ノベーションの拠点としての役割を果たすとと

かりに、
研究者の派遣だけでなく、
展示会・シン

大学の先端的な研究成果がそのまま事業

もに、
早稲田らしいフットワークの良さと柔軟性

ポジウムなどを開催し、
国際的な産学官連携

化につながることはあまりありません。社会の

を生かして、
未来社会の創出に向けて戦略的

体制を強化しています。近年、
欧米では電気自

ニーズに合った技術開発や製造工程を視野に

に取り組んでいく必要があります。センターが

動車や情報通信、
コンテンツビジネスなどの分

入れたブラッシュアップが求められます。それ

その一端を担えればと考えています。

●専門職インタビュー

評価基準の明確化と
目利きが大切

社会の未来像を
共有する

技術コーディネータ・弁理士
榎本英俊さん

技術コーディネータ・理学博士
長尾洋昌さん

私は、
弁理士という立場から、
大学から産み出された技術を社会に還元す
べく、
特許の権利化や維持管理について教職員にアドバイスしています。特
許権は、
技術の実用化に際し、
他者との優位性確保の上で欠かせない権利

大企業から起業まで経験し、理化学分野の試薬や機器の

です。しかし、
大学の研究を社会のニーズにマッチングさせて実施企業を探

開発に長年携わっている経験を生かして、
大学の技術シーズ

し、
実用化させるのは、
決して容易ではありません。早稲田でも1999年の承

の実用化に向けて、技術や市場の発展を予測し移転活動を

認TLO設立以来、
多くの研究成果を特許出願してきましたが、
その多くが現

しています。技術が相手というよりむしろ人を相手にする仕事

時点でまだ実用化に至っておりません。大学の特許保有の意義は、企業保

なので、地道にいろいろな方と信頼関係を築き上げることが

有の場合と異なり諸説あろうかと思いますが、
大学の研究成果の社会還元

技術移転の第一歩です。

を目指し、
かつ、
研究者の研究のインセンティブを低下させないよう、
じっく
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技術コーディネータは、
独創的な研究成果の知的財産化か
ら事業化までのプロセスを目の当たりにできる仕事です。

本学には豊富な「知」や「設備」
「
、ブランド力」があります。

り研究者の相談に乗り、
特許の将来的な活用方針まで引き出すことを心掛

それをもっと活用すれば、
社会ニーズとマッチできる早稲田ら

けています。大切なのは、
特許有益性の観点からの評価基準の明確化と目

しい産学官連携ができると思います。将来、
早稲田大学が開

利きです。

発した技術が世界で利用されることを願っています。

研究の早稲田から

Special Report 「産学官連携」
理事インタビュー

産学官民が総力を結集し、
社会の課題を解決していく
産学官連携において大学が果たすべき役割、
早稲田大学に期待されていることについて、教務・研究推進など
学事部門を統括する橋本常任理事にお話を伺いました。

社会の一員としての大学の役割
産学官連携は、
社会のあり方として自

く、
大学と社会の結びつきをさらに強化し
ていくべきでしょう。
産学ばかりでなく民との連携も求めら

然な姿です。社会は、
産学官に民を加え

れています。大学が、
地域コミュニティや

た「産学官民」によって成り立っています

ボランティア団体などのさまざまな活動

が、
産業は人々が生きる糧を得るために

に知を提供し、
貢献できることはたくさん

あり、
大学は将来の糧となる基礎研究を

あるでしょう。日本が直面している多くの

行い、
社会を支える人材を養成するため

課題や国際社会の課題を解決していく

にあり、
官は社会の流れを円滑にしていく

ためには、
産学官民が総力戦であたって

ためにあります。そして民は社会を構成し

いかなければなりません。壁をなくし、
日

ている私たち一人ひとりです。
つまり本来、

頃からお互いを行き来し、
それぞれの役

産学官民はお互いに連携しなければ存

割を果たしていく必要があります。

もう少し小さな枠組みとして、
産学連携

イノベーションを創出し、
社会に新しい価値を提供する

のあり方を考えてみましょう。産学連携に
おける大学の役割は、
日々の課題と将来

はしもと・しゅうじ
1970年、早稲田大学理工学部応用物理学科
卒業。東邦大学講師、助教授、早稲田大学理工
学部助教授を経て、1993年より早稲田大学理
工学部教 授。専門は計 測・情 報 工学。理工学
術院長、理工学部長、理工学研究科長などを歴
任。2010年11月より早稲田大学常任理事に就
任。㈶本庄国際リサーチパーク研究推進機構
理事長を兼務。

必要に迫られています。大学を社会に開

在し得ないものであり、
連携することで社
会をより良くしていくことができます。

橋本周司 常任理事

本学は産業界から期待されています。

き連携を深める上でも非常に重要な課
題です。
今後、
本学が社会の一員として存在価
値を高めていくには、
産学官民の連携の

の課題の両方に答えていくことです。大

人材輩出という点においては、
本学の卒

質を向上していくことが求められていま

学は、
産業界が困っている日々の課題に

業生はめげずに新しいことを切り拓く力

す。相談しにいくと、
横丁のご隠居のよう

知恵を提供し、
手助けするという役割が

があると高く評価されております。本学の

に気軽に知恵を与えてくれるような頼もし

あります。しかし、
これは応急措置に過ぎ

研究には、
本庄プロジェクトの環境・エネ

い存在にならなければなりませんし、
世

ません。大学が自ら問題の種を見つけて

ルギーに限らず、
理工学、
人文科学、
社会

の中を良くするためのメッセージを積極

研究し、
将来の課題に答えやヒントを出す

科学のすべてに多くの得意分野がありま

的に発信していかなければなりません。

ことも求められています。

す。
「学問の活用」を教旨に掲げ、
学問を現

大学の究極の目標は、
世界中の人々が

科学技術だけでなく、
人文科学、
社会

実に生かすことで日本の近代化に貢献し

毎日機嫌良く暮らせるための知恵を創出

科学の分野においても、
学問が貢献でき

てきた本学にとって、
産学官連携は重要

することです。地球の裏側の人とテレビ電

ることはたくさんあります。そもそも大学

な使命です。これは、
産業界の注文を聞

話で歩きながら会話ができるようになっ

は社会をより良くするためにさまざまな研

いて奉仕するというような受け身の姿勢

た今、
私たちは夢を見ることを忘れていな

究が行われている知の集積地です。もっ

ではありません。科学技術と社会文化の

いでしょうか。大学の役割は、
現状に満足

と、
社会に向けてメッセージを発信するべ

イノベーションを創出し、
世の中に新しい

せず社会をもっと良くするにはどうすれ

きではないでしょうか。かつて、
東大総長

価値を提供する存在を目指しています。

ばいいかを考え、
より高い夢を創造するこ

が卒業式の式辞で「太った豚になるより

そのためには、
シーズを生み出す基礎

とです。そして、
知恵を駆使してその新し
い夢と現実のギャップを埋めることです。

は、
痩せたソクラテスになれ」
と言ったこと

研究を強化することが大切であり、
創造

が話題になりましたが、
最近は、
大学が発

力を育む自由な気風を守らなければなり

2011年にスタートした本庄スマートエ

したメッセージが世間で話題になること

ません。現状を見ると本学に限ったこと

ネルギータウンプロジェクトは、
産学官民

はなかなかありません。

ではありませんが、
教員が本来の教育と

の総力を結集したプロジェクトです。エネ

研究以外のことに割く時間が増え多忙を

ルギー問題など、
さまざまな課題を解決

大学と社会の関係はまだまだ希薄で、

極めています。個人の奮闘に多くを頼って

する夢の街の実現に向けて、
早稲田大学

社会に送り出すというつながりです。もち

いる状態ですが、
研究の時間を確保する

の手腕が試されています。何としても成功

ろん大切なことですが、
それだけではな

ためにも、
この状況を組織的に改善する

させたいのです！

唯一強固な関係といえば、
学生を育てて
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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。

ボストン コンサルティング グループ
パートナー & マネージング・ディレクター

秋池玲子

さん

［プロフィール］
あきいけ・れいこ
1964年生まれ。
1990年、
本学大学院理工学研究科修士課程修了後、
キリン
ビールに入社。1996年、
マサチューセッツ工科大学経営学大学院修了。マッ
キンゼー・アンド・カンパニーを経て、2003年産業再生機 構に入社。九州
産業交通取締役、関東自動車取締役、カネボウ化粧品社外取締役を兼任。
2006年11月、ボストン コンサルティング グループ入社。金融審議委員など、
政府系委員を歴任。

M essage to the next generation

固定観念に縛られず、
一つ目の成功事例を作る仕事をしたい
日本のメーカー、
外資系コンサルタント、
産業再生機構と実にさまざまな組織で働いてきた経歴をお持ちの
秋池玲子さん。その根底にあるのは、
経営の側から、
ものづくりや事業を助けたいという思いでした。
学生時代の思い出や日本的組織運営の課題などをお聞きしました。

先生や仲間との
議論から
自分の働き方を
みつけた

立とう！と高い理想を掲げて勉強してい

ることができず、
何回か提出できないと単

たのですが、
周囲に優れた学生がたくさ

位を落としてしまうので、
クラスでも協力し

んいて驚いたものです。

あって、
結束力が高まっていたと思います。

研究室での日々はとても充実していま

専攻は応用微生物化学でした。当時

した。研究室の教授は、
生涯御恩を感じ

は、バイオテクノロジーが一般的にも注

続けている恩師です。議論を楽しむ雰囲

理工学部の応用化学科だったのです

目されるようになった時期で、省エネル

気があり、
先輩たちが卒業後も研究室を

が、
2、
3年生の頃は、
毎週レポートの提出

ギー、
食料問題、
公害問題などの社会課

訪れ、
研究者や技術者として働く上での

があり、
早朝の締め切りに遅れないように

題を解決する新技術と評価されていまし

努力や、
一方で課せられる制約や利益を

仕上げることに心を砕いていました。一分

た。私もバイオテクノロジーで社会の役に

生み出すことの難しさなどを話してくださ

― 学生時代の思い出をお聞かせください。
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でも遅れると受付の窓が閉まって提出す

いました。そのことが刺激になり、
企業が

で旧来の組織が持つ課題を変えることに

ています。リーダーだけではなく、
企業は

研究開発の成果や技術力を十二分に発

挑戦するという働き方もあります。枠組み

その組織を進化させることを目指して、
社

揮できるよう、
経営の側からお手伝いし

や固定観念に縛られずに、
自分なりの働

員も挑戦できる場でなければなりません。

たいと考えるようになりました。

き方をみつけてみてはいかがでしょうか。

そのためには、例えば、
リーダーが現状

自分の中に軸を
持つことの大切さ

の延長線では成し得ないような課題を与
——グローバル化の波を乗り切っていく

え、
思い切ったアイデアを出させる雰囲気

には、
どのような人材が求められると思い

を作ることも有効です。

ますか。

自分で立てた問いに
答えを見つけ出す力を

——これまでいくつかの外資系企業で

さまざまな価値観にさらされるわけで

キャリアを積んでこられました。外資系企

すから、
自分の頭で考え、
行動できる人が

業を志望する学生も増えていますが、
日本

必要とされると思います。学生時代のよう

企業との違いは何だとお考えですか。

に比較的時間に余裕があるときに、
旅行

——早稲田大学に期待することをお聞か

外資系企業といってもひとくくりにはで

や読書などを通じて、
他の人生や考え方

せください。

きませんが、
あえて違いを言うとすれば、

に触れ、
自分だったらどう考えるかという

外資系企業の多くは、
昇進の条件となる

思想の中核になるものを作っておくとよい

大学は、教育の場であると同時に、先生

職能や人材の要件が明確で、
そこに至る

と思います。学生時代に自分の思想を確

や仲間との出会いの場でもあります。大

ための研修制度や道のりがはっきり示さ

立するに至らなかったとしても、
将来必ず

学にはすばらしい先生がたくさんいらっ

れているということはあるかもしれませ

役に立つでしょう。

しゃいます。学生には、
この先生に出会っ

ん。
20年前に比べれば大きく変わったも
のの、
そこまではっきりとは示さない日系
企業と比べるとそれぞれ良い面も悪い面
もあります。明文化すれば目標が見えや
すくなるというメリットはありますが、
すべ
てを予見して明文化することができない

失敗を恐れ過ぎない
ことが
大きな改革を
成し遂げる

教育は学生にとって一生の財産です。

たから人生が変わったと思える先生を見
つけていただきたいです。また、
大学側に
は、
物事の考え方を教えていただくことを
期待します。人間は自分で立てた問いに、
自分で答えをみつけることでしか成長し
ないと思っています。社会人になると、
答

のに、
明文化されていないことが意識さ

——産業再生機構でのご経験から、日本

えがない問いに自分なりの答えを見つけ

れにくくなる矛盾も生じます。どちらがより

的組織運営の課題は何だとお考えですか。

ていかなくてはなりません。それに耐えら

優れているということではなく、
方法論の

東日本大震災の際、
世界中から評価さ

違いだと思います。お互いに良い面を取り

れた日本人の秩序や譲り合いの精神は、

入れていければよいのですが、
前提条件

日本の強みだと思います。一方でこれは、

が違うところに方法論だけ持ってきても

強いリーダーが出にくいということにもつ

——今後、
どんなことに取り組んでいきた

うまくいきません。全体の仕組みの中で

ながります。日本の組織は現場が強く、
実

いとお考えですか。

適合させていくことが重要です。国の政

は欧米などより自由です。現場の判断で

ジャンルを問わず、
成功事例を作ること

策も同じですね。海外の施策をそのまま

動いてうまくいっていることも多い。でも、

です。産業再生機構で働いていたときに、

前提の違う日本に持ってきてもうまくいか

自分の裁量の範囲を超えた意思決定は

市場が縮小し、
経営難に苦しむバス業界

ないことが多々あります。

現場ではできませんので、
そこはリーダー

で、
再建の最初の成功事例を作りました。

の能力が問われます。

その後、
多数の同業他社が同様の手法で

学生さんのご両親の世代は、
外資系と

れる強靭な思考力を育てる場であってほ
しいと期待しています。

いうと欧米の企業を思い浮かべるかもし

大きな改革を成し遂げるためには、
失

再建に取り組んでいます。前例ができれ

れませんが、
新興国の企業も今後大きく

敗を恐れ過ぎないことが重要だと思いま

ば後に続く組織や人材は出てくるもので

成長していきます。また、
日系企業に就職

す。今までと同じことを続けていると縮小

す。そのような前例になる仕事にやりがい

しても、
安定を求めるだけではなく、
そこ

均衡に陥るリスクが以前よりも大きくなっ

を感じています。
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早稲田大学では、
ファカルティ・ディベロップメント（以下FD）を推進するため、
2008年にFD推進センター
を設立し、
教育の質を高めています。社会科学総合学術院の上沼先生に、
同学術院で導入された「Course
N@vi標準パッケージ」について伺いました。
「教育の早稲田」と呼ぶにふさわしい質の高い教育を
実践している取り組みをご紹介します。

※ファカルティ・ディベロップメント（Faculty Development）
……教員が授業内容・方法を改善し向上するための組織的な取り組みの総称

Course N@viの利用率向上で
教育環境の充実を目指す
社会科学総合学術院

基本的機能をパッケージ化し、
簡単な操作で利用が可能に

教授

への導入に二の足を踏む教員が少なから
ずいました。

その中で私が学生に伝えたいと考えて
いるのは、
授業では「分かっていないこと

Course N@vi標準パッケージは、
学習・

本学 術院の執行部では、
数年前から

に気づくこと」に意味があるということで

教 育用のサポートツールであるCourse

Course N@viの操作に関する講習会を開

す。
レビューシートを通じて私に何かしらの

N@viの基本的な機能をあらかじめひとま

催するなどして、
教員のサポートを行ってき

答えを直ぐ得ようとする学生が結構いるの

とめにしておくことで、
教員が比較的簡単

ました。ただし、
それだけでは限界がある

ですが、
教員はあくまでも学生が考えるた

な操作でシステムを利用できるようにした

ため、
もっと踏み込んだ施策が必要である

めのきっかけやヒントを与える存在にすぎ

ものです。本学術院では2011年度の4月か

と考えていましたし、
職員側からもシステム

ないと考えています。学生には、
授業で分

ら全科目にスタートアップとして設定し、
独

の利用率向上を望む声が挙がっていまし

からないと感じたことについてフロートさ

自に運用を開始しました。教員・学生の双

た。教職双方が意見を出し合う中で辿り

せて自分自身でさまざまに思考を巡らせ、

方にとっての利便性を高め、
授業改善など

着いたのが、
システムをパッケージ化すると

あるいは、
それにまつわる経験を積み重ね

に寄与することが目的です。

いう構想でした。教授会の方針決定を受

るといったことをしてほしい。そうすれば、

もともとCourse N@viは2007年度に全

けて以降、
関係各所から協力を得ながら

あれこれが巡りあって授業の内容が突然

学でリリースされたもので、
多機能かつ自

具体的な仕様を詰めていくことで、
ようやく

ストンと腑に落ちる日が訪れるはずです。

由度の高い設計であることから、
専任の教

標準パッケージが完成したのです。

そのような過程が学びであり、
教育のある

員を中心としたヘビーユーザーは自分なり

その導入を開始してから半年以上が

にカスタマイズするなどフレキシブルに使

経過しました。前期が終了した時点でア

いこなしています。
反面、
そうした特徴が初

ンケートをとったところ、
Course N@viが

教員と職員の連携が
深まっている

期設定の複雑化を招いているのも事実。

全科目の約75%で利用されていることが

さて、
印刷物の教材とは異なり、
Course

そのため非常勤の教員など使用頻度が比

分かりました。
2010年度後期の利用率は

N@vi上の電子教材はすぐに改訂するこ

較的少ないユーザーがシステムをスムーズ

50%程だったことから、
標準パッケージが

とができます。現在、
本学術院では語学教

べき姿ではないでしょうか。

に使いこなせるようになるには、
多少の手

多くの教員に受容されるようになったと実

材などに関する改善提案が職員から積極

間と時間が必要となります。こうしたことか

感しているところです。

的に挙げられており、
教員と職員相互の協

ら、
システムの有用性を感じながらも授業

▲教職協働の成果を挙げる仲間たち
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上沼正明

力の下で順次進めているところです。この

レビューシートを使って
一人ひとりにコメント

ような職員による手厚いサポートが得られ

Course N@viにおいて私が個人的に

るようになったのも、
Course N@viの利用

重宝している機能は、
学生が授業の感想

率向上による恩恵と言えるでしょう。
という

や理解度などを記入する「レビューシート」

のも、
採点簿の授受などの手間が省けるな

です。授業の進め方の参考にしているほ

ど職員の業務効率が大幅に改善されてお

か、
私は一つひとつにコメントを付けるよう

り、
皆が教育の質向上といった取り組みに

にしているため、
学生個人に語りかけられ

より力を注げるようになっているからです。

る貴重な場だと感じています。

標準パッケージ機能概要

Course N@vi利用のメリット

Course N@viは、教育効果を高める支援機能
満載の早稲田オリジナルシステムで、2007年度よ
り全学に導入されています。社会科学総合学術院
では、以下の機能を標準パッケージ化しました。
◦お知らせ
◦講義フォルダ
◦履修者リスト
◦出席管理
◦レビューシート
◦講義の資料BOX
◦レポートBOX
◦成績管理
など

◦災害、疫病などの不測の事態によって、全学休
講措置となった際に、授業補完策を効率的に
実施できる。
◦負担軽減と経費削減、環境配慮につながり、効
率的に研究や業務に取り組める。
◦ペーパーレス化を進められる。
◦資料を掲載し、

会議や連絡を効率的に運営できる。
◦成績管理などセキュリティ対策となる。

今後は教員と職員の連携をいっそう深め、
さらなる教育環境の充実を目指したいと
考えています。
プロフィール
かみぬま・まさあき
早稲田大学大学院経済学研究科修了。社会
科学部助手、専任講師、助教授を経て、
1993
年より現 職。専門分野は政 策科学。趣味は
ウォーキング、
水泳、
バード・ウォッチング。

L

iving in the Present

“I came to Japan earlier than all of you.” I began to talk to my students several years ago, half
as a joke. On November 16, 1986, I came to Japan. Time flies like an arrow. Half of my life has
been spent in Japan.
As is well known, the university entrance examination system was abolished in China during
the Cultural Revolution decade. It was finally returned to normal in 1977, when I graduated from
high school. I luckily passed the examination to enter university out of a multitude of competitors
who had been waiting during the past ten years. I was then 15, while the eldest classmate was
30. I obtained my B.S. and M.S. degrees in China and Ph.D. in Japan, in 1982, 1984 and 1992
respectively. Since April 1992, I worked for an industrial institute in the Kanto region for three
years, for a national university in the Shikoku Island for four years, and for a public university
in the Tohoku district for another four years. During the summer of 1997, I visited an American
university in Boston as a short-term scholar. In April 2003, I came to Waseda University as a new
faculty member of the reorganized School of Human Sciences.
Now I am doing research work and supervising students in the Networked Information Systems
Laboratory. In our lab, in addition to Japanese students, there are foreign students from China
and South Korea. In addition to young students, there are adult students who study while
working. There are guest researchers from Ukraine, China and Bangladesh, and exchange
researchers from Taiwan. It is a pleasant international research environment with capable
members. In our research work, we seek to exploit the rich interdependence between theory
and practice with interdisciplinary and integrated approaches. We take into account human and
social factors in research and development of advanced information technology and systems.
I enjoy talking and discussing with students and colleagues. We can find useful hints
for problem-solving and get fresh inspiration for research work from these interactive
communications. It is more important for students to learn how to learn than what to learn at
university. I encourage students to acquire the habit of asking questions, which can help gain a
better understanding. I facilitate them to raise questions in classes and seminars. I encourage
students to study with active curiosity and imagination. Just as what Albert Einstein said,
“Imagination is more important than knowledge.”

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。

Qun Jin

Professor,
Faculty of Human Sciences
キ ン

グ ン

金群

人間科学学術院教授

I worked as a research associate in a Chinese university for two years before coming to Japan.
On the other hand, I have been working for 20 years in Japan. For the first time, I will take a
one-year sabbatical in 2012. I plan to go to Europe and China. I want to go to Europe not only
for research exchange but also for my interest in history and culture. I also want to have a long
stay in my homeland. I have had research cooperation and joint work with several Chinese
universities. I hope I can visit more universities and places in China. I want to take this valuable
opportunity to have time to reflect and rediscover. After being re-energized and fully refreshed, I
will commit another 20 years of my life to teaching and research work at Waseda.
So far I have had three big chances to make a choice in my career. The first one came in 1986
when I had to select my overseas study destination between Japan and UK. In 1995, I faced
a choice between working at Japanese university and American university. I had a choice for
the third time in 2000 between staying on in Japan and returning to China. I made the right
decisions to come to Japan and stay on in Japan. I think the same even now. Be responsible for
the choice and live in the present, so that we won’t have anything to regret.
Finally, I would like to take this opportunity to express my deep and sincere gratitude to all the
people for helping me since I came to Japan.

抄訳：学ぶ過程を大切に

With my students after softball game (May 2010)

人生の半分以上を日本で過ごした私にとって、
今こ
こ早稲田でたくさんの学生と学べることはこの上なく
楽しく、
素晴らしい決断だったと思っています。私は学
生に、
「大学では、
『何を学ぶか』よりも『どのように学ぶ
か』
をしっかり身につけて、
自身の理解を深めるために、
好奇心を持って臆せず質問してほしい」と話していま
す。例えば、
多くの学生とディスカッションをすると、
研究
のための問題解決の糸口や、
新たなインスピレーション
を得るきっかけにもなり、
互いの理解も深まります。アイ
ンシュタインが「想像力は、
知識よりも大切だ」といった
ように、
好奇心と想像力をもって多くの人との交流を大
事にしながら学生生活を過ごしてほしいと思います。

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
採用担当者に就職活動の最新事情や、普段どのような意識で採用活動に携わっているかをお聞きする
「キャリアの羅針盤」。今回は三井物産で採用を担当する太田さんに、商社で働くことのやりがいや学生

学生と進路選択

へのアドバイスをお聞きしました。

前例のない仕事を楽しめる
好奇心と挑戦心を求めています

三井物産株式会社
人事総務部 人材開発室

太田友典

Profile
おおた・とものり
2007年、東京大学経済学部卒業。
コンシューマーサービス事業第一
本部戦略企画室を経て、メディア
事業部でBtoCビジネスを手掛ける
事業会社の管理、マーケティング、
決算管理を担当。2009年より、中
国、ブラジル、インドネシア、台湾、
ベトナムへの海外展開を手掛け、
2010年9月から現職。大学時代は
アメフトに捧げた体育会系。
三井物産株式会社
1947年 設 立（旧三井 物 産は1876
年設 立）の日本を代表する総合商
社。世界 中の顧 客ニーズに応える
「グローバル総合力企業」を目指し、
66カ国にグローバルネットワークを
持つ。資源・エネルギー、物流ネット
ワーク、生活産業、インフラの4つの
事業分野で、多岐にわたるビジネス
を展開。

キャリアセンターより

社会人になるための
地力を蓄えよう
「将来やりたいこと」
「社会
との関わり方」について自分な
りの明確な考えを持つために
は、
社会が抱える課題の現場
をできるだけ多く体験すること
が必要です。そして、
「物事を深
く考える力」がなくては、
その貴
重な体験を成長の糧に転化す
ることはできません。
こうした点
を意識し、
学生時代のできるだ
け早いうちに行動を起こしてく
ださい。動き、
悩み、
考える中で、
社会人になるための地力を蓄
えていってほしいと思います。
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未解決の課題に取り組む

んでいくことに働きがいを感じています。若手が

商社の仕事を一言で言えば、
「世界中にある

反抗しても、それが正しく論理的に説明できる

課題を見つけて、ビジネスの観点から解決する

のであれば、
「失敗してもいいからまずはやって

こと」と表現できるのではないかと思います。未

みろ」と見守ってくれます。

解決の課題に取り組むのですから、
“誰も行った
ことのない土地で、誰もやったことのない仕事”
をすることになります。前例のない仕事にチャ
レンジすることこそ商社の醍醐味と考えていま

上司に向かって意見を主張し、生意気なくらい

根本から考える力をつけ
自分の確固とした軸を

す。当社の大切にする理念の一つに“挑戦と創

私は、就職活動とはマッチングだと考えてい

造”というものがありますが、この言葉も当社社

ます。面接で判断するのは優劣ではなく、お互

員の仕事に取り組む姿勢を端的に表現してい

いの相性が合っているかどうか。自分らしさを

ると思います。

隠し、その企業に適した人物を演じて無理に入

もう少し具体的に言えば、ゼロから情報を集

社したとしても、相性の合わない職場で仕事を

め、
課題を見極め、
周囲の人々を巻き込んでプロ

するのはつらいだけです。面接では、偽りの自分

ジェクトを進めていくことに、嬉々として取り組

を見せるより、それまでの人生で打ち込んだこ

めるような人が商社に向いているのではないか

とや、楽しかったことを生き生きと語ったほうが

と思います。大勢の人を動かすことは非常に難

いいのではないでしょうか。

しいですし、うまくいかずに悩むこともあります

採用を担当していて感じるのは、思考停止に

が、
そこにやりがいを感じることができる人は商

陥っている学生が多いことです。学生から「OB

社の仕事も楽しめるのではないかと思います。

訪問で何を質問すればいいのですか？」と質問

現在、当社の業績は順調で、一見安定して見

され、困惑したこともあります。一因として考え

えますが、世界を取り巻く環境が急速に変化す

られるのは、大学に入ったことで満足し、自分

る中で、社員のマインドには、早く次のビジネス

が将来何をやりたいのか考える機会もなく、就

の種を見つけ、挑戦しなければならないという

職活動の時期を迎えてしまうことにあるのでは

強い思いがあります。従来のビジネスモデルに

ないでしょうか。両親も「どう生きるべきか」と

依存しない、新たな仕組みを考え出すことが当

いった人生哲学のようなものを持たず、大学受

社には常に求められているのです。

験までは過保護に指導し、子供が大学に入った

好奇心が仕事の原動力

途端に手を放してしまう。初めての挫折が就職
活動という例も少なくありません。近頃、中国や
韓国などの海外の学生と接する機会も増えてき

当社では、人材育成の観点から入社から9年

ていますが、日本の大学生が持っていないハン

の間に2部署もしくは2業務を必ず経験しなけ

グリー精神や、自分の考えの軸を持ち、非常に

ればならないという制度があり、環境の変化に

勉強熱心です。日本の学生は、国際競争に晒さ

適応できる人材となるようさまざまな仕事の経

れたら太刀打ちできないかもしれません。

験を積んでいきます。さまざまな仕事に取り組

学生の皆さんには、まず、なぜ大学に進学し

む中で、未知の領域に対しても好奇心と探究心

たのかを改めて考え、学生時代しかできないこ

を持つことが、日々学びにつながり、仕事の原

とに打ち込んでほしいですね。英語力を鍛えて

動力につながるのだと思います。

おくことに越したことはないですが、
それよりも、

社風は一言で言えば自由闊達。これは、
「上司

すべての土台となる、自分の頭で物事を考える

が部下の意見を聞き入れる度量がある」という

思考力を身につけてほしいと思います。社会に

ことを表しています。自分の経験を振り返ると、

出ると、正解のない問題ばかりです。特に未解

新人の時上司から「お前はどう思うんだ？」と会

決の課題に取り組む商社の仕事は、
自分に確固

議の中で突然意見を求められ戸惑ったこともあ

とした軸がないと判断ができないので、難しい

りますが、徐々にこの風土に慣れ、今では自分

でしょう。時間のある学生時代に、
“根本から考

の意見を発信し、物事が自分の思いを起点に進

える力”を身につけていただきたいと思います。

B

1-2 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

※電力・交通事情により、
会期・時間を変更することがありますので、
事前に各Webサイト等をご
確認ください。

『現場直言！プロ公務員の変革力
―成功をもたらす7つの力』
学陽書房

2011年7月

「考え、
調査し、
行動する」公務員、
すなわち「プロ公務員」が、
い
まの変革の時代には求められている。本著では7名のプロ公務
員から仕事術や変革力、
行動力を聞き出した。いずれも極めて
魅力的な人物であり、
読み進めることで勇気をもらうことができる。公務員志望
者だけでなく、
企業での就職を目指す人々にもぜひ読んでもらいたい。

『特別支援教育に力を発揮する神経心理学入門』
坂爪一幸（教育・総合科学学術院）著
2011年8月

学研教育出版

今、
発達障害の子どもへの教育が大きな課題になっている。発
達障害の特徴的な行動や能力の本質を知り、
根拠に基づく教
育を実践するには、
高次脳機能の理解が不可欠だ。本書では、
神経心理学の有用性、
高次脳機能障害の概要、
心理反応の機序、
支援の方法、
神経心理学的な理解と支援の実際などについて解説している。
■『杉浦明平を読む ―“地域”から“世界”へ 行動する作家の全記録』
鳥羽耕史（文学学術院）他著 風媒社 2011年8月
■『CHANEL STRATEGY』
（『シャネルの戦略』の韓国語版）
長澤伸也（商学学術院）編著 Random House Korea Inc. 2011年8月
■『村上春樹の短編を英語で読む 1979 〜 2011』
加藤典洋（国際学術院）著 講談社 2011年8月

社会評論社

2011年9月

■『日常生活・災害ストレスマネジメント教育
—教師とカウンセラーのためのガイドブック』
竹中晃二（人間科学学術院）他共編 サンライフ企画
行人社

早稲田大学ビジネススクール チャリティー講演会
「MBA ESSENTIALS」
第10回「企業経営とは」
（講師：法木秀雄教授）

商事法務

■『スマートライフ 渡辺仁史研究室が考える未来の暮らし』
渡辺仁史研究室（理工学術院）著 パレード 2011年9月

■『土佐の歴史と文化』
早稲田大学日本地域文化研究所編

坪内博士記念演劇博物館
①3F 現代演劇コーナー ②2F 企画展示室Ⅰ ③1F シェイクスピア室
日程 ①開催中〜 2月4日㈯
関連企画のダムタイプ『S/N』上映会を開催。入場無料・予約不要。
日時：1月21日㈯14時、場所：大隈記念タワー地下多目的講義室
②開催中〜 3月25日㈰
多数の演劇人が映画界に入るきっかけとなり、また後の日本映画黄金時
代に輝く監督たちを輩出した、日活向島撮影所の魅力を振り返ります。
③開催中〜 4月15日㈰
演劇界の巨匠、ピーター・ブルック。本展では写真や資料をもとに彼の手
掛けたシェイクスピア作品の魅力に迫ります！
問 坪内博士記念演劇博物館 TEL：03-5286-1829
http://www.waseda.jp/enpaku/

会場

問

国際シンポジウム「ACTING—演じるということ」

2011年9月

日程

2011年9月

■『チェンジング・チャイナの人的資源管理
―新しい局面を迎えた中国への投資と人事』
白木三秀（政治経済学術院）編著 白桃書房 2011年10月

問

■『デイリー六法〈平成24年版〉』
鎌田薫（総長／法学学術院）、畠山武道（法学学術院）他編修 三省堂 2011年10月

水声社

講談社

2011年10月

■『小さな天体 ―全サバティカル日記』
加藤典洋（国際学術院）著 新潮社 2011年10月

■『ビジュアルマーケティングの基本』
野口智雄（社会科学総合学術院）著

東洋経済新報社

早稲田キャンパス 26号館（大隈記念タワー） 地下多目的講義室
1月28日㈯ 13：00 〜 17：00 入場無料・予約不要
東日本大震災の発生以来、本学および他大学が取り組んできた復興支援ボ
ランティア活動について、
「学生ボランティアの限界と可能性」をテーマに、
事例紹介・パネルディスカッションを行います。
参加予定大学：中央大学、法政大学、明治大学、明治学院大学、立教大学、
早稲田大学
平山郁夫記念ボランティアセンター TEL：03-3203-4192
http://www.waseda.jp/wavoc/

日程

2011年10月

■『科学のおはなし人物伝』
小山慶太（社会科学総合学術院）監修

■『行政ビジネス』
稲継裕昭（政治経済学術院）他著

社会とつながる学生ボランティア
〜大学による震災復興支援ボランティアの取り組み〜
会場

2011年10月

■『地図とあらすじでわかる！ 平清盛と平家物語』
日下力（文学学術院）監修 青春出版社 2011年10月
■『日本原発小説集』
柿谷浩一（文学学術院）編

国際会議場
1月27日㈮、28日㈯、29日㈰ 入場無料・要事前予約
国際シンポジウム「ACTING—演じるということ」は、2007年度より5年間
にわたる本拠点の総括となる研究集会です。すべての企画を通じ、演じると
いうことの意味を考察して、演劇とは何か・映画とは何かを真摯に追究する3
日間です。下記のサイトより事前申込をしてください。
http://www.enpaku.jp/event/symposium/event20120127_29.html/
演劇博物館グローバルCOE事務局 TEL：03-5286-81102

会場

■『なぜ政府は動けないのか ―アメリカの失敗と次世代型政府の構想』
稲継裕昭（政治経済学術院）監訳 勁草書房 2011年10月

成文堂

早稲田キャンパス 11号館 501教室
1月11日㈬ 19：00 〜 21：00
早稲田大学ビジネススクールを代表する教授陣が集結し、いま経営に求め
られるエッセンスを集中講義。最新のMBAナレッジを求めるマネージャーや
ビジネスパーソン、あるいはMBA受験・入学準備を考える若手社会人必須
のプログラムです。
※受講費は無料ですが、1講座あたり5,000円の寄付をお願いしています。
早稲田大学ビジネススクール TEL：03-3200-2436
http://www.wsjp.org/project/lecture/about

日程

■『Law Practice 商法』
黒沼悦郎（法学学術院）編著／福島洋尚（法学学術院）他著
2011年9月
■『吉本隆明と共同幻想』
高橋順一（教育・総合科学学術院）著

坪内博士記念演劇博物館 企画展
①現代演劇シリーズ第38弾
LIFE with ART 〜ダムタイプ「S/N」と90年代京都〜 展
②日活向島と新派映画の時代展
③ピーター・ブルックとシェイクスピア展

会場

■『ワセダアジアレビュー No.10記念号（2011）』
早稲田大学アジア研究機構編 めこん 2011年8月

■『刑法の判例 総論』
松原芳博（法学学術院）編

vents

本学で2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

稲継裕昭（政治経済学術院）著

E

2011年11月

日本経済新聞出版社

2011年11月

■『「総合力」で勝つチーム術 ―早稲田駅伝チームに学ぶマネジメント』
渡辺康幸（競技スポーツセンター）著 日本能率協会マネジメントセンター 2011年11月
■『駅伝流 ―早稲田はいかに人材を育て最強の組織となったか？』
渡辺康幸（競技スポーツセンター）著 文藝春秋 2011年11月

問

早稲田を満喫！キャンパスツアー
本学の見どころを、個性豊かな現役早大生ガイドが、大学の歴史や学生生活のエ
ピソード、ちょっとしたトリビアなどを交えながら楽しくご案内します。各キャンパ
スで定期的に行われているツアーのほか、早稲田・戸山キャンパスでは10 〜 80
名様の団体でのツアーも承っていますので、お誘いあわせの上、ぜひご参加くださ
い。詳細・参加登録はWebサイトをご参照ください。
http://www.waseda.jp/jp/global/guide/tour/
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大隈が愛用した緋色のガウン
創設者大隈重信の生涯をたどる資料を展示する大隈記念室。
扉を入った来場者をまず迎えてくれるのが、
大隈が初代総長として身に着けたこのアカデミックガウン（レプリカ）です。
明治天皇崩御により1年延期された創立30周年記念祝典に向けて、
高田早苗学長（当時）の発案で制定した校旗・式服・式帽は、
1913年10月17日の祝典で初披露されました。
高田たちの黒い式服の中、ひときわ目立つ鮮やかな緋色のガウン。
大隈は1922年に亡くなるまでこれを愛用し、
ガウンに身を包んだその姿は、キャンパスで学生を見守る銅像としてつとに有名です。
また、この祝典の席上で大隈により宣言された、
「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」の三大教旨は、
ほぼ1世紀を経た今も、早稲田大学の原点であり続けています。

※大隈記念室は早稲田キャンパス2号館にあります。

CAMPUS NOW

【キャンパス ナウ】2012年1月1日発行 通号199号
※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。

■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
             Tel：03-3202-5454 e-mail：koho@list.waseda.jp
■制作協力

産業編集センター

※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、2月下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。

