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  01）理工学部 

 

１ 大学・学部等の理念・目的および学部等の使命・目的・教育目標 

（理念・目的等） 

ⅠＡ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

ⅠＡ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

 ※理工学学術院で記述。 

 

３ 学士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（学部・学科等の教育課程） 

ⅠＡ群 学部・学科等の教育課程と各学部・学科等の理念・目的並びに学校教育法第 52 条、

大学設置基準第 19 条との関連 

ⅠＡ群 学部・学科等の理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としての

カリキュラムの体系性 

【理念・目的】 

機械工学科は、理工学部の前身である理工科が 1908 年に創設されて以来の歴史と伝統の

ある学科であり、私学の中でも最も長い歴史をもち、卒業生の数はすでに２万人近くに達

しており、わが国の工学技術の発展に大きく貢献している。機械工学科はこれまで科学技

術の応用分野である工学の担い手としてばかりでなく、人類の欲求を具体的に実現する役

割を果たす人材の育成を目標に教育・研究を展開してきた。同時に、広義工学を中心とす

る工学基礎教育を展開し、工学技術の応用・実践能力の涵養を目指してきた。そして、さ

まざまな分野の近代化の中で大きな役割を果たしてきた。とりわけ製造業を中心とした産

業界のさまざまな分野に優秀な人材を数多く輩出してきた。21 世紀を迎え、わが国だけで

なく、世界的な規模で産業構造の変革が始まっており、科学技術のあり方も新しい方向性

と範型を求めて変化している。20 世紀が、豊かな社会の実現を目指した物質とエネルギー

を中心とした科学技術による工業化の時代であったとすれば、21 世紀は、地球環境問題あ

るいは高齢化社会の到来等を踏まえ、人と自然の調和を目指す高度な技術革新が求められ

る時代になると考えられる。工業化がもたらしたオゾン層破壊や CO２による地球温暖化など

の環境問題、原子力や代替資源などのエネルギー供給の問題といったさまざまな問題を抱

えている中で、これからの人類の生活を支えるうえで必要となる新たなものづくりのため

に、我々が創り出してきた科学技術をどのようにして発展・応用させていくかが根底から

問われる時代を迎えている。このような観点から本機械工学科では、単に人工的な機械を

製造し、既存の技術を継承するような教育だけではなく、上述のような人類が抱える課題

を解決し、新たな技術革新を導くという新しい時代の目標に対して合理的かつ総合的な視

点から実践的な教育を行い、未来の科学技術を担い、国際的なレベルでも十分に通用する

優秀なエンジニアや研究者を養成することを目指す。 

環境資源工学科の理念・目的は自然環境系と調和した循環システムの構築を志向してい

る。かつて人類にとって地球は無限に近い存在であったが、機械文明の発展とそれに伴う
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人口増加の相乗作用により地球の環境容量の限界が明らかとなった。人類は地球に影響を

及ぼす存在となり、その結果、地球システムのバランスが崩れ、温暖化、砂漠化、海水準

上昇、異常気象、森林破壊、生物種絶滅、オゾン層破壊、有害物質汚染等多くの環境問題

を引き起こし、それが人類の生活を脅かすようになった。一方、現代生活を支えているエ

ネルギー・鉱物資源は、地球 46 億年の歴史の中で地殻中に生成・濃集されたものであり、

このまま採取し続ければ近い将来に枯渇問題に直面することは疑いがない。我々人類に迫

りくるこれら資源・環境問題に関する危機を回避するための技術・方策を確立することは、

人類に課せられた大命題のひとつである。自然からの恩恵である資源をいかに適切かつ効

率的に利用するか、この問題に向けて人類は早急にその解決策を具体化しなければならな

い。豊かな生活レベルを維持するためには大量の資源が必要であり、その削減が環境・資

源問題の抜本的な解決策であることは自明であるが、もうひとつの解決策として、人工的

な資源循環システムを構築することが挙げられる。ただ、それは人類を取り巻く自然環境

との調和なくして持続的なものとはなりえない。環境資源工学科が目指すのは、この自然

環境系と調和した資源循環システムの創造である。 

建築学科は長くそして高い評価を受けている歴史と伝統がある。地球上で人々が生活し、

学び、文化を創造していくうえで欠くことができないのが建築であり、都市であり、それ

らを築き社会に提供していく立場から、古来人類が営んできた多くの建築の歴史、さまざ

まな形を生み出す建築や都市のデザイン、我々を取り巻く環境、建築設備、地震を克服す

る建築構造、先進的な材料や建築工法など、広範な建築の知識を身につけることが本学科

および専攻の基本目的である。さらに設計演習、設計製図などを通じてより実践的な建築

思考のトレーニングを行い、国際的に活躍できる建築家としての素地をつくるほか、建築

工学に関するさまざまな実験、実習を通してより専門的な研究の基礎を学ぶ。学部を卒業

する大半の学生は大学院に進学し、より専門的な部門に分かれて建築に関する能力を培う。

建築や都市のデザインを学び、その設計者として広い視野と高い見識を養成する建築芸術

部門、東西の歴史を考究し文化財の保護や修復などに専門的な技術を生かす分野、実社会

のさまざまな建築実務に直結する課題に取り組み、幅広い専門科学技術の研究を深める建

築工学部門がある。また建築家の国際的な資格を受けるために必要な、教育課程の一環と

しての建築実務の経験をする多くの機会が用意されている。さらに、多くの海外の教育機

関との協定による単位互換制度を活用して、外国の建築文化に接する体験、あるいは各地

で協力大学と共同で開催する国際共同建築・都市・地域設計スタジオにおいて、実践的な

演習に取り組み、国際的な場での訓練の機会が多くある。 博士後期課程では、各部門の専

門研究者として世界的な視野に立って、創造的に研究教育に携わることのできる人材、指

導者を養成している。 

応用化学科の教育過程を通して、化学を主軸として社会に実践的に貢献できる人材の養

成や、反応プロセスや製造プロセスを至適設計できる社会に通用する人材養成のために、

複合領域科目、外国語科目を配置している。それらの科目は、多面的に物事を考える能力、

コミュニケーション能力、および国際的視野を涵養するとともに、科学技術者倫理やリス

クマネジメントなど次世代を担う人材として身につけておくべき研究者、技術者としての

素養を習得させ、科学・工学に対して十分なリテラシーを育成する。 
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新しい科学技術を具現化するには、機器や設備に使用される物質・材料の開発が極めて

重要な課題である。物質開発工学科はそうした物質・材料を基礎から応用まで幅広く学び、

基礎科学と工学との接点の視点を有する人材の育成を目的とする。対象とする物質・材料

は金属、セラミックス、半導体、高分子、生体材料、複合材料等であり、物理・化学・生

物の多岐にわたる。幅広い学問分野をカバーするため、１年生より専門基礎科目を設置し、

高学年になるにつれて多彩な専門科目を配当している。実験・実習を重要視し、３年生の

「物質工学実験Ⅰ」「物質工学実験Ⅱ」を経て、４年生に各研究室に所属しての「卒業研

究」が必修科目として課されている。 

経営システム工学科は、人・もの・情報を包含する多様な経営システムのデザインおよ

び実現を通じて、人々の生活の質（Quality of Life）の向上、現代の情報化社会・環境問

題への対応、国際競争に勝ち残る経営効率と品質の実現などの経営目標達成・問題解決に

貢献できる人材の育成を学科の理念として学部・研究科の運営・教育を行っている。 

その具体化のために、次の６項目の学習・教育目標を定めている。 

A ビジネスシステム、生産システム、流通システム、情報システムの分析、設計、開発 

および管理に必要な基礎・応用技術の教育・研究基礎・応用技術の習得 

B 机上で得た知識を応用できる能力の育成 

C 問題を発見し、分析・考察を行い、それを解決・統合する能力の育成 

D 実践的能力の習得 

E 国際社会で通用する能力 

 具体的には、Aの基礎教育部分については２年生に設定している専門必修科目にて、応用

技術の教育・研究については主に３年生に設定の専門必修科目による教育を考えている。B

は講義＋演習というセットを主体としたカリキュラムを設定している。Cについては多くの

大学院科目を先取り科目として設置、大学院推薦基準を満たし関連科目の成績が基準以上

であることなどの公開された基準をクリアしていることを条件に積極的に履修を促してい

る。Dについては主に卒業論文、研究室内のゼミ、実験・演習によってその目標を達成する

ことを考えている。Eについては、企業の講師、招聘講師を積極的に要請、現実社会・実務

に直結した講義を受けるとともに、現実的な問題点・テーマの提示を受け卒業論文、研究

に生かすことを考えている。Fについては、アメリカ、タイなどの海外協力校、学内の国際

教養学部への留学生の協力をえた演習、短期交換留学プログラムの実施、海外の日系企業

におけるプロジェクト型のインターンシップの実施などを積極的に行っている。 

社会環境工学科は①倫理観に裏づけられた豊かな人格の形成と社会貢献、②数学、自然

科学を基礎とした広範な教養と応用力の獲得を目指した自発的な学習意欲の育成、③科学

技術と社会環境工学の専門知識を基礎とした問題を分析、洞察し、解決する力の育成、科

学技術に基づく政策立案能力の育成、④自然や社会の環境変化に自立的に対応する能力と

想像力の育成、⑤日本のみならず国際社会での指導力と倫理観に基づく行動力等を教育の

理念としている。 

社会基盤、環境・防災、計画・マネジメントの３部門で構成され各部門ごとに専門的な

科目が配置されている。１年生の「社会環境工学フレッシュセミナー」において、社会環

境工学についての基礎的な理解を得られるように配慮し、３年生の「社会環境工学セミナ

ー」では、先輩たちの実務についての講話や現場見学を通して、自らが専攻している分野
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と実社会とのかかわりについて学び、理解を深められるようにしている。また、３年生後

期には各部門での卒業論文または計画に向けて３部門でのゼミナールを行うとともに、４

年生には卒業論文または計画を実施するための専門演習を設置し、実社会と密接した学問

と人間形成の指導を行っている。 

応用物理学科は、次の時代を切り拓く画期的な科学技術の芽を、最新の物理学を駆使し

て創造できる人材を育成することを目的とした学科である。既存の技術体系を伝承・維持

するだけでは現代社会の急変し多様化する諸問題を解決することはできない。常識にとら

われない自由な着想をもち、それを論理的に発展させてはじめて独創的な技術が生まれる。

それには基礎的で正しい論理的な展開力を物理学に学ぶことが必要となる。これは、理学

の成果を工学へ応用するという「理工学」の精神そのものであり、その意味で本学科は最

も理工学部らしい学科といえよう。 

数学は人類の歴史において常に自然科学研究の理論的基礎であり続けており、最近で

は人文、社会科学においても重要な役割を演じつつある。この観点に立って、数理科学

科では純粋数学の教育のみならず、数学と他の分野とのつながりに重点を置いた教育を

行っている。すなわち、自然現象あるいは社会現象を数学化する過程に重点を置いた教

育を行っている。その結果、数学の成果が他の分野に応用され、応用の必然性が数学を

刺激している。以上のごとく、数学を用いていろいろな現象を解明できる人間を社会に

送りだすことを目的とする。専門分野の教育課程においては、代数、解析、幾何の３分

野および計算数学、確率統計などの応用数学分野の科目群を置いている。３年生前期ま

でに所定の単位数を修得した学生に対し、３年生後期より、少人数のゼミナール形式の

必修科目である数理科学講究を置いている。 

物理学は最も基本的な法則から自然を理解しようとする人類の知的活動である。したが

って、それはまたあらゆる自然科学と工業技術の基礎を形づくっている。物理学科では物

理学の基礎についての十分な理解に基づいて、さまざまな分野で先端的な問題に取り組む

人材を育成することを目標としている。 

化学科は、物質の世界を原子・分子の立場から探究し、科学技術の基礎である現代化学

を学習することを目的とする。特に最近著しい発展を見せている有機化学、無機化学およ

び物理化学の３分野を柱とする学習に特色がある。化合物の合成法、分子構造の決定法、

反応機構や物質の物性を原子・分子レベルで説明する理論などの基礎を身につけることを

学習の到達目標としている。 

電気・情報生命工学科は、人間社会を支える大きな柱である電気電子情報工学および生

命科学のさらなる発展と、両者が出会う領域における教育・研究に立脚した新学問領域の

創成を目指し、これによって「より豊かな人間社会の実現に、新たな知の創造で貢献する

こと」を理念とする。そしてこの理念の下、従来の教育機関ではなされていなかった「電

気電子情報工学と生命科学の両者にしっかりとした軸足をもつ人材を社会へ送り出すこ

と」を目的とする。教育課程は「基礎科目」「専門科目」「応用科目」から構成されてい

る。「基礎科目」は必修科目として設定され、①学生が社会人として身につけておくべき

教養と倫理の養成を目的とする「科学技術と倫理」、②電気・電子・情報・生命の学問体

系を俯瞰する「電気・情報生命フロンティア」、③電気・電子・情報・生命の学問体系を

学んでいくための基礎となる「電磁気学」「回路理論」「コンピュータ」「細胞生物学」、
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④問題探求能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の養成を目的とする

デザイン型科目である「プロジェクト研究」、⑤電気・電子・情報・生命系の項目から構

成される実験科目、⑥学習の集大成である「卒業研究」から構成される。「専門科目」は、

電気・電子・情報・生命の学問体系において同一の専門分野に属する８前後の科目から体

系的に構成される「専門科目群」が 13 用意され、卒業までに２つ以上の「専門科目群」を

修得することを学生に課している。ここで、「専門科目群」を修得するとは、「専門科目

群」に含まれるすべての科目を修得することを意味する。用意した 13 の専門科目群は、電

気・電子・情報・生命という広範な学問体系の主要な部分を体系的にカバーするもので、

学生は、複数の「専門科目群」を修めることで卒業時に異なる複数の専門分野に軸足をも

つことが可能となる。「応用科目」は「専門科目」の修得後、より先端的な知識を習得す

るために設けられた科目であり、すべて選択科目である。 

コンピュータ・ネットワーク工学科は、21 世紀のキーテクノロジーである、コンピュー

タとネットワークの開発と利用を中心とした情報技術と通信技術を融合した ICT 

(Information and communications Technology) を対象領域として、ハードウエア、ソフ

トウエアと基礎、ネットワーク、コンピュータ・ネットワーク応用にわたって最先端技術

を総合的に教育・研究し、世界の科学技術の発展に貢献できる人材の育成を目的としてい

る。 

その教育課程は、学部で共通に設置した１年生から３年生にわたっての複合領域科目・

外国語科目、１・２年生での数学・自然科学・実験を含む理工学基礎科目とともに、１年

生から４年生にわたって配置された専門教育科目によって構成されており、複合領域科目

16 単位、外国語科目 12 単位、理工学基礎科目 20 単位、専門科目 74 単位を含む 136 単位の

修得を義務づけている。これらを通して、深くコンピュータ・ネットワークの専門の学芸

を教授して学生に知的・道徳的および応用的能力を展開させるとともに、幅広く深い教養

および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する教育課程構成となっている。 

 

ⅠＡ群 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

【理念・目的】【実態】【長所】 

理工系では、事実や理論をマスターすることよりもむしろ発展させようとする態度、状

況に順応するよりも変革しようとする態度、結果よりもむしろプロセスを重視する態度が

重要である。こうした態度を身につけるために、専門分野に関する基礎知識と活用はもと

より、演繹だけではなく広い意味での論理能力、コミュニケーション能力、表現能力、変

革する能力を養っていくことを目標とした教育を行っている。そのために、A群科目（複合

領域科目および外国語科目）、B群科目（数学、自然科学、実験・実習・制作、情報関連科

目）を基礎科目として配置している。特に英語教育については理工系学生にとり教養や語

学ではなく必須の道具という考えからカリキュラムを展開している。 

技術者にとり倫理性を養う教育はますます重要性を深めてきている。複合領域科目とし

ては、「現代倫理問題」（２・３年生を対象）を設置し、さらに「生命倫理」「環境倫理」

「経済倫理」「情報倫理」（３・４年生を対象）を設置し、広い視野から科学技術の意味

や価値を問い、自分の専門領域を社会や環境や倫理との関連において見つめ、自ら取り組

める能力を培える教育を行っている。それとともに各専門科目の中においても技術者倫理、
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科学者倫理にかかわる授業を展開している。 

 

ⅠＢ群 「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学

科等の理念・目的、学問の体系性並びに学校教育法第 52 条との適合性 

【実態】【長所】 

機械工学科では、人類にとって有用なシステムを構築し、人類の生活を支えるうえで必

要となる新たなものづくりのために、合理的かつ総合的な視点から高度で実践的な教育を

行い、未来の科学技術を担い、国際的なレベルでも十分に通用する創造的な研究・開発能

力をもつ高度で優秀な開発エンジニアや研究者を養成することを目指している。８部門（産

業数学、流体工学、熱工学、機械設計、精密工学、機械材料工学、計測制御工学、金属加

工）に分かれ、対象とする分野は多岐にわたり、機械の力学的解析やその数理的手法、流

体に関する力学的性質の解明と数値解析、環境や生活環境の保全を配慮した熱エネルギー

とその変換にかかわる現象解析、総合的な設計工学、人間中心の生産システムやロボット

開発、医工学、コミュニケーション工学、機械材料工学、回路論的視点に立つシステムの

力学、新しいプロダクションテクノロジー等の教育と研究を展開している。しっかりとし

た学問的基礎を身につけ、深く専門を学び、先進的な知識と知恵を習得し、自ら研究を行

う能力を涵養する技術者、研究者の養成を重視している。 

環境資源工学科は、科学技術の進歩とともに、「大気・水環境」「資源リサイクリング」「廃

棄物の適正処分・管理」「資源開発と環境保全」「自然災害とその予知・防災」「資源の枯渇

と省資源･省エネルギー」「天然資源の偏在と国際協力」等々の環境問題の根幹にかかわる

重要課題にグローバルな視点から取り組むカリキュラムが組まれている。対象とする分野

も、各種資源の自然環境系からの採取、分離・精製、再生利用、適正処分といった資源の

利用・循環にかかわる技術はもとより、そのシステムを持続可能とし、かつ自然環境系に

おける人間生活を維持する、大気・水環境保全、環境調和型リサイクリング、環境配慮型

素材の開発、地殻環境保全、災害予知・予防等、多岐にわたっている。従来、資源工学と

して培われてきた学問・技術領域を基盤としながら、資源循環型社会の構築や地球規模で

の環境保全を視座に据えた教育と研究を展開している。 

建築学科および専攻の教育の特徴は科学、技術、芸術など建築に関連するさまざまな学

問を総合して構成している点である。その中心となるのが建築の設計製図で、入門から専

門的な領域に至るまで、製図に並行して開講される講義や演習科目とともに、個々の知識

を統合して建築空間を具体的に学び取る。建築や都市の国際的な競技設計などで学生や卒

業生の多くが入選を果たしているのも、その成果の表れである。 

専門教育課程は１年生に始まり、内容は建築意匠・歴史系、都市・環境系および建築工

学系に大別される。建築意匠・歴史系は建築デザイン、建築計画、建築史などの分野、都

市・環境系は都市デザイン、まちづくり、環境計画などの分野を学ぶ。建築工学系は建築

構造、建築設備、建築材料および施工法などの分野で、建築の骨組みや力学的な問題、冷

暖房などの設備、建築材料や構法、さらに建築生産といった技術を習得する。最終年度に

は、それまでに習得した知識や技術をもとに、卒業論文と卒業計画に取り組む。国内外で

活躍する建築家、研究者、実務家としても高く評価される専任教員を中心に、理工学総合

研究センターや専門学校の建築系教授陣、さらに学外からも講師として建築家や企業の研
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究者など、各界のエキスパートが指導にあたっている。また、本学科・専攻は学部の４年

間と修士課程２年間を一貫教育プログラムとして、前半の３年間で基礎的総合的な知識と

能力を養い、後半の３年間は、各専門分野に属し、教授・研究室の研究・実践活動に参画

しながら自らの能力を鍛えることを特色としている。 

人間生活と社会を支える分子や物質を設計し、精密合成して創り出すことから、地球環

境を考慮しながら社会に役立つ反応プロセスを組み立てることまで、その基礎と応用とな

る科学と工学の融合領域が応用化学である。これからの化学工業においては、専門分野に

関する知識のみならず、基礎学力に立脚して電子情報技術からバイオテクノロジーに至る

までの周辺の関連知識も柔軟に身につける必要がある。また、化学産業に携わる者は、反

応や物質を中心とした化学とは別の観点である化学工学の知識と感覚も要求される。応用

化学科では、専門科目を理解するための数学、自然科目群、実験データの処理に必要な情

報リテラシー科目を配置している。さらに、専門実験群の履修につながる理工学基礎実験

を設けている。 

物質開発工学科の学問は広い領域を含むが、４年間でそのすべてを習得するのは難しい。

そのため学生が各自に適した専門性を身につけられるような指針を提供する目的で、共通

必修科目のほかに、２年生から４年生にわたり A・B 二コース制を設けている。A コースは

材料製造および構造材料に対する専門知識を深めることを主眼として、プロセスの基礎科

目と力学的性質に関する科目を修得する。コース必修科目として、「化学熱力学Ⅱ」「凝固

工学」「電気化学の基礎」「金属精錬学」「材料強度・破壊学Ⅰ、Ⅱ」が指定されている。一

方、Bコースは機能材料の専門知識を深めることを主眼に、物質の構造と物理的特性、およ

びその関連性を理解することが必須である。したがって、コース必修科目として、「固体物

理」「結晶学」「数理材料設計学Ⅱ」「物質の量子力学」「物質の統計力学」「物質工学の数理

Ⅱ」が配当されている。 

経営システム工学科の専門教育科目の体系について述べる。１年生の専門教育カリキュ

ラムは体験型導入教育と位置づけ、学ぶべき範囲、事項、社会で要求される経営システム

に関する知識についての概要の把握。２年生は演習重視の必修科目を中心とした基礎教育

による問題の本質の理解と問題解決手法の習得、いわゆる基礎力の養成。３年生は選択科

目を中心とした専門教育、すなわち応用教育。４年生は総合的な力の養成、還元すれば、

具体的な問題の発見と自力での解決を行うべくそれまで習得した手法を統合して効率よく

運用できること、というカリキュラムの基本構想を有している。これらの体系によって先

に述べた学科の理念、学習・教育目標との整合性をとる努力をしている。 

社会環境工学科の理念は、科学技術と社会環境工学の専門知識を基礎とした問題を分析、

洞察し、解決する力の育成、自然や社会の環境変化に自立的に対応する能力と想像力の育

成、日本のみならず国際社会での指導力と倫理観に基づく行動力、科学技術に基づく政策

立案能力の育成等としている。この目的を達成するため、社会基盤部門、環境・防災部門、

計画・マネジメント部門の３部門を柱に置いている。社会基盤部門では、対象とする各種

構造物にかかわる諸問題について、理論的ならびに実験的研究を行っている。環境・防災

部門では、水圏と地圏における環境と防災にかかわる諸問題について、理論的ならびに実

験的研究を行っている。計画・マネジメント部門では、都市・地域の配置と空間構成およ

び市街地整備、都市交通および都市基盤施設、景観計画・デザインの研究を行っている。
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このように多様な研究課題を対象としている。 

応用物理学科では、物理学を応用するという立場から、基礎的な物理学を体系的に学び

物理学的な思考方法を身につける必要がある。その意味では物理学科で必要とされる教育

と違いはない。しかしながら、物理学を「工学分野に」応用するという立場から、物理学

以外に工学で必要とされる情報系、計測系の科目も重視している。したがって、基本的に

は物理学科と同様なカリキュラムであるが、次のような差異がある。物理学科では必修に

なっている３年生の「電磁気学 C」「量子力学 B」「統計力学 B」が選択科目となる。また、

物理学科では選択になっている「回路理論 A」、設定のない「回路理論 B」が３年生に必修

になっている。さらに物理学科には設定のない選択科目として、３年生に「システム制御

工学 A」「情報処理システム」「情報理論」「真空技術」「光学 B」、４年生に「システム

制御工学 B」「応用光学」「光エレクトロニクス」が配置されている。また、物理学科の「物

理学研究ゼミナール」は「応用物理学研究ゼミナール」に、「物理学実験 A、B」は「応用物

理学実験 A、B」に、「物理学演習 A」「物理学演習 B」はそれぞれ「物理学演習」「応用物理

学演習」に変更されている。このような差異は、学科の理念や目的の差異によるものであ

る。また、物理学科よりも応用を重視しているが学校教育法第 52 条に適合する。 

数理科学科の理念・目的は数学を用いて、いろいろな現象を解明できる人間を育成する

ことである。こうした観点から、１年生において数学概論Ⅰ、Ⅱ(集合、位相)の科目を置

き、数学的な考え方を養うため数理科学演習(少人数グループでの数学の専門書の輪講)を

置いている。２年生においては、純粋数学の伝統的な分野を教授するため(代数学 A、代数

学演習) (解析学、同演習) (幾何学 A、幾何学演習) (関数論 A) を置いている。以上

述べた科目はすべて専門必修科目であるが、４年間にとるべき科目として、現象の数理１、

２をはじめとして 47 科目の選択必修科目が展開している。以上の科目により、学生は数学

のより高度な理論を体系的に学習することができる。そして３年生前期までに所定の単位

数を修得した学生は３年生後期より４年生にかけて、少人数のゼミナール形式の必修科目

である数理科学講究において、より専門的な数学を学び自ら問題を解決する能力を身につ

けることができる。 

物理学科の専門カリキュラムでは、まず物理学の基礎を体系的に学習し、そのうえで、

特に現在活発に発展しつつある最先端分野ヘスムーズにつながるように配慮している。さ

らに、物理学が先端的な工業技術に応用されている分野へ進めるような科目の構成をとっ

ている。専門必修科目として、１年生に「物理入門」「場の数理」物理学研究ゼミナール」

「数学概論１」、２年生に「解析力学」「波動・量子論」「電磁気学 A」「電磁気学 B」「熱力

学」「数学概論２」「複素数関数論」、３年生に「電磁気学 C」「量子力学 A」「量子力学 B」「統

計力学 A」「統計力学 B」、４年生に「物理学実験 B」「卒業研究」が全学生に共通の基盤とし

て配当されている。このほかに、各学生の興味に沿って選択可能な専門選択科目として、

１年生に「地球科学 A「地球科学 B」、２年生に「物理学演習 A」「数学演習」「回路理論 A」

「IT 入門 B１」「IT 入門 B２」、３年生に「物理学演習 B」「物理実験 A」「物理実験学」「固

体物理学 A」「固体物理学 B」「連続体の物理」「光学 A」「相対性理論」「非線形現象の数理」

「関数解析」「偏微分方程式論」「生物学 A」「生物学 B」「電子工学 A」「電子工学 B」「応用

確率過程」「数理科学 B」「計測原論 A」「計測原論 B」「デジタル信号処理」「計測システム」、

４年生に「場の量子論入門」「原子核物理学」「素粒子物理学」「宇宙物理学」「原子核実験
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学」「量子光学」「プラズマ物理学」「生物物理学」「高分子機能物性」「応用解析」「放射性

同位元素実験学」「現代物理学特論」が配当されている。ただし、選択科目となってはいる

が、演習科目・実験科目は可能な限り選択するように学生への指導が行われている。これ

ら専門科目は、学科の理念・目的を実現するように体系的に設置してある。もちろん現代

物理学の体系にも沿った配置となっている。しっかりとした基礎を全般に身につけ、深く

専門を学び、自ら研究を行う能力を開発する、という教育体系になっており学校教育法第 

52 条にも適合する。 

化学科は、物質の世界を原子・分子の立場から探究し、科学技術の基礎である現代化学

を学習することを目的とする。化学科のカリキュラムは有機化学、無機分析化学および物

理化学の３分野を中心に組まれており、化学の学問体系との整合性を重視している。専門

教育の必修科目のうち、講義科目として基礎化学 A・B、有機化学 A～C、無機化学 A～C、分

析化学概論および物理化学 A～Cを、演習科目として基礎化学演習および物理化学演習の２

科目を、また実験科目として有機化学実験、無機分析化学実験、機器分析実験、物理化学

実験の４科目と卒業論文を設置しており、カリキュラム体系の主要科目として位置づけて

いる。選択科目としては主要３分野に分類される講義科目のほか、化学工業や生物化学の

関連科目を応用化学科と共同で設置しており、生命倫理や化学英語に関する科目も含め、

周辺境界領域との関連性が理解できるよう配慮がなされている。 

電気・情報生命工学科の理念は、より豊かな人間社会の実現に、電気電子情報工学、生

命科学、およびこれらが出会う学問領域における新たな知の創造をもって貢献することで

あり、その目的は、これらの領域において新たな知を創造しうる人材を養成することであ

る。こうした観点から、電気・電子・情報・生命の学問体系を学ぶための基礎となる「電

磁気学」「回路理論」「コンピュータ」「細胞生物学」、およびこれらの学問体系を俯瞰する

「電気・情報生命フロンティア」を必修科目として設置している。選択科目は、同一の専

門分野に属する８前後の専門科目から体系的に構成される「専門科目群」が 13 用意され、

電気・電子・情報・生命の広範な学問体系における主要な部分を体系的にカバーしている。

用意している 13 の専門科目群は「エネルギーパワー」「制御理論」「電子材料物性」「場の

量子論」「分子生命」「情報生命」「計測工学」「通信工学」「電子回路」「分子工学」「コンピ

ューティング」「信号処理」「計算機工学」である。学生には、卒業時までに２つ以上の「専

門科目群」を修得することを課している。これら以外の選択科目として、専門科目の修得

の後、より先進的な知識の習得を目的とする応用科目がある。応用科目は、すべての専門

科目群に対応した科目を用意している。 

コンピュータ・ネットワーク工学科は、その目的とする ICT (Information and 

Communications Technology) 分野において世界の科学技術の発展に貢献できる人材育成を

達成するため、ICT 分野教育での世界標準ともいえる IEEE/ACM computing curricula 2001 

も考慮して、最先端のハード・ソフト・ネットワークと活用技術がバランスよく習得でき

るように専門教育科目が配置されている。 

すなわち、１年生には、ICT 分野を概観しその先端研究の点描する「情報・ネットワーク

概論」「最先端技術入門」、ICT 学習の基本となる「情報リテラシー」「プログラミング A、B」

「論理回路」を配置して、続く３年間の専門教育の土台を固める。 

２・３年生には、ハード系（回路理論、コンピュータアーキテクチャ、電子回路）、ソフ
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ト系（情報数学、アルゴリズムとデータ構造、オペレーティングシステム、ソフトウエア

工学）、 

ネットワーク系（情報ネットワーク、情報理論、信号処理）の基幹科目と情報・ネットワ

ーク実験 A、B を必修として配置するとともに、多くの選択科目を配置してある。加えて、

プロジェクト研究 A～Dを各学期に置き、意欲的な学生が自ら目標を立て、立案し、研究（調

査、実験、開発など）を行える仕組みも設けている。 

４年生には、卒業研究を主軸に据えるとともに、先端分野の研究者を招いて行うオムニ

バス形式の講義「情報フロンティア」や大学院科目の先取り履修する多くの科目が選択科

目として配置してある。 

選択科目の中には、IT と政策、情報社会論、情報通信産業論など、社会との関連を論じ

るものも設けてあり、理工学部で共通に設けられている複合領域科目と相まって、ICT 分野

を対象に幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する科目配置

をとっている。 

コンピュータ・ネットワーク工学科では、情報技術の急速な進展に対する社会的な要請

に鑑み、その基礎となる情報科学・情報工学・通信工学の理論体系を基礎から先端技術、

ソフトウエア・ハードウエア・ネットワークコンピューティング・システム化などについ

て実験と演習を重視しながら学習できるように留意する。また特に最近になって問題にな

ってきたネットワーク運用時のマナーとエチケットの重要性を再確認させる。これは学校

教育法第 52 条の精神と適合するものである。 

複合領域の理念は、広い視野をもってそれぞれの専門分野を見ることができる学生の育

成であるが、希望する学生は、３年生から「複合領域コース」に進むことによって、専門

学科で身につけた知識や能力のほかに、理工学と人文・社会科学を横断する複合的な課題

に取り組むことができる。複合領域コースの研究課題は、科学技術と社会の関係を深く洞

察する能力を養う「科学技術政策系」と、他者と協働し共に生きていくためのコミュニケ

ーションや表現の能力を高めていく「表現工学系」の２つに大別され、それぞれにおいて、

基礎演習、複合領域演習、卒業論文・制作において、流動的な現代社会の問題群に取り組

む能力を育成している。 

 

ⅠＢ群 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、

豊かな人間性を涵養」するための配慮の適切性 

【実態】【長所】 

「一般教養的授業科目」のうち、人文・社会科学系科目と外国語科目は、「複合領域」によ

って展開されている。 

「A１群科目（複合領域科目）」は、第一に、人間・社会に関する基本的な事柄（生活常識、

人生の目標、人間関係など）を学習し、日常生活に潜む問題を洞察する能力を養うこと、

第二に、人文・社会科学の諸領域、および理工学と人文社会科学を横断する複合的な視点

から問題に取り組む能力を養う。 

 現代は地球上のさまざまな地域に活躍の場を求め交流することが求められる時代である。

「A２群科目（外国語科目）」は、そうした時代にふさわしい実践的コミュニケーション能

力を育てるとともに、幅広く「他者の営み」を理解しようと努める「一般教養的授業科目」
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としての外国語教育という性格をも併せ持っている。理工学部では、英語を必修、初修外

国語（ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語）を選択必修とする二言語

必修が採用されている。 

 以上の編成によって、教養を背景とする総合的な判断力と豊かな人間性を涵養する配慮

がなされている。 

 

ⅠＢ群 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化

等の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

機械工学科では、国際化、グローバル化の中で、大学低学年から実践的な英語力を身に

つけていく教育を志向し、オーラル、専門論文作成力、討論力を養っていく。そのために

も、１・２年生で TOEIC の高得点の習得を促すとともに、卒業・進学条件に加えてゆく予

定である。専門講義の中での外国著書、論文の一部採用、将来的には英語による講義など

を増やし英語環境への整備・学生のモチベーションを高揚する。ゼミナールに進入する３

年生からは専門講義に加え、多くの科学論文、専門論文による身についた英語思考の訓練

を行っていく。さらに、大学院においては、国際会議における発表を土台として、論文作

成、発表の実践、討論の訓練などを行っていく。 

環境資源工学科では、国際化の進展に適切に対応するために１・２年生で実践力のある

英語力を身につけるカリキュラムを取り入れ、またこれからは TOEIC の得点を卒業条件に

加えていく予定である。資源問題に関しては海外の論文が多く卒業研究において学生は多

くの海外参考文献を読む必要がある。 

応用化学科では、国際的に通用する化学を基軸にした人材や、反応プロセスや製造プロ

セスを至適設計できる社会に通用する人材を養成するために、外国語科目履修により、国

際的な文化への理解を深めるとともに、コミュニケーション能力を身につけさせ、定量的

な評価を行っている。併せて、外国語の科学論文の書き方、発表の方法を招聘した専門家

が講述している。 

物質開発工学科では、４年生の卒業研究において、原書および原著論文を読ませている。

また、学部・大学院共通科目として「Introduction to Industrial Ecology」を設け、す

べて英語による講義を行っている。 

経営システム工学科では、JABEE（日本技術者教育認定機構）の評価基準に適合すること

を考え、海外協定校からの学生の講義・演習、研究科学生のゼミへの参加（本年度は４人、

４週間の参加）、学内の国際教養学部との連携をとったアメリカ人学生参加の形の演習の企

画（４年生演習の６コマ、アメリカ人学生 14 人参加）、夏期休暇を利用した単なる短期語

学研修にとどまらない技術英語、あるいは正規講義への参加という独自のプログラムの運

用（本年度は 15 人の参加）によって、国際化、外国語能力の育成を試みている。 

社会環境工学科においては４年生の卒業論文、計画において研究内容と関連した英語で

の研究論文、原著、資料を読ませ理解させている。留学生や外国人研究員との研究室での

生活を通じて英語力の向上と必要性の認識を図っている。 

物理学科、応用物理学科では学部に設置された外国語科目を履修するほか、研究者・技

術者として将来活躍していく際に重要となる専門分野におけるディスカッション能力の養
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成を重視している。そのため国外からの研究者の招聘や講演会の開催を頻繁に行っている。

主な対象は大学院学生になるが、高学年学部生でも興味に近い分野や基礎的な内容の講演

会では有意義な機会が得られるので、積極的に参加するように呼びかけている。研究室に

よっては、招聘研究者に対して、学生が各自の研究を紹介することを通してコミュニケー

ション能力を養う教育を行っているところもある。 

数理科学科においては、３年生から４年生にかけての必修科目（数理科学講究）におい

て多くの場合、卒業研究として原書または原書の論文を読ませている。 

化学科では、大学院設置科目の「化学英語」を先取り履修科目として設置しており、外

国人教員が担当している。また４年生の卒業論文では輪講あるいは文献紹介を研究室単位

のゼミ形式で行っており、最新の研究題材を取りあげた語学教育を少人数単位で実践して

いる。 

電気・情報生命工学科では、４年生の卒業研究において多くの場合、研究内容に即した

原書または原著論文を読ませている。また、複数の研究室では卒業研究の指導を日本語と

英語の併用によって行っている。 

コンピュータ・ネットワーク工学科の卒業研究においては、多くの場合、外国語、とり

わけ英語で書かれた複数の論文を読みこなし、そこに書かれている科学技術的内容を正し

く理解することが必要となる。そうした必要性に応えられるだけの英語力を、共通に用意

された基本英語科目で身につけ、保ち続けるようにという指導を年度初めのガイダンスで

行っている。さらに、外国からの訪問研究者による講演会や希望者に対するセミナーなど

をできる限り設け、英語学習のインセンティブを与える機会としている。特に、非英語圏

からの研究者の講演を聴き、議論することは、国際化等への進展に有用な教育機会となっ

ている。 

複合領域設置の「A２群科目（外国語科目）」は、２年生までに英語を含む二言語で 12 単

位を必修としているが、そのほかに、さらに進んで学びたい学生のための上級科目（３・

４年生）として、「外国語セミナー」を設置している。 

 

ⅠＢ群 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教

養的授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

【実態】【長所】【問題点】 

これらの目標を実現する仕組みとして、以下に示す体系的にデザインされたカリキュラ

ムを用いて教育を実施し、着実かつ大きな効果を挙げている。 

（a）複合領域科目：綜合・基礎・特論科目群からなる。 

（b）外国語科目：英語および初修外国語関連科目群からなる。 

（c）数学：数理系５科目からなる。 

（d）自然科学：物理・化学系３科目からなる。 

（e）実験・実習・制作：理工学基礎実験４科目からなる。 

（f）情報関連科目：IT 関連３科目からなる。 

（g）専門教育科目：各学科の設計による（学科別の項を参照）。 

（h）自主挑戦科目・保健体育科目：理工文化論、ボランティア、インターンシップ、スポ

ーツ関連科目、計７科目からなる。 



Ⅲ－06―18 

各学科および各学生はこれらの科目群から必要とした科目を設定・履修する。各々の必

要単位数は学部要項を参照のこと。 

【改善の方法】 

なお、これらの教育目的の適切性やカリキュラムの適切性については、各科目ごとの学

生からの意見聴取や専任教員間の意見交換、また、学科会議および学部関連委員会におけ

る検討を通して、毎年次年度の体制改善に利用し、一定の水準を確保している。 

 

ⅠＢ群 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

【実態】【長所】 

基本的な方針、枠組み等については入試教育検討委員会で実施内容・運営方法について

検討し、その答申を受けて学術院長が原案を作成し、主任会、教授会に諮って実施・運営

し、責任を負っている。基礎実験については実験室運営委員会が詳細な内容を検討して実

施案を作成し、実施・運営を担当している。また数学、物理、化学等については、それぞ

れ数理科学科、物理・応用物理学科、化学・応用化学科等が詳細な内容を検討して実施案

を作成し、実施・運営を担当している。2005 年度より、英語教育運営委員会、初修外国語

科目運営委員会、情報系基礎科目運営委員会、人文社会科目運営委員会、共通実験運営委

員会、数学科目運営委員会、物理科目運営委員会、化学科目運営委員会、生物科目運営委

員会を発足させ、基礎教育と教養教育科目担当教員、受講学科教員、学術院長室教務主任

で委員会を構成し、詳細な内容を検討して実施案を作成し、実施・運営を担当している。

この科目検討委員会の設置により、教育担当者と受講学科教員との連絡が一層密になり、

きめ細かい基礎教育と教養教育科目の運営・実施体制が構築された。 

 

ⅠＣ群 グローバル化時代に対応させた教育、倫理性を培う教育、コミュニケーション能

力等のスキルを涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の

教養教育上の位置づけ 

【実態】【長所】 

応用化学科において、専門基礎科目群では、講義、演習、実験を有機的にセットして、

応用化学の基礎を習得させようとしている。さらに専門選択では、基礎に裏打ちされた先

端分野の理解を深めている。これらを通して、世界の先端を理解できる能力を涵養してい

る。また、専門実験や卒論研究で、安全に対する考え方、プレゼンテーション能力やコミ

ュニケーション能力を養っている。 

経営システム工学科では、上述の国際化プログラムに加えて、外資系企業ならびにグロ

ーバル商社の講師による異文化に関する啓蒙、コミュニケーション、プレゼンテーション

能力の向上に関する演習を卒業間近の４年生後期に組んでいる。 

物理学科、応用物理学科では、特に１年生の物理学研究ゼミナールおよび応用物理学ゼ

ミナール、４年生の卒業研究発表を通してコミュニケーション能力の涵養がカリキュラム

上で図られているが、同時に、実用的なコミュニケーション能力は、まず自分の専門分野

に関して十分に議論できることが必要と考える。学問の世界で交友関係を深めれば、自然

と日常的な話題に関するコミュニケーション能力も増すであろう。あるいは不足を感じれ

ば自ら学習しようという意欲も湧く。そのような考えに基づいて、学部上級生から大学院
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学生に向けて、諸外国からの研究訪問者の講演会を頻繁に開催している。特に、21 世紀 COE

“自己組織系物理”拠点の活動が始まって以来、学部学生・大学院学生ともに、英語によ

る講演会に参加したり、英語で口頭発表したりといった、生の英語に接する機会が飛躍的

に増した。また、研究室単位で訪問研究者との交流を頻繁に行っている。さらに、いくつ

かの研究室が定期的に合同で研究発表会を開催して、発表の仕方や質問・討議などの訓練

をしている。 

 

ⅠＣ群 起業家的能力を涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育

の教育課程上の位置づけ 

【実態】【長所】 

機械工学科では、専門選択科目において、各種業界の起業家あるいは企業の専門職・課

長・部長・取締役・社長など起業経験のある幹部を招聘して、企業における理念の立て方、

経営企画の立案、実行、新規事業の実施の際の問題点・解決手法・研究手法の実際を学生

に直接語りかける科目を実施中であり、起業家的かつ企業内起業家の能力を涵養している。 

応用化学科では、特に起業家的能力を涵養するための科目を設置していないが、応用化

学科卒の OB で構成される応用化学会が、学内にボランティアとして常駐しており、企業相

談ガイダンス、OB 講演会を開催し、学生への起業家的能力、社会への貢献について、理解

を深める場を提供している。 

経営システム工学科では、ビジネスゲーム、システム開発演習などの科目において、企

業から招聘した講師による起業に関する知識・能力に関する講義を設置している。 

 

ⅠＣ群 学生の心身の健康の保持・増進のための教育的配慮の状況 

【実態】【長所】【改善の方法】 

機械工学科では、学年担任制度を設け、年度ごとに科目履修状況をチェックし、必要に

応じて、学生との面談を行っている。面談した学生の記録は残し、常に追跡できるように

している。学生に特別な心身の問題がおきたときには、学生ならびに両親と面談し今後の

学業の履修の仕方等を緻密に相談している。また、３年生からは、ゼミ進入後に指導教員

から個別な指導、育成が行われている。 

応用化学科では、学年担任制度を設け、半期ごとに科目履修状況をチェックし、必要に

応じて学生・両親と面談を行っている。面談した学生の記録は残し、常に追跡できるよう

にしている。また、各学年にクラス委員を設け、定期的に教員と学生で懇談し、課題の抽

出を行っている。これらが、学生の心身の健康保持に役立っている。 

 

（カリキュラムにおける高・大の接続） 

ⅠＡ群 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本学部では、一般入試以外による入学者に対し、入学前準備教育を実施している。附属・

系属からの進学者、一般高校推薦入学者および特別選抜入学試験「AO 入試」による入学者

の中で、希望者を対象に、Tutorial English(ごく少人数制の英会話教育）、情報講座、文

章表現講座を開講している。また、帰国生入学者に対しては、希望者を対象に、基礎科目
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（英語・数学・物理・化学・生物）の講座を開講している。さらに、一般高校推薦および

特別選抜入学者に対しては、入学学科から課題（レポート、数学・物理・化学などの基礎・

応用問題等）を課している。 

これらは、スムーズに大学教育へ移行できるよう、中等教育の要点確認とともに各学科

の特性を反映した内容となっており、一定の成果は得られている。 

【問題点】【改善の方法】 

今後さらに、内容を吟味し、より充実させていく必要があると認識している。 

 

（カリキュラムと国家試験） 

ⅠＣ群 国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、受験率・合

格者数・合格率 

【実態】 

経営システム工学科では、JABEE（日本技術者教育認定機構）の５年間認定を 2004 年度

に取得したことによって、国家試験・技術士の一次試験免除の措置が受けられるようにな

っている。 

社会環境工学科では、１年生の測量、空間情報学、空間情報実習は、測量士、測量士補

の受験資格と密接な関係がある。また２級土木技術者、技術士補、２級建築士は学部の専

門科目を選択することにより受験資格ができる。これ以上のランクの資格は卒業後の実務

経験を経て取得可能である。このため、建設、コンサル関係に進学希望の学生の受験者数

は多く、合格率は高い。 

 

（インターンシップ、ボランティア） 

ⅠＣ群 インターン・シップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの

実施の適切性 

【実態】【長所】 

理工学部は D群科目(自主挑戦科目)として２単位認定している。また、建築学科、社会

環境工学科では専門科目として認定し、それぞれ３単位、２単位を認定している。インタ

ーン・シップを希望する学生は、事前に学部事務所へ届け出を行い、「学生教育研究損害

賠償責任保険」へ加入することとしている。成績評価は、学生が記載する「インターン・

シップ実習報告書」、受け入れ先担当者が記載する「インターン・シップ実習評価書」の

それぞれを学部事務所に提出し、理工学部の教員で構成される担当者会にて評価を行い、

当該学科へ送付しその確認を学科主任が行っている。さらにインターン・シップに参加し

た学生から学部報への投稿を介して、当制度の広報も行っている。その報告内容を見る限

り、本学部で意図していた成果の習得がなされたと理解している。 

 

ⅠＣ群 ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステム

の実施の適切性 

【実態】【長所】 

 理工学部は D群科目(自主挑戦科目)として２単位認定している。成績評価は、前年度に

活動した内容を「活動報告」と活動を通じて得られた経験をレポートあるいは作品の形で
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学部事務所に提出し、理工学部の教員で構成される担当者会にて活動内容の確認を行い、

評価している。さらに、ボランティアに参加した学生から学部報への投稿も行っている。

その報告内容から判断する限り、本システム実施が適切になされている、と理解している。 

 

（履修科目の区分） 

ⅠＢ群 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

【実態】 

 理工学部の各学科が設置している科目の単位数内訳は次表のとおり。 

 

＊2004年度学部要綱より                      (単位：単位数) 

 必修 選択必修 選択 必要 

機械工学科 42 ０ 98 56 

環境資源工学科 44 2[１] 74 68 

建築学科 46 34[２] 85 68 

応用化学科 52[３] ０ 86 71 

物質開発工学科 59[４] ０ 64 67 

経営システム工学科 48[５] ８[６] 79 74 

社会環境工学科 38 12[７] 75 72 

応用物理学科 42 ０ 114 56 

数理科学科 38 ０ 118 60 

物理学科 44 ０ 96 56 

化学科 48 ０ 71 68 

電気・情報生命工学科 18 15[２] 156 67 

コンピュータ・ネットワーク工学科 53 ０ 117 74 

[1]１単位以上を修得する。 

[2]８単位を修得する。 

[3]コースによって実験科目が異なる。必要単位は 50 単位。 

[4]コースによって必修科目が異なる。必要単位は 47 単位。 

[5]演習科目は４単位修得する。必要単位は 44 単位。 

[6]４単位以上を修得する。 

[7]４単位修得する。 

 

 学科が定める専門科目の必要単位数は表にあるとおりである。卒業必要単位数(130～

136)から比較すると半数以上を専門科目が占めていることになる。これは各学科とも基礎

から応用へとその専門領域の科目を多数設置することにより、優れた人材育成のための専

門性を高めていることが窺え、適切な措置であると判断している。また、各学科が設置し

ている専門科目単位数は、卒業必要単位数を大きく超えており選択科目の幅広い提供がな

されており、必修・選択の量的配分は妥当であると判断している。 

 各学科で共通した時間割構成は、１・２年生においては A、B 群科目（一般教養および
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外国語科目）を重点的に履修させ、専門科目は基礎的な内容の学修とし、専門選択科目を

少なくしている。３・４年生においては専門的な講義が増え、各専門分野に特化した選択

科目を多く配当している。 

 

（授業形態と単位の関係） 

ⅠＡ群 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単

位計算方法の妥当性 

【実態】【長所】 

 講義科目は半期２週時数当たり２単位とし、演習科目は半期２週時数当たり１単位を標

準としている。演習科目の中でも講義的内容の多いものは２単位としている。実験・実習

科目は半期２週時数当たり１単位を標準としているが、内容に応じて単位数を決めている。

以上は、大学設置基準第 21 条に指定された基準内であり、各々の授業科目の単位計算方

法は妥当であると判断している。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅠＢ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学にあっては、実施している単位互換

方法の適切性 

【実態】【長所】 

 理工学部では、本学が結んでいる協定校と単位互換制度を実施している。国内では、５

大学間交流(学習院大学、学習院女子大学、日本女子大学、立教大学、本学)をはじめとし

「武蔵野美術大学」「東京女子医科大学」「東京家政大学」、さらには京都地域 45 大学・短

期大学、そして国内留学として「同志社大学」が挙げられる。 

 この制度を利用して修得した単位数は「他学部聴講」扱いとして認定し、卒業必要単位

数に加算されることになっている。理工学部において、他学科をまたがった単位修得や本

学他学部の単位修得を「他学科・他学部聴講」として認定しており、それと同等の扱いと

するとの考えに基づいていることから、単位互換方法は適切であると判断している。 

 

ⅠＢ群 大学以外の教育施設等での学修や入学前の既修得単位を単位認定している大学・

学部等にあっては、実施している単位認定方法の適切性 

【実態】【長所】 

 理工学部では、大学以外の教育施設等での学修を単位認定した実績はない。入学前の既

修得単位の単位認定として①高校時代に本学オープン教育センター設置科目を修得した

場合、②３年生編入学者(学士入学)を行っている。単位認定方法は、①の場合について、

本学部の基準に基づき認定を行う。②の場合について、本学部へ入学前に在学していた大

学等で修得した単位を一般教育科目と専門科目とに分類し、一般教育科目については本学

部執行部が、専門科目については各学科ごとに審議し、学内審査の基準に基づきそれぞれ

A、B 群科目（一般教養および外国語科目）、C 群科目（専門科目）と同一の科目を履修し

たと認められるときに、当該科目の履修を免除しその単位を認定する。この単位認定方法

は大学設置基準第 30 条に適合したものであり、適切であると判断している。 
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ⅠＢ群 卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合 

【実態】【長所】 

 理工学部では、本学の他学部・他学科等による認定単位数は、「他学科・他学部聴講」

に分類され卒業必要単位数に加算される。加算される上限単位数は下表のとおりである。 

 

学科名 他学科 他学部 計 学科名 他学科 他学部 計 

機 械 ４ ４ ４ 応 物 ４ ４ ４ 

資 源 ０ ０ ０ 数 理 制限なし 

建 築 ０ ０ ０ 物 理 ４ ４ ４ 

応 化 ４ ４ ８ 化 学 ８ ８ ８ 

物 開 制限なし 電 生 制限なし 

経 営 12 ８ 12 Ｃ Ｓ 制限なし 

社 工 ０ ０ ０     

 

 卒業必要単位数が 124～136 単位であることから判断すると、当該認定単位数は比較的

小さな割合を占めるにすぎない。しかし本学部では、所属学科の専門領域のほかに他学科

の興味のある科目を履修する学生が非常に多く、ほとんどの学生が「他学科・他学部聴講」

を行っている。 

 

ⅠＣ群 海外の大学との学生交流協定の締結状況とそのカリキュラム上の位置づけ 

【実態】【長所】 

 早稲田大学は 73 カ国 468 大学と協定を結んでおり、派遣留学生の選考は留学センター

が TOEFL のスコアや面接・筆記試験などを実施し決定している。提供している学生交流プ

ログラムは「交換留学プログラム」「Thematic Studies Abroad(TSA)プログラム」

「Individualized Studies Abroad(ISA)」「ダブルディグリープログラム(学部生対象)」

「短期プログラム(春・夏季)」の５つが用意されている。留学に際し、留学センターは、

語学能力、学習・研究計画などについて審査を行っている。 

先に述べた５つのプログラムやコースによって、学籍上の扱いが「留学」「休学」およ

び「在学」と異なっており、その違いは学費に連動される仕組みになっている。また、留

学先で修得した単位を本学の卒業必要単位の一部として認定されるよう申請することが

できる。なお、「休学」扱いの留学においては、修得した単位を本学の卒業必要単位に振

り替えることはできない。 

 

（開設授業科目における専・兼比率等） 

ⅠＢ群 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

【実態】 

 2004 年度における理工学部専門科目の総数は 990 科目であり、そのうち 791 科目を専任

教員が担当した。「大学基礎データ」を参照されたい。 
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ⅠＢ群 兼任教員等の教育課程への関与の状況 

【実態】 

 2004 年度における兼任教員が関与した科目は 425 科目程度あった。「大学基礎データ」

を参照されたい。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅠＣ群 社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

【実態】【長所】 

 理工学部では、外国人留学生・帰国学生に対し、いくつかの対応を行っている。まず、

外国人留学生は、国際交流支援室が授業編成や科目登録の方法等の支援を行っている。ま

た、帰国学生に対しては、英語圏帰りの学生が多数であることから、英語教員による面談

を行い、必要に応じて上級英語のクラスを受講させる措置をとっている。 

 また、数学、物理の基礎教育科目については、担当学科教員による質疑応答の時間帯を

設けている。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅠＢ群 生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性 

 

※大学全体で記述。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅠＢ群 教育上の効果を測定するための方法の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】【改善の方法】 

本学部における教育効果を教育プロセスとのかかわりで測定する方法として、2002 年度

より授業科目ごとの「学生による授業評価」を実施している。2004 年度後期からはウェブ

による評価データ入力システムを導入し、回答の便を図っている。設問項目は、５段階択

一式評価法によるものと記述設問からなり、前者は教員の講義内容・方法・授業環境に関

するもの、学生の取り組み・理解度・意欲等、計 18 項目（科目によって若干異なる）、後

者は授業の感想・要望等が自由形式で入力される。意見の集約度合いについては、実施科

目率（授業評価を実施している科目の割合）、回答率などの統計により把握している。一方、

教育効果を結果により測定する方法として、就職状況および大学院進学率をとらえている。

また、一部の学科では JABEE 認定を取得しており、この一環でカリキュラム委員会、学生

委員会を組織し、効果測定と改善に注力している。 

 

ⅠＢ群 教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

４年生担任、就職担当教員 

合意の確立状況を端的に示す指標として、前項で記した実施科目率が挙げられる。これ

は評価システム導入以来、80％前後で推移しており、一定水準の合意確立がなされている
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と考えられる。しかしなお、100％達成を目標に努力中である。一方、結果系である就職状

況および大学院進学率に関しては、各学科とも４年生担任、就職担当教員を任命し、学部

全体として学生の進路指導体制が確立している。 

 

ⅠＢ群 教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【改善の方法】 

「学生による授業評価」システムについては、全学組織であるオープン教育センターにお

いて運用、管理、解析しており、評価スコアについては、各教員が授業改善をなし次年度

に反映できるよう、毎年、担当教員にフィードバックしている。一方、学生の進路状況に

ついては、各学科および学生の進路問題統括全学組織であるキャリアセンターにおいて就

職状況や大学院進学状況を把握しており、問題把握と次年度への取り組みに反映している。 

 

ⅠＢ群 卒業生の進路状況 

【実態】 

機械工学科では、産業界のすべての分野に対応できる基礎的学問と広い知識と解決能力

を身につけることができるために、卒業生の進路は多岐にわたっている。大学院進学者以

外の学部卒業生と大学院修了者を合わせた内訳は、自動車（14.7％）、電機・重工（17.4％）、

電子機器（13.8％）、部品・部材・精密（17.4％）、産業機械（4.6％）、ソフト・情報（7.3％）、

交通運輸（4.6％）、鉄鋼・素材（1.8％）、建設・エンジニアリング（5.5％）、エネルギー

（3.7％）、銀行商社・サ－ビス・食品他（9.2％）となっている。毎年度、学部卒業生の６

割強が大学院に進学する。 

環境資源分野においては広い視野と基礎知識を身につけることができるため、環境資源

工学科卒業生の進路も多岐にわたっており、ここ５年間の平均で機械・電気を含むエンジ

ニアリング分野（24％）、地質・ガスコンサルタント（2.1％）、情報・ソフトウエア（13％）、

鉱業・金属工業（13％）、建設（７％）、商社（７％）、化学・セラミックス（６％）、その

他（９％）などに就職している。なお、大学院進学率は６割程度である。 

建築学科の卒業生は大学院へ進学する率が極めて高く、理工学部全体の中でも顕著であ

る。例えば 2004 年度の場合では、留年の学生数を除いた卒業生 167 人のうち 69％に及ぶ

115 人が本大学、および他大学大学院への進学・編入を果たしている。学士号を取得したに

もかかわらず、科目等履修生として卒業後も大学で受講を希望する者がほかに３％を占め

るのも、次年度の大学院受験に備えた進学希望者数と推測することができ、これらの数字

には建築学に関する幅広い知識とより高度な専門性を強く希求する学生の意識がよく反映

されているといえよう。大きな教育効果の表れであると建築学科では認識している。 

建築学科における就職者の内訳は、ゼネコン（３％）、ハウスメーカー（３％）、アトリ

エ事務所（２％）、不動産デベロッパー（２％）、コンサルタント（１％）、金融業（１％）

などで、建築の設計施工に直接は携わらないが、関連分野において建築の専門知識を有効

に生かそうと試みる学生が近年は増加の傾向にある。 

理工学部の中でも女子の数が多いのも建築学科の特色であり、現在では学生数の４分の

１を女子が占める状況にある。女子の場合、進学率は男子に比べてさらに高い。成績が優

秀なこうした女子を、広範な分野へ社会進出させることに成功していると本学科では考え
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ている。 

応用化学科では、学部・大学院一貫教育を目指しており、例年７割以上が大学院（応用

化学専攻、生命理工学専攻、ナノ理工学専攻）に進学する。さらに修士に進学した学生の

１割以上が博士後期課程に進学し、博士（工学）を取得する。卒業者の就職先は、化学系

の企業が多くを占めるが、応用化学の専門知識が広い分野で求められていることを背景に、

機械、電気、医薬品、食品、情報などの分野での活躍が期待できる。 

物質開発工学科における 2004 年度卒業生の進路は以下のとおりである。大学院進学

（75％）、情報産業（８％）、製造業（８％）、金融・保険業（４％）、公務員（１％）、その

他の進路（４％）。 

経営システム工学科の 2005 年３月の学部、研究科の進路状況を（   ）内に、それぞ

れの順に示す。進学（62％、３％）、金融・証券・保険（４％、４％）、サービス（10％、

19％）、 商社（３％、０％）、ソフトウエア・情報（７％、７％）、通信・マスコミ（１％、

６％）、メーカー（11％、52％）、その他（２％、９％）。 

社会環境工学科においては学部卒業生の約 60％が大学院に進学する。学部卒業生の就職

先割合は、建設会社８％、IT 関連企業６％、金融６％、鉄道４％、不動産４％、鉄鋼、重

工業４％、その他である。 

物理学科、応用物理学科の卒業後の進路については、現在約 70％の学生が大学院に進学

し、さらに高度で専門的な学問を学び、最先端の研究活動を行っている。学部卒業後ある

いは大学院卒業後の就職については、情報、通信、電機、精密、材料などの 80 社以上の企

業から、研究職、技術開発職、システムエンジニア、ネットワークエンジニア、セールス

エンジニア、プログラマー、LSI 回路エンジニア、技術コンサルタントなどの豊富な職種に

ついて、学科推薦の希望が寄せられている。これは、本学科の卒業生が、多様化する科学

技術に即応できる人材として、産業界から期待されていることをよく表している。そのほ

か、大学教員や各種の研究所の研究員として、あるいは中学、高校の教員として活躍して

いる卒業生も多い。2004 年度卒業生 119 人の進路は、本学大学院進学 77 人(65％)、他大学

大学院進学９人(８％)、製造業８人(７％)、情報関連６人(５％)、金融・サービス４人(３％)、

教育２人(２％)、鉄道１人(１％)、その他 12 人(10％)である。 

数理科学科の 2004 年度卒業生 68 人のうち、大学院進学者 36 人、情報産業９人、金融、

保険業７人、製造業２人、高校教員２人、自営業２人、その他３人、資格試験受験者等７

人である。また数学科創立以来、数学の研究者として大学に職を得ている者は 130 人を超

えている。 

化学科。早大大学院（72％）、他大学大学院（26％）、情報サービス関係（３％）、教育・

官公庁（３％）、製薬メーカー（２％）、化学・食品メーカー（１％）、電気・機械メーカー

（１％）。 

電気・情報生命工学科は2003年度開設のため、卒業者はまだ出ていない（2005年度現在）。

参考として、電気・情報生命工学科に所属する教員（2005 年度現在）の研究室を卒業した

学生の進路状況（2004 年度）を次に示す。大学院進学（約 68％）、電気メーカー（約６％）、

コンピュータ・情報関連企業（約７％）、電力・エネルギー関連企業（約４％）、鉄道・航

空関連企業（若干名）、機械・重工・建設・化学・製鉄関連企業（約８％）、商社・金融・

証券・保険・マスコミ関連企業（約４％）、教育研究機関・公務員（若干名）、医療・医薬・
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生命関連企業（若干名）、その他の進路（約３％）。 

コンピュータ・ネットワーク工学科としては 2007 年３月に最初の卒業生を出すことにな

るがその母体となった早稲田大学理工学部旧情報系３学科のうち、情報ネットワーク・関

連分野研究室在籍者は大学院進学希望者が大半を占め、学内推薦による進学者がほぼ６割

であった。また受験による本学進学者も１割にあたる。コンピュータ・ネットワークとい

う学科の特殊性もあり、原理的に業種にかかわらずすべての企業およびすべての組織でコ

ンピュータ技術者あるいはネットワーク技術者として携わる可能性がある。この設問枠「教

育効果の測定」という枠内での設問には適さないのかもしれないが、一応業種別就職先を

挙げておこう。またこの分野の特殊性のために企業入社の前後を問わず、自営業、会社創

設という道を選んでいる卒業生も少なからず存在することを指摘しておきたい。資料は

2005 年３月卒業者のものである。学部学生就職者 75 人（参考：修士課程２年生 148 人）。

総合電機メーカー（11 人）、電気通信事業者、報道（８人）、機械系メーカー（５人）、電鉄・

ガス・官庁（２人）、ソフトウエア（19 人）、その他（30 人）。 

 

ⅠＣ群 教育効果の測定方法を開発する仕組みの導入状況 

【実態】【改善の方法】 

建築学科では、教育効果の測定方法に関しては、一級建築士認定試験やその他の建築関

連試験の合格者数、あるいは卒業者の就職者数などによってある程度の指標が得られる可

能性はあるものの、こうした大雑把な人数の単なる比較による評価方法が表層的な装いに

陥る危険性を見過ごすことはできず、例えば世間に広く認知される競技設計への入選回数、

大きな資本や人員を擁する会社への就職率等も勘案した、よりきめ細かな説得力ある測定

方法を検討中である。 

応用化学科では、授業後あるいは定期的に質問票、試験を実施し、理解度を評価してい

る。 

 

ⅠＣ群 教育効果の測定方法の有効性を検証する仕組みの導入状況 

【長所】【改善の方法】 

建築学科については、上記項目回答を参照されたい。 

応用化学科では、前期の科目の理解度を、学科内に設置された教育環境検討委員会で定

期的に議論し、講義方法や科目間の連携要素などについての改善を行っている。 

 

ⅠＣ群 教育効果の測定結果を基礎に、教育改善を行う仕組みの導入状況 

【実態】 

応用化学科では、教育環境検討委員会を定期的に実施し、シラバスやカリキュラムの改

定を行っている。 

 

ⅠＣ群 国際的、国内的に注目され評価されるような人材の輩出状況 

【実態】 

機械工学科では、機械工学科卒業生 20,000 人以上の同窓会組織“早稲田機友会”で卒業

生のデータベース管理を行っている。加藤一郎（故人、紫綬褒章）、土屋喜一（日本機械学
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会元会長）、斎藤孟（日本自動車工業会元副会長）、平田博美（三菱重工業元副社長）、三木

啓文（東洋製罐社長）、片岡政隆（アルプス電気社長）、久保光生（東京電気社長）や、そ

のほか各業界の主たる企業の取締役など多くの企業人を輩出している。 

建築学科からは、村野藤吾（故人、日本芸術院会員、日本建築家協会会長、イギリス王

立建築学会名誉会員、アメリカ建築家協会名誉会員。文化勲章、日本芸術院賞、日本建築

学会賞）、菊竹清訓（前千葉工業大学教授・東京建築士会会長。AIA 汎太平洋賞、芸術選奨

文部大臣賞、日本建築学会賞受賞、国際建築家協会連合オーギュスト・ペレー賞、建築業

協会賞）、内藤廣（東京大学教授。芸術選奨文部大臣新人賞、日本建築学会賞、吉田五十八

賞、村野藤吾賞、IAA 国際トリエンナーレ・グランプリ、毎日芸術賞、建築業協会賞）など

の著名な建築家・大学教授を輩出する一方、民間の建設業界において指導的役割を担う極

めて多数の人材も世に送り出しており、学科の使命を十分果たしていると考えられる。 

応用化学科では、世界的に活躍する教授陣、国内外で活躍する社長、取締役などの企業

人を多く排出している。 

社会環境工学科は、前身の土木工学科を含めると 60 年余りの歴史を有し、産業界、官界、

教育界、政界など多分野に多数の傑出した人材を輩出している。 

物理学科、応用物理学科では、外国人としては初めて 2003 年にドイツ未来賞を受賞した

樽見和明、第 17 回日本 IBM 科学賞を受賞した船津高志、電子情報通信学会業績賞 (小林記

念特別賞)・光産業技術振興協会桜井健二郎氏記念賞・英国 IEE The Electronics Letters 

Premium を受賞した盛岡敏夫 NTT 未来ねっと研究所主幹研究員、早川俊一郎足利工業大学

副学長、山下浩 (株)数理システム社長、鵜沢俊一キヤノン常務兼 SED（株）社長をはじめ

多数の企業人や研究者を輩出している。 

電気・情報生命工学科は以下のとおり。種市健（東京電力元社長）、瀬古茂男（明電舎取

締役社長）、大嶋光昭（松下電器、ビデオカメラの手ぶれ補正技術で発明恩賜賞と紫綬褒章

を受賞）、阿部康行（住商情報システム株式会社代表取締役社長）、白井克彦（早稲田大学

総長）、示村悦二郎（北陸先端科学技術大学院大学元学長、計測自動制御学会元会長）、秋

月影雄（電気学会元会長）、石島辰太郎（東京都立科学技術大学前学長）、 尾出和也（電気

学会元会長）をはじめ多数の企業人や研究者を輩出している。 

 

（厳格な成績評価の仕組み） 

ⅠＡ群 履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 理工学部では上限を設定していない。設置科目の性質上、上限を設定してしまうと４年

間で卒業が不可能な学生が多数発生すると予想されるためである。カリキュラムの遂行の

ためにも適切な運用であると考えている。 

 

ⅠＡ群 成績評価法、成績評価基準の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

理工学部の成績は、絶対評価で採点を行い、A、B、C、D、F をもって表示し、A～D を合

格、Fを不合格とする。詳細は学部要項を参照のこと。 

 なお、成績発表の際には、このほかに Hという記号を使用する。Hは仮の評価であるため、
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次年度の科目登録後は、Fに変換することになっている。成績評価基準については、全学ル

ールに基づくものであり、また学部要項等で学生にも公開していることから適切な運用で

あると考える。 

 

ⅠＢ群 厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況 

【実態】 

 成績報告自体が厳格なものであるため、それ以上の仕組みはつくっていない。 

 

ⅠＢ群 各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

【実態】【長所】 

機械工学科では、３・４年生の研究室配属では学生の希望と厳密な成績判定によって配

属を決めている。３年生に研究室配属を行い、ゼミナール、エンジニアリング・プラクテ

ィスのカリキュラムを設置し、４年生の卒業論文の計画、大学院での修士論文研究の高度

化のために論文講読・討論と同時に、ミニ卒論に匹敵する小研究テーマを与えゼロからの

体験をさせ、問題の抽出、解決手法、実作業の経験を体得させる。２年生に希望者を対象

としての６社ほどの工場見学、３年生には研究室ごとに１社から 10 社ほどの企業の見学を

行い、見学先の仕事の内容を理解するとともに、研究・開発内容の講義を受け、「百聞は一

見にしかず」のたとえにあるようにものづくりの実際を見聞し、機械工学の学問と企業活

動の実際との関連を認識させ、レポートを課すことによりさらなる理解を深めている。４

年生では、卒業研究において徹底した少人数教育で、１テーマ１人から数名で研究手法、

エンジニアリング・センスを涵養するための研究指導を行っている。すべての専任教員と

関連分野の非常勤教員の参加の下で、卒業研究の発表会を行っており、発表内容の質疑応

答と審議により卒業時の学生を指導・評価している。 

環境資源工学科では４年生から各分野の卒業論文に着手するため３年生終了時に研究室

配属を行う。研究室配属には①１・２年生の必修科目をすべて取得していること、②120 単

位以上を修得していること、の２つの条件を課することで質の保証に努めている。さらに、

全教員参加の下に、卒業論文発表会を実施し、主査１人、副査２人による卒業論文の評価

を行っている。すべての研究論文は１年がかりで行われた研究の成果であり、その３分の

１ほどはその後行われる種々の関連学会等で発表される。 

学部・大学院を通じての六年制一貫建築教育に移行した建築学科では、カリキュラム全

体を貫徹する大きな柱として１年生から４年生にわたる建築表現および設計製図の実習科

目を設置しており、これらの科目では階梯順に履修することが定められている。設置に従

った単位修得が学生に課されており、原則として同時の履修は認められていない。こうし

た方法を採用することにより、各学期・各学年ごとに学生の修得度が担当教員によって逐

一把握され、教育効果の質が確保されている。また４年生の後期に配当されている卒業計

画では、それまでの学習を最大限に包括しつつ作品としてまとめ上げるという性格を有す

る重要な科目として位置づけられるため、建築学科全教員による採点が行われており、厳

正な成績評価がなされていると判断される。 

応用化学科では、自然科学系基礎教育科目群（B群）に対しては、各学年担任が半期ごと

に成績表により履修状況や成績をチェックし、理解度を評価している。必要に応じて学生
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と面談し、理解度をチェックし、理解が不足している学生は、B 群担当教員と相談させる。

３年生に研究室配属されるので、ゼミや卒業研究を通して B群科目の理解度を判定する。 

物質開発工学科では、４年生の卒業研究における研究室配属条件が厳格に定められてお

り、所定科目と単位を修得しないと、４年生に進級できない制度となっている。また、卒

業研究では全教員が参加して研究発表会を行っており、発表内容の確認によって卒業時の

学生の理解度と習得の質を検証・確保している。 

経営システム工学科では、シラバスに各科目の学習目標を明記、最低限必要な内容を示

し、その内容確認を最終試験で行っている。なお、シラバス、学習目標については関連教

員、分野内で検討を行い質の向上・確保を図っている。また各学年進入条件の順守、卒業

必要単位修得の確認、研究室指定の必修科目の履修確認を学科の全体会議で行っている。 

社会環境工学科においては、各学年担任が学生の生活態度、単位修得状況を把握して指

導を行っている。３年生の成績で卒業研究に着手できるか判断する。この時点で毎年 10～

20％の学生が進級できない。卒業研究では各教員が厳格に指導し、卒論発表会を実施して

論文審査を行っている。卒業時には修得単位を満たした学生のみ卒業させ学生の質の確保

を図っている。 

物理学科、応用物理学科では、各学年ごとの進級に関する関門は、４年生への進級時ま

でない。４年生に配当されている卒業研究を履修するためには、必要な単位数および２年

生までに配当している必修科目をすべて履修済みでなければならないという条件がある。

また、条件を満たしている場合にも、多くの学生の希望が集まる研究室で卒業研究を行う

には３年生までの学習成果が問われることも多い。これらの条件は１年生から繰り返し学

生に案内され周知徹底されている。このような厳しい条件があるため、最初の３年間に学

生は十分な勉学を行う必要がある。４年生の卒業研究では徹底した少人数教育で、各学生

の個性を配慮したうえで研究の成果が得られるように研究指導を行う。そのような環境で

は、中途で挫折しそうになったときにも教員側で容易に把握することができ、全学生が一

定レベル以上に達することができる。もちろん、最後には全教員の眼で卒業研究の成果を

チェックすることにより学生の質を検証している。優秀な学生は学会発表や論文発表など

を行うことも推奨されている。 

数理科学科では、３年生後期に設置されている数理科学講究に着手するために、定めら

れた単位数をとることを学生に義務づけている。さらに、すべての教員か参加して卒業研

究の発表会を行っており、発表内容の確認により卒業時の学生の質を検証し確認している。

以上のことから、各学年および卒業時の学生の質を検証、確保するための方途が適切に採

用、実施されていると考えている。 

化学科では全教員が共同で卒業論文を担当しており、全教員が参加して発表会の審査を

行うことで、卒業論文の内容確認と質の検証・確保を行っている。また、学生各自の研究

目的・研究内容が異なる専門分野の教員・学生に対しても十分理解されうるようなコミュ

ニケーション能力・プレゼンテーション能力の育成に努めている。 

電気・情報生命工学科では、２年生進級時と３年生進級時に保証人へ成績を送付し、併

せて成績不良者に対してクラス担任による面談を実施している。また、３年生後期開始時

に実施される研究室への仮配属、および４年生前期開始時に実施される研究室への本配属

を学科が指定した履修条件をすべて満たしている学生に限定しており、これらの方途によ
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って１年生から３年生の学生の質を検証・確保している。卒業生の質の検証・確保は、卒

業研究発表会の内容を関連分野の教員が審査する等の手段で行っている。 

コンピュータ・ネットワーク工学科では２年生前期、２年生後期、３年生前期、３年生

後期にプロジェクト研究（それぞれプロジェクト研究 A、プロジェクト研究 B、プロジェク

ト研究 C、プロジェクト研究 D）を随意科目として設置し、教員と１対１で接触しながら広

い学問分野の研究を学生の知識レベルに合わせて指導している。この単位を修得している

学生と卒業研究生は研究室の日程に合わせ、研究発表会、卒業論文中間発表会、卒業論文

発表会などの報告会という形で卒業生やその企業の所属部課のスタッフを中心に大きく社

会に門戸を開いた形で発表会や研究会を行い、積極的な外部意見の聴取とそれを生かした

教育を目指している。この方法により各学年および卒業時の学生の質を検証・確保するこ

とが可能になっている。これらのプロジェクト研究を希望しない学生に関しては１年生終

了時、２年生終了時、３年生終了時（ほとんどの学生にとっては卒業研究開始時に相当）

に成績の確認を行い、学生の同意をとったうえで保護者への成績連絡を行い、希望者に対

しては適時個別ないし保護者も含めた三者面談等を行っている。進級に関しては３年生年

度末・４年生年度初めに卒業論文着手に関する成績判定を行うが、ここに至るまではいわ

ゆる「落第制度」は設けず、基本的に学生の単位修得計画に任せている。 

 

ⅠＣ群 学生の学習意欲を刺激する仕組みの導入状況 

【実態】【長所】 

機械工学科では、入学後まもなく授業の一環として１泊２日の新入生オリエンテーショ

ンが開催されており、多くの教員と修士・博士学生・助手が講演会を行っている。１年生

の専門必修科目として機械工学を展望できる講義科目を設置し、早い段階で機械工学の基

本的な内容を理解させ、機械工学に関連したメカニズムを理解させる簡単な各種機構の設

計・製作を行わせることによって、学生の学習意欲を刺激している。成績優秀者には機械

工学科独自の奨学金も用意している。３・４年生へは前述にあるように、ゼミナール、卒

論でより一層学生の学習意欲を刺激している。さらに、卒業式においては学部４年間の成

績優秀者、各種学会からの学生賞などを表彰するとともに、優れた学外活動に対して早稲

田機友会（機械工学科の卒業生全体の会）表彰を行い、常に学習意欲を刺激している。 

建築学科では１年生の前期に授業の一環として１泊２日の新入生オリエンテーションが

開催されており、与えられた簡単な設計課題に対し、多くの教員と修士学生の指導の下に

数人ずつのグループ内で討論を重ね、合意された発想に形を与えるという初めての建築学

的訓練がなされる。各案は模型とポスターによる発表が義務づけられ、ここでの体験は強

い刺激を学生に与えて学習意欲の向上に寄与している。この他に１・２年生においては建

築史・建築計画・都市計画・建築構造・環境計画・建築施工および材料からなる６系統の

入門者を対象とする紹介を複数の科目として設置しており、同時に１年生の科目として配

当されている「建築と社会」では、大学外において活躍しているさまざまな分野の専門家

を講師として多数招聘し、講義を通して建築学の及ぶ裾野の広さを学生に実感させ、併せ

て建築学の面白さと責任の重大な点を印象づける試みが行われている。この試みは、学外

で展開されている今日の建築活動を直接学生に触れさせる授業であり、画期的である。ま

た年度末に開催される修士論文・修士計画の発表会は、学科・大学院全学生を対象とする
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大きな催しであり、雑誌に告知されて学外にも公開されている。早稲田大学の象徴とも言

うべき建物である大隈講堂の壇上にて選ばれた各作品が学生自身によって発表され、学科

教員から直接評価を受けることができ、学科の学生に対する大きな刺激となっている。 

応用化学科では、教科書による授業に加えて、ビデオ、PC 投射図、e ラーニングを用い

て、学習意欲を刺激する。 

経営システム工学科では、研究科学生の学会参加費の全額補助、学会発表・研究上のデ

ータ収集に伴う研究出張の旅費の補助、国際化プログラム参加に対する補助を行い、学習・

研究意欲の向上を促している。 

物理学科および応用物理学科では低学年において学問的な基礎をしっかりと身につける

ことが重視されている。しかしながら、基礎学問を学んでいるときには、そのような勉学

が将来の専門の学習や研究活動とどのように結びついているかを見失うことがしばしば起

こる。そのような疑問は、勉学意欲を失わせることにつながりかねない。そのような事態

を未然に防ぐために、１年生の段階で「物理入門」という科目を設け、教員の研究活動を

中心として各学問分野の最先端についての紹介を行っている。また、「物理学研究ゼミナー

ル」「応用物理学研究ゼミナール」という授業活動の一部として、数人ずつのグループを教

員の研究室に配属し、そこで行われている最先端の研究活動の中に身を置き、何かを自分

の力で試してみるという機会を与えている。実験系の研究室では年間を通じて継続して実

験を行い、理論系の研究室ではそれぞれの課題での演習を通じて問題解決の能力を高め、

その過程で研究室に所属している先輩学生と語り合い、基礎学問の学習がいかに最先端の

研究に結びついていくかを学び、学習意欲を高めるよう配慮している。年度の最後には全

員が成果を発表する会を催し、講義からはなかなか得られない「参加している」という意

識をもたせるような仕組みが導入されている。最近では、大学に入学する際に、あいまい

な志望理由のまま学科を決定する学生が増えている。物理学科および応用物理学科ではこ

のような学生に、学科で学ぶべき内容、学科のシステムなどを伝えるために、教員・助手・

一部の現役学生と新入生が集まり、ガイダンスや親睦を深める会を本学のセミナーハウス

での合宿形式で行っている。この会では先輩学生からのアドバイスもあり、将来の希望を

適切にもつことができるような相談も行っている。新入生同士も互いに抱負を語り合うこ

とで、適切な学習意欲を刺激することができる。 

化学科では、最も優れた卒論発表を行った学生に対して卒論発表賞（2000 年度より）を、

また最も成績が優秀であった学部卒業生に稲化会賞（2003 年度より）を授与・表彰し、学

生に対する学習意欲を刺激する仕組みを取り入れている。 

電気・情報生命工学科では、１年生後期に各教員の専門分野をオムニバス形式で紹介す

ることで学生の勉学の動機づけを促すと同時に、電気・電子・情報・生命の学問体系を俯

瞰する「電気・情報生命フロンティア」、３年生前期に、電気・電子・情報・生命の各学

問領域の研究に直接触れ、併せて問題探求能力、コミュニケーション能力、プレゼンテー

ション能力を養うことを目的とするデザイン型科目「プロジェクト研究」を設置している。

また、同一の専門分野に属する複数の専門科目は「専門科目群」として体系的に組織化さ

れており、電気・電子・情報・生命という広い学問領域において、勉学の方向性を見失う

ことのない教育カリキュラムとしている。 
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（履修指導） 

ⅠＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

【実態】【長所】 

機械工学科では、学年担任教員（各年度２人）を定め入学ガイダンスを行う。また学年

の年次初めには学年ガイダンスを行い、履修コースなどの指導を行っている。１年生の成

績判定後、必修科目を落とした学生の面談を行い、未履修の問題点を話し合い、履修指導

を行っている。３年生進級、４年生進級時には前述のように厳密な成績判断で進級を決め

ている。単位不足の学生には、面談を重ねきめ細かい履修指導を行っている。 

環境資源工学科では、それぞれの学年の入学時に学年担任教員を定め、入学ガイダンス

を行う。また各学年次初めには学年ガイダンスを行い、履修コースなどの指導を行ってい

る。またそれぞれの学年担任はオフィスアワーを指定して学生の相談に対応している。 

建築学科では、各科目のシラバスは担当教員によって作成され、授業開始に先んじてイ

ンターネットにより学生に公表される。年次の初頭にはクラス担任による履修指導として

学年別のガイダンスがなされており、特に単位の修得ができなかった場合には自動的に留

年が決定となる必修科目については、具体的な注意が喚起される。さらに選択科目に関し

ては、学生が希望する進路に沿った科目の選び方について説明が行われる。また必要時に

は適宜連絡して相談するように、クラス教員の連絡先が学生に周知される。実際に年に数

人の学生が教員に連絡し、履修方法に関して指導を仰いでおり、このシステムが適切に機

能していることが知られるが、より有効な方法を模索することが建築学科の検討課題であ

る。 

応用化学科では、各学年ガイダンス、オリエンテーション、クラス担任との相談を通し

て、履修意義も含めた指導をしている。 

物質開発工学科では、各学年の初めに、新入生、２～４年生に分けて、それぞれに履修

指導としてガイダンスを行っている。また、各学年に担任を設け、学生からの個別の履修

相談に随時対応している。 

経営システム工学科では、学年初めに学年ごとにガイダンスを行い、学科の学習・教育

目標、JABEE の狙いと学科の取り組み、各学年進入条件をはじめとする諸事項や、シラバス

の確認などを行っている。新入生に対しては、ガイダンスに加え、オリエンテーションを

催し、一教員が 10 人の新入生を相手に細かな指導を行っている。また必要に応じ学年担当

教員からメーリングリストを用いた情報を対象となる学生に通達している。 

社会環境工学科では各学年担任を置き４年間責任をもって同一教員が継続的に履修科目

の説明、履修状況の把握、個人的な問題点への相談などを実施している。４年生では研究

室配属になるので、指導教員も事実上のアドバイザーとなっている。 

物理学科、応用物理学科では、４年生に配当されている卒業研究を履修するためには、

教職と一部の科目を除き物理学科95単位、応用物理学科96単位以上単位を修得しているこ

と、専門必修と演習・実験の単位を合計して36単位以上修得していること、２年生までの

専門必修科目はすべて修得していること、という条件がある。これらの条件を満たすため

１年生から計画的に履修するように繰り返し学生に履修指導をしている。また、３年生に

多くの専門選択科目が配置されているが、原子核・素粒子部門、素粒子実験学部門、天体

物理学部門、生物物理学部門、物性物理学部門、物性理論部門、応用結晶学部門、光学部
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門、高分子物理学部門、計測制御工学部門、数理物理学部門、原子核工学部門の各部門ご

とに推奨科目が示されているため、学生は興味のあるいくつかの部門から示された専門選

択科目を参考にして履修科目を決めることができる。このような方法で履修指導を行って

おり十分に機能していると考えている。 

数理科学科では、各学年に担任を置き、毎学年の初めに新入生、２～４年生に分けて、

それぞれ履修指導としてガイダンスを行っている。また、毎週１時間、各担任が履修相談

の時間を設けている。以上のことから、学生に対する履修指導は適切に行われていると考

えている。 

化学科では学年担任が毎年のガイダンスを担当することで、適切な履修指導を行ってい

る。また、入学後間もない時期に合宿形式のオリエンテーションを実施しており、１年生

と教員が全員参加することで、総合的な履修指導と学習意欲の喚起ならびに学科への帰属

意識の高揚に努めている。 

電気・情報生命工学科では、各学年における前期と後期の開始時に履修に関するガイダ

ンスを実施している。また、各学年に４人のクラス担任を配置し常時履修についての相談

に対応している。 

コンピュータ・ネットワーク工学科では、毎年度初めのガイダンスで履修に関する指導

を行い、詳細はインターネット・電子メールを積極的に利用した個別の連絡法で教員と学

生の接触ができるよう努力をしている。また前年度の履修状況が好ましくない学生に対し

ては、クラス担任が呼び出し、１対１で学習状況を確認し、学生の特殊事情に関する話を

個別に聞きアドバイスをすることにしている。 

 

ⅠＢ群 オフィスアワーの制度化の状況 

【実態】【長所】 

理工学部では、各学科・各学年にクラス担任制度を用いており、クラス担任は研究室に

いる時間帯（なかにはメールアドレス）を公表・実施している。 

 

ⅠＢ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 

【実態】【長所】 

 基本的に留年者（ここで留年者とは５年生以上の学生を指すこととする）を少なくする

ことを目標にしている。そのための対策の一環として、保護者に学生の成績表を送付して

おり、保護者が就学状況を把握できるように努めているとともに、保護者からの問い合わ

せに対し各学科主任ないし学年担任が対応するシステムが構築されている。また、各学科

の学年担任は、年度末に学生の単位修得状況をチェックし、状況に応じ適宜個別指導を行

っている。さらに、2004 年度からは全学的にペアレンツ・デーが設定され､保護者に大学で

の様子を知っていただくとともに、保護者からの希望に基づき個別面談も実施している。 

 単位未修得者に対する対応は各学科ごとに異なるが、一般教養科目に関しては再受講が

可能な時間帯に再履修者クラスを設け、便宜を図っている。 

 

ⅠＣ群 学習支援（アカデミック・ガイダンス）を恒常的に行うアドバイザー制度の導入

状況 
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【実態】【長所】 

機械工学科では、各学年に対し学年担当教員を設け（２人）、オフィスアワーを設定し、

学習支援を恒常的に行っている。特に最近は学生とのメール連絡によってより緻密に連絡

をとりながら、アドバイスを行っている。 

応用化学科では、各クラス担任、科目担任がアドバイザーの役目を担っている。 

経営システム工学科では、各学年に対し学年担当教員を設け（新入生には３人、２～４

年生、研究科学生には１人）、オフィスアワーを設定して対応している。また、７人の助手

が常に対応する体制も用意してある。さらに、実験・演習科目については TA がアドバイス

する体制をとっている。 

化学科では、専門実験科目には大学院学生の TA を複数名配置しており、実験技術の指導

のみならず、該当する講義科目との関連についても適切なアドバイスが得られるように配

慮がなされている。 

電気・情報生命工学科では各学年に４人のクラス担任を配置、学習全般に関する相談に

ついてクラス担任が対応している。クラス担任の連絡先は学生に公開されており、学生は

学習全般について、常時クラス担任と相談することが可能である。各科目の学習に関する

相談については、授業担当教員が受講生に連絡先を公開し、学生からの質問に随時対応し

ている。また、すべての必修授業科目とほとんどの専門授業科目に TA が配置されており、

学生からの相談に対するきめ細かい対応を可能としている。 

 

ⅠＣ群 科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 

【実態】【長所】 

機械工学科では、対象科目担任が、適宜行っている。 

建築学科における科目等履修生および聴講生は大きく２つの範疇に分かれている。ひと

つは専門的な知識の受講を望む中高年の社会人、また他方は次年度の本学大学院進学を希

望して受験準備を目的とした卒業生である。いずれの場合においても複数の教員による面

接にて個別に希望科目を具体的に聴取し、それらを基本的に受け入れつつ、なおかつ受験

を目指している者には負担を軽減する科目の履修方法などを面接時に伝えており、柔軟な

対処が心がけられている。 

応用化学科では、対象科目担任が、適宜行っている。 

経営システム工学科では、研究室への配属を義務づけ、各教員の管理の下で指導を行っ

ている。履修科目については、学部設置科目の履修などを積極的に促す指導をしている。 

電気・情報生命工学科では、科目履修生、聴講生を採用する際に、学科主任と科目担当

教員による面接を実施し、その動機、能力等を審査している。 

 

（教育改善への組織的な取り組み） 

ⅠＡ群 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有効性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

機械工学科では、10 年間隔位でカリキュラムを見直し、時代の流れと学生の高校までの

学習内容を考慮しながら全面的改定と部分的見直しをしてきている。その中でも、社会に

出てからも機械工学科卒業生として活躍できるための基礎的な学問科目の一層の充実・活
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性化を行っている。特に、基本科目においては TA を配置した演習に力を入れ、ほかの科目

においても TA を配し、常に講義内容を理解させるためにミニテストや課題レポート教育に

も力を入れている。それぞれの研究室では、前述のように座学と産業界での実務を関連さ

せる意味からも工場見学を実施している。また、卒論発表後は毎年日本機械学会主催の学

生論文発表会に参加して、学習意欲を促進している。 

環境資源工学科では、数年ごとにカリキュラムを見直し、時代の要求に即した授業を施

すように努めている。また現場実習、インターンシップに参加させ、将来の展望を開かせ

るように指導している。また研究室に所属した後は、それぞれの研究室で、現場見学、現

場実習、学会論文発表等に参加し、学習意欲を促進している。 

建築学科では学部・大学院一貫教育への移行にあたり、時代に即したカリキュラムの改

善に努めてきた。学系の異なる複数の教員が共同して同一の講義を担当するという新たな

試みは、建築を今一度大きく捉え直したいという教員間の意識の表れでもあり、今後も適

宜、こうした授業を増加させる予定である。４年生で実習を行う新たな科目を設置し、実

際の建築にかかわる作業に触れてもらうという試みを導入したのも同じ経緯からであり、

大きく変動しつつある現在の建築社会との柔軟な連携を目指している。 

応用化学科では、教育環境検討委員会にて、学修の活性化、教育指導方法を協議し、PDCA

サイクルにて、常に改善を図っている。 

物質開発工学科では教員相互の指導体制の充実を図るとともに、学科内にカリキュラム

検討委員会を常設し、カリキュラム等の教育システムおよび個々の講義内容の検証を行っ

ている。また本学科の特色のひとつである専門教育実験に関しても委員会を常設し、実験

内容を総合的に検証している。さらに時代の要請と学生の質的変化に対応するため将来構

想委員会を設置し、次代を見据えた教育方針の策定と改善を組織的に取り組んでいる。加

えて、材料系連絡会である全国大学材料関係教室協議会にも参加し積極的意見交換を行っ

ている。 

経営システム工学科では、１年生の専門科目導入のための実験、演習の設定、講義・演

習のセットを基本のパターンとしたカリキュラムの導入で、学生の学修の活性化を図って

いる。教員の教育指導方法の改善に関しては、学生アンケートを科目担当教員が自己評価

し次年度の講義に生かすためのカリキュラム検討委員会、点検評価会議などを運営、継続

的改善を推進している。 

社会環境工学科では、学科の特徴を初年度からフレッシュセミナーなどで紹介し学習意

欲を向上させている。教育指導に関しては各部門の教員で密接な連絡をとり、ゼミ、実験

説明、演習などで教育指導の整合性と一貫した方針を示して教育指導を行っている。 

物理学科、応用物理学科では、各学年に数学および基礎物理学関係の必修講義科目に対

応させて演習科目を配置している。この演習科目では講義科目で教えられたことが、自分

自身によって具体的な条件下で問題解決可能かどうかが問われる。この科目の指導には多

くの大学院学生が TA として参加している。したがって、学生は自己の学修の問題点をここ

で発見することができ、さらに先輩学生に相談することも可能である。また、演習課題の

達成度から教員は教育指導方法に問題があればそれに気づくことができ、さらに TA を経て

教育指導法に対する学生の率直な意見を集めることも可能となる。それにより教育指導方

法の改善が有効に促される。なお、これら演習科目は一部専門選択科目となっているが、
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特段の事情がない限り履修するように学生には指導している。 

数理科学科では、助手が毎週３日間、午後 13 時より 19 時まで数学の授業についての質

問を受け付け、疑問に答えている。これにより学生にとってわかりにくいところが教員に

伝わり、授業に少なからぬ効果を与えている。 

化学科ではカリキュラム担当教員を中心として、随時教育カリキュラムの見直しと教育

指導方法の改善を検討している。また、実験科目に関しては技術職員との密接な連携の下、

実験内容の常時検証を行うとともに、教員の複数担当制を徹底させることで相補的な実験

技術指導を行っている。 

電気・情報生命工学科では、必修科目（電磁気学、回路理論、コンピュータ、細胞生物

学）を１クラス 50 人前後の少人数クラスで実施、また各クラスには複数名の TA を配置し

ている。これに加え、電磁気学、回路理論には演習を設置し、きめの細かい指導を実施し

ている。一方、選択科目においては、ほとんどの科目へ TA を配置し、これと併せて授業時

間中における演習の実施、課題の出題、教員が独自に作成した教材の配付等の手段によっ

て、学修の活性化を図っている。また、すべての専門科目で理工学部の共通フォーマット

を利用した授業アンケートを実施、これを教員にフィードバックすることで、教員の教育

指導方法の改善を図っている。 

コンピュータ・ネットワーク工学科では１・２年生の必修科目（プログラミング A、B…

…）では複数教員でかつ教務補助を使って週２回授業を行っている。授業科目の特殊性か

ら、プログラム能力に関して同一学年の学生といえども大きく隔たりがあるため、特にプ

ログラム能力に関して劣っている学生には集中的な指導ができるのが実情である。 

 

ⅠＡ群 シラバスの作成と活用状況 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

【実態】【長所】 

理工学部・大学院理工学研究科においては、2000 年度から従来までの冊子ではなく、ウ

ェブ上から閲覧できるシラバスを公開している。この方式は行っている。 

また、履修科目登録においてもウェブ上から行っていることから、科目名を選択すると

シラバスが連動して稼動するなどさまざまな形で活用されている。教員側からすれば、自

分の持っているインターネット上のホームページに他の資料を掲載し、連動を行ったり活

用されている。 

特に大学院理工学研究科においては、研究室での活動状況などシラバスを通じて広く広

報できることから適切であると考える。 

 

ⅠＡ群 学生による授業評価の活用状況 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

機械工学科では、授業評価は所定の方式により、自己の授業の点検・評価を行い、その

結果に基づきカリキュラム、授業難易度、テスト方法などの見直しにあたっている。 

環境資源工学科では、授業評価は所定の方式により、自己の授業の点検・評価を行い、

その結果に基づきカリキュラム、授業難易度、テスト方法などの見直しにあたっている。 

建築学科では、全学的に行われるようになった学生による授業評価のアンケート結果は
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各教員に伝えられ、現在までのところ、対処は基本的に担当教員に委ねられている。課題

が多く課される傾向のある初心者を対象とした製図実習などの科目では、相対的に学生に

よる授業評価が低いが、興味ある課題の出題を模索するなど、学科内で検討が続けられて

おり、学生の意見をどのように採り入れるか、改善に向けて模索がなされている。 

応用化学科では、授業終了後、授業評価アンケートを行い、この結果を教育環境検討委

員会、教室会議で、アンケート実施方法も含めて議論し、改善を図っている。 

物質開発工学科では、学科設置科目において理工学部アンケートを利用した授業評価を

実施し、その結果を教員にフィードバックしている。また専門科目やそれに対応した実験・

実習においては各教員独自の授業評価を学生に課し、その内容の改善に努めている。 

経営システム工学科では、前期・後期の最終講義、あるいは期末試験時に学科独自の記

述式アンケートを実施し、講義内容や講義方法などに対する満足度と要望事項を収集して

いる。なお、アンケートは記名式で回収率はすべての科目で 100％近くなっている。その内

容を担当教員がまとめ、学科内の点検評価委員会で報告、次年度の講義の改善計画を提出、

その結果を次年度のアンケートと照らし合わせて検討するという活用の仕方をしている。 

社会環境工学科では、学生評価で指摘された項目について教員で改善に努めている。 

物理学科、応用物理学科においても、学部で定期的に行っているアンケート方式の学生

による授業評価を利用し、結果を検討し各自の教育方法改善の指針としている。一方で、

考査や課題報告の成績を評価する際や演習科目における間接的に集められる率直な意見な

どにより教育指導方法の問題点を発見することも多い。 

数理科学科では学生による授業評価は以前から実施しており、2004 年度から全教員がイ

ンターネットで見ることができるようになっている。 

化学科では、ウェブ上で実施している学生による授業評価を個々の教員が随時ポータル

ページ上で確認し、箇所別の平均値と比較することで、各科目の授業評価が学部・学科全

体の中でどのような位置づけにあるのかを即時把握するよう努めている。 

電気・情報生命工学科では、すべての専門科目で理工学部の共通フォーマットを利用し

た授業アンケートを実施、その結果を教員にフィードバックしている。 

コンピュータ・ネットワーク工学科では学部規模の授業評価アンケートは 2004 年度まで

は各セメスターの終わりに無記名のマークシートと無記名の教員宛の文書形態の意見書と

いう形で学生に配布され、前者は各設問に対し統計的処理をして各教員に報告される。ま

た後者はその授業特有の問題点・希望等が直接聞こえる形になっている。当然さまざまの

意見の集約という形になるが、時間的に授業の成果が直接出てくる定期試験の直前である

ため両方の結果を元にして次年度の授業計画に対する最高の情報源となっている。2005 年

度からはインターネットで集計を行う方式となっている。また新設学科であるコンピュー

タ・ネットワーク工学科では、入学してくる学生の基礎学力が毎年大きく変動している。

このために学生の授業評価は貴重な情報源でもある。 

 

ⅠＢ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性 

 

 ※大学全体で記述。 
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ⅠＣ群 ＦＤの継続的実施を図る方途の適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

建築学科においては、現在検討されるべき課題となっている。 

応用化学科では、教育環境検討委員会にて、FD をどのように実施するか議論している。

高校、予備校の教員に講演していただき、高校と大学との接続について議論している。 

 

ⅠＣ群 学生満足度調査の導入状況 

【実態】 

応用化学科では、授業評価アンケートの結果で満足度を評価している。 

 

ⅠＣ群 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

【実態】 

応用化学科では、年１回程度開催される研究室 OB 会で、講演、懇談を通して評価させる。 

経営システム工学科では、年１回の就職懇談会、年２回の OB 総会にて積極的に意見を収

集、学科のカリキュラム委員会にその情報をフィードバックし改善を積み重ねている。 

 

ⅠＣ群 雇用主による卒業生の実績を評価させる仕組みの導入状況 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

建築学科では、卒業生の同窓会である建築稲門会と建築学科が連携し、民間の建築業界

を代表する指導者たちとともに就職説明会および進路相談を組織的に行っているが、卒業

生の実績評価を導くシステムの構築までには至っておらず、今後の検討課題である。 

応用化学科では、会社の人事との懇談にて評価する。 

 

ⅠＣ群 教育評価の成果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

建築学科では現在、検討課題であり、模索中である。 

応用化学科では、教育環境検討委員会、教室会議にて成果の評価と改善システムを検討

している。 

経営システム工学科では、JABEE 評価に合わせて継続的改善のために、先にも述べた点検

評価委員会、カリキュラム委員会、教室会議の定例会議と併せて臨時の教育改善に関する

会議を年２回企画している。その評価システムは JABEE によって高く評価されている 

 

（授業形態と授業方法の関係） 

ⅠＢ群 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

【実態】【長所】 

以下のとおり、それぞれの科目の内容を享受するに適した形態と方式を採用しており、

教育指導上、適切かつ有効なものである。 

数学および自然科学（物理学、化学）の授業は集団学習方式による講義の形態をとって

いる。この形態は系統的な知識を効率よく伝授するには有効な方法・形態であると判断し

ている。講義科目によってはチーム・ティーチングを取り入れているケースもある。 
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理工学基礎実験は基本的に個別学習方式であって、原則的に学生が２人一組となって一

斉に実験を行う形態をとっている。専任助手および TA の補助を得て、理解の徹底と安全の

確保を図っている。 

情報関連科目は集団学習方式の形態をとるとともに、TA の補助を得た個別学習方式を併

用している。 

 

ⅠＢ群 マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】 

すべての講義室には液晶プロジェクター、ビデオデッキ、書画カメラ等のマルチメディ

ア機器が装備されており、PC 支援描画ソフトや CD-ROM を用いた教材を駆使した講義を実施

している。ただし、数学等は板書による教育的効果も大きいと判断されるので、画一的マ

ルチメディアを活用した教育を導入すべきではないと判断している。また、シラバスはウ

ェブ上ですべて公開されている。レポート類も電子メールで提出させるケースもある。そ

のほか、成績の転記などの成績管理をバーコードの利用により迅速かつ正確に行っている。

さらに、授業評価についてもウェブ上で行っている。 

 

ⅠＢ群 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうし

た制度措置の運用の適切性 

【実態】 

理工学部の全学科は大久保キャンパスに存在し、必要十分な専門教育科目を展開してい

るため「遠隔授業」の必要性は認められず、実施していない。 

 

（３年卒業の特例） 

ⅠＣ群 ４年未満で卒業を認めている大学・学部等における、そうした制度措置の運用の適切性 

【実態】 

 本学では学則第 52 条のただし書きとして「在学期間に関しては、所定の単位を優れた成

績で修得したと当該学部教授会が認めた場合に限り、３年以上在学すれば足りるものとす

る」とあるが、理工学部でこれを適用したケースはない。 

 

（３）国内外における教育研究交流 

ⅠＣ群 外国人教員の受け入れ体制の整備状況 

【実態】 

現在、専任教員として６人の外国人教員が在籍している。そのうち３人が専門学科の教

育・研究を担当している。残りの３人は外国語教育を担当する教員である。 

 

ⅠＣ群 教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 

【実態】 

 各学科のホームページを作成することで外部発信を行っている。 

 

４ 学生の受け入れ 
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（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅠＡ群 大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を

採用している場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本学部は、理学・工学の分野で深い専門性を有するとともに、広い視野で問題を把握で

きるリーダーの育成を目的としており、そのための学生募集と入学者選抜方法は、一般入

学試験、附属・系属からの推薦入学試験、指定校推薦入学試験、特別選抜入学試験（AO 入

試、数学オリンピック入試）、帰国生入学試験、外国学生入学試験がある。また、２年生編

入入学試験としてマレーシアツイニングプログラムがあり、３年生編入入学試験として学

士入学試験を実施しており、在学生のための転科試験も２・３年生進学時に実施している。

なお、これらの入学試験の募集と選抜方法については、当学部のホームページにおいて常

時公開されている。 

一般入学試験が主たる方法であり、教学上の理念の一致を根拠とする附属・系属からの

推薦入学試験、全国の本学部への進学実績の高い高等学校から本学部を第一志望とする者

のための指定校推薦がこれに続き、さらにその他の入学試験によって入学者の多様化を図

っている。理工学部の教育に適した学生群を形成するためには、これらの学生募集・入学

者選抜方法の組み合わせが適切であると判断している。 

（１）一般入学試験 

広く一般から学生を募集し、筆記試験で入学者選抜を行うものであり、人数の点からも

理工学部の教育分野の性格からも、最も重要な制度である。試験科目は、当学部における

基礎教育の核となる「数学」、総合力評価に適する「英語」、学科における適性を評価する

ために物理・化学・生物のうちから２つにさらに重みをつけて実施する「理科」の３教科

から形成されており、さらに建築学科においては作図能力を評価する鉛筆デッサン試験で

ある「空間表現」試験が加わる。 

現在の募集人員は、機械工学科 175 人、環境資源工学科 35 人、建築学科 105 人、応用化

学科 85 人、物質開発工学科 55 人、経営システム工学科 80 人、社会環境工学科 60 人、応

用物理学科 55 人、数理科学科 45 人、物理学科 30 人、化学科 30 人、電気・情報生命工学

科 120 人、コンピュータ・ネットワーク工学科 125 人である。 

（２）附属・系属校からの推薦入学試験 

同一法人の中にある附属校である早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院、本学

との関連の深い系属校である早稲田実業学校、早稲田高等学校、早稲田渋谷シンガポール

校の計５校から、基準に従った推薦により一定の人数枠内で受け入れる制度である。この

制度は、早稲田大学の建学の精神にふさわしい人材を一貫教育により養成することと、受

験勉強の競争の中では得られない豊かな個性を育んだ人材を受け入れる趣旨で設けられて

いる。 

本学部の教員が附属・系属校での模擬講義を実施する等の連携を深めることにより、理

工系離れの進む中でも附属校から約 400 人、系属校から約 100 人の推薦者数を保っている。 

（３）指定校からの推薦入学試験 

本学部を第一志望とする意欲ある学生の確保、現役学生と地方出身の学生比率の上昇、

高等学校における一定の成績水準の評価等を目的とした入試であり、毎年過去の入学実績
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の基準により選定された高等学校に対して推薦依頼状を出し、それらの高等学校から推薦

された者に対し、書類審査、面接審査により原則として全員受け入れる制度である。本入

試により、毎年約 260 人が入学している。 

（４）特別選抜入学試験「AO 入試」 

入学試験の多様化の一環として、論理的な思考力、知的好奇心、自由な発想力と表現力、

困難を乗り越える強靭な意志を評価することを目的に 2002 年度に発足した入学試験である。

選抜は、学科が求める独自課題等を含む書類審査や論述形式の筆記試験に基づく一次選考、

プレゼンテーションや面接による二次選考を行っている。現在６学科で約 60 人の募集を行

っているが、学科の求める学生が定員に達しないことが多い。 

（５）特別選抜入学試験「数学オリンピック入試」 

理工系の多くの分野において求められる高度の数学的才能を持った学生を育成するため

に 1991 年に発足した入学試験である。「数学オリンピック財団」が実施する「日本数学オ

リンピック」において予選合格した者を対象とし、書類選考と面接を行っている。９学科

で若干名の募集であるが、毎年数人の入学者がいる。 

（６）帰国生入学試験 

日本以外の学校教育制度の下で学び、異文化体験を通して身につけたさまざまな能力や

個性を評価して、入学者の多様化を図るものであり、一般入試同様の「数学」「英語」「理

科」（建築学科のみ鉛筆デッサン試験である「空間表現」試験あり）の筆記試験と面接によ

り選抜を行っている。募集人員はすべての学科で若干名である。 

（７）外国学生入学試験 

国際交流の一環、また異文化での中等教育を受けたさまざまな個性をもつ者を受け入れ

ることによる本学部の活性化と入学者の多様化を図るものであり、日本留学試験を受験し

一定の日本語能力を有する者を対象に、一般入試同様の「数学」「英語」「理科」「小論文」

（建築学科のみ小論文のかわりに鉛筆デッサン試験である「空間表現」試験あり）の筆記

試験と面接により選抜を行っている。募集人員はすべての学科でそれぞれ若干名である。 

（８）マレーシア・ツイニング・プログラム 

1999 年に日本の他の 12 大学と共に、日本とマレーシア両国の理工系人材育成と学術交流

の推進を目的とした協定を締結し、これに基づきマレーシアの中等教育を修了した者に、

マレーシアにおける２年間の現地教育プログラムを施した後、当学部の２年生に編入させ

る方式をとっている。募集人員は 12 学科でそれぞれ若干名である。 

（９）学士入学試験 

文系・理系を問わず他大学を卒業し、学士の学位を持つ者に対し３年生に編入する。「英

語」「数学」と各学科独自の科目による筆記試験と、面接試験により選抜を行っている。募

集人員はすべての学科でそれぞれ若干名である。 

 

（入学者受け入れ方針等） 

ⅠＡ群 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

【理念・目的】 

本学部では、宇宙や生命を含む自然系を解明する理学と、社会・環境にとって有益なも

のやサービスを創造する工学を融合させ、多方面からの教育・研究プログラムを遂行する
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ことにより、国際社会のさまざまな領域でリーダーとして活躍できる高度な人材育成を目

指している。そのために、中等教育課程において、自然科学において強い関心をもち、ま

たそれらについての教育・研究を行っていく能力と適性を有する者を入学させることが本

学部の理念・目的・教育目標を実現するうえで必要である。 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

能力については、筆記試験は成績を客観的に測定できるために重要であるが、筆記試験

では測定できない適性を判断するために多様な入試制度を実施し、特定の分野における深

い洞察や実績のある者を受け入れることにより、学生の個性の多様化を図ることも、本学

部の理念・目的・教育目標と合致したことである。 

 

ⅠＢ群 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

ⅠＣ群 学部・学科等のカリキュラムと入試科目との関係 

【実態】 

理工学部一般入学試験では、数学、英語、理科の３教科を採択している。数学の出題範

囲は数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学 A（「数と式」「数列」）、数学 B（「ベクトル」「複素数と

複素数平面」）、数学 C（「行列と線形計算」「いろいろな曲線」、ただしコンピュータのプロ

グラム作成に関する部分を除く）である。英語の出題範囲は英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディン

グ、ライティングである。理科の出題範囲は物理がⅠB、Ⅱ、化学がⅠB、Ⅱ、生物がⅠB、

Ⅱであり、学科の特性に応じてこれらから２科目を課している。 

また、ほかの入試においては、附属・系属校からの推薦入学試験、指定校入学試験にお

いては上記科目の高等学校における履修を条件とし、特別選抜入学試験「AO 方式」では高

等学校における数学と理科の履修単位数に下限を設けており、帰国生入学試験、外国学生

入学試験では一般入学試験に準じる範囲の筆記試験を課している。また、特別選抜入学試

験「数学オリンピック入試」では、数学以外の科目の素養について書類選考にて判断して

いる。 

これらに基づき、本学部すべての学科では一般入学試験の試験範囲の履修を前提として

構成されており、入学後も英語、数学、物理はすべての学科で必修、化学は大部分の学科

で必修となっている。入学試験の理科において、化学・生物で受験し入学した者について

は、必修の物理学について別講座を設けて対応している。 

一般入学試験で鉛筆デッサン試験である「空間表現」試験を課している建築学科では、

建築表現、設計製図といった科目が必修となっており、入試科目の適性判断に基づくカリ

キュラムが構成されている。 

 

（入学者選抜の仕組み） 

ⅠＢ群 入学者選抜試験実施体制の適切性 

ⅠＢ群 入学者選抜基準の透明性 

【理念・目的】 

本学部では、中等教育課程において、自然科学において強い関心をもち、またそれらに

ついての教育・研究を行っていく能力と適性を有する者を広く全国から受け入れることを

方針としている。これを実現させるためには多様な入学者選抜方法を採用するとともに、
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カリキュラムとの関連においては、筆記試験の実施、あるいは中等教育課程における習得

の制限等により、本学部のカリキュラムに適合した学生を入学させている。 

【実態】【長所】【問題点】 

これらの入学者選抜方法ごとにおける現状については以下に述べる。 

（１）一般入学試験 

中等教育課程において、自然科学・数理科学に適性を発揮した者を客観的な筆記試験に

より選抜する方法である。学科ごとに、入学後の学科のカリキュラムに合わせて理科を物

理・化学・生物から２科目指定するとともに、建築学科では学科の特性から鉛筆デッサン

試験である「空間表現」試験を課している。 

また、特定の能力に秀でた者を入学させる方式として「得意科目選考」を導入しており、

総合点が合格に達していない場合でも、学科のカリキュラムと関係の深い教科において秀

でた能力を示した者は合格にするという方式を採用している。 

（２）附属・系属校からの推薦入学試験 

早稲田大学の建学の精神にふさわしい人材を一貫教育により養成することと、受験勉強

の競争の中では得られない豊かな個性を育んだ人材を受け入れることを趣旨としている。

本学部へ進学する者については、数学・理科の理系科目の選択を必須としており、自然科

学分野における関心が高い者を受け入れている。 

（３）指定校からの推薦入学試験 

本学部を第一志望とする意欲ある学生の確保、現役学生と地方出身の学生比率の上昇、

高等学校における一定の成績水準の評価等を目的としている。本学部へ進学する者につい

ては、数学・理科の理系科目の修得を必須としており、自然科学分野における関心が高い

者を受け入れており、入学後の成績も良好なことからも受け入れ方針と合致した者が入学

している。 

（４）特別選抜入学試験「AO 入試」 

論理的な思考力、知的好奇心、自由な発想力と表現力、困難を乗り越える強靭な意志を

評価することを目的としている。数学・理科について中等教育機関での履修に条件を設け

ており、自然科学分野における関心が高い者を受け入れている。問題点としては、当入試

の方針に合った志願者が十分に集まらないため、募集人員を満たすことができていない点

が挙げられる。 

（５）特別選抜入学試験「数学オリンピック入試」 

理工系の多くの分野において求められる高度の数学的才能をもった学生を受け入れるこ

とを目的としている。数学的才能は「数学オリンピック」の成績により明らかであるため、

書類選考と面接により、本学部のカリキュラムへの適応性を総合的に判断して受け入れて

いる。 

（６）帰国生入学試験 

日本以外の学校教育制度の下で学び、異文化体験を通して身につけたさまざまな能力や

個性を評価することを目的としている。筆記試験と面接により選抜しており、入学後も語

学のみならず専門科目でも高い成績を収めているため、受け入れ方針と選抜方法が適合し

ていると判断している。 

（７）外国学生入学試験 
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国際交流の一環、また異文化での中等教育を受けたさまざまな個性をもつ者を受け入れ

ることによる本学部の活性化と入学者の多様化を目的としている。日本語能力の点で問題

があるが、日本語科目の履修を通じて専門科目の理解力向上を図るプログラムが実施され

ている。 

（８）マレーシア・ツイニング・プログラム 

1999 年に日本の他の 12 大学と共に、日本とマレーシア両国の理工系人材育成と学術交流

の推進を目的としている。入学者が少数であるため判断が困難であるが、最初の入学者が

大学院へ進学する等、一定の成果を挙げていると判断している。 

（９）学士入学試験 

文系・理系を問わず他大学を卒業し、学士の学位を持つ者に対し３年生に編入する。「英

語」「数学」と各学科独自の科目による筆記試験と、面接試験により選抜を行っている。理

系のみならず文系学部出身者の志願者も多く、学生の多様化に寄与している。問題点とし

ては、専門科目が多岐にわたるため、２年間で卒業できない場合が多いことが挙げられる。 

 

（入学者選抜方法の検証） 

ⅠＢ群 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

【実態】【改善の方法】 

 入試問題に対する直接の検証は行っていないが、入学者選抜方法が適切であるかどうか

は、入試カテゴリー別（一般入試、帰国生入試、外国学生入試、AO 入試、数学オリンピッ

ク入試、附属・系属校からの推薦、一般高校推薦）入学者の入学後の成績を追跡・比較し、

学力のある質の高い学生が確保できているかどうか検証を行っている。これら入学者の成

績に関するデータを基に入試・教育検討委員会において入学者選抜方法に関して検討を行

い、改善すべく努力を行っている。このような成績追跡調査の結果、2002 年度から新規に

導入された AO 入試に関しては、多くの学科において期待された質の高い学生が確保されて

いないことが明らかとなり、この入試は年々縮小の傾向にあり、2007 年度入試からは１学

科のみの実施が予定されるに至った。また、附属校からの入学者の成績が他の入試カテゴ

リー入学者と比べて低く、高校側に成績を開示し、教育の改善を求めている。 

 

（アドミッションズ・オフィス入試） 

ⅠＣ群 アドミッションズ・オフィス入試を実施している場合における、その実施の適切性 

【理念・目的】 

本学部は、AO 入試の範疇として、「特別選抜入学試験『AO 入試」』」を実施している（以

下、AO 入試と表記）。AO 入試では、一般入試のような学科目試験では測れない能力（論理

的な思考力、知的好奇心、自由な発想力と表現力、困難を乗り越える強靭な意志など）を

書類選考・面接試験等を通して評価し、選考することを目的としている。入学後、上述の

能力を発揮し、大いに活躍することを期待するとともに、この AO 入試によって、ある意味

で一般入試や推薦入試等とは違った個性をもつ学生が入学することによって、学生が互い

に刺激を与え合い、切磋琢磨できる環境となることを望んでいる。 

【実態】【長所】 

選考方法は、第一次選考（10 月下旬）として書類選考および筆記試験（筆記試験は一部
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学科のみ）を行い、第一次選考の合格者のみが第二次選考（11 月中旬）として面接試験や

課題発表などの学科ごとに異なる選考に臨む方式である。このような選考を行ううえでの

長所としては、一般的に AO 入試について言われている通り、一人ひとりに対して十分に時

間をかけて丁寧に選考できるため、AO 入試の理念に沿った学生を評価して獲得できること

が挙げられる。 

【問題点】【改善の方法】 

AO 入試における問題点としては、いくつか下記に列挙する。 

・基本的に筆記試験を課さず、書類選考にて選考を行う関係上、出願の段階で作成・提出

する書類が質量ともにやや多くならざるをえず、受験生にとって負担となっている。 

・上述の負担もあるためか、学科によっては志願者が非常に少なく、教職員の多大な労力

に見合わないケースが見られる。 

・学科によっては、その学科において必要な能力を書類選考・面接試験で見定めることが

困難であり、その結果 AO 入試の募集を停止した学科がいくつか存在する。 

上記の問題点は AO入試を実施している現在の日本の大学では共通の悩みであろうと思わ

れる。学力試験を課さない方式をとっている以上、その選考には多大な時間・労力がかか

ってしまうのは宿命といってよく、現状ではその労力に見合っているとは言いがたい。し

かし、当学部建築学科のように、多数の出願者を集め、学科において必要な能力を AO 入試

によって見定めることが比較的容易で、また入学後にはその学年のリーダー的な存在にな

る学生を多数輩出するなど、成功を収めている学科も存在している。このように、学科に

よって向き不向きがある中で、「向いている」学科において拡大充実していくのが今後の成

功の鍵となると思われる。 

 

（入学者選抜における高・大の連携） 

ⅠＣ群 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

【実態】【長所】 

＜附属・系属校からの推薦＞ 

 本学部への推薦入学制度は、附属・系属校からの推薦と一般高校推薦の２つに分けられ

る。附属・系属校からの推薦とは、附属高校である早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄

高等学院、および系属高校である早稲田実業学校、早稲田高等学校、早稲田渋谷シンガポ

ール校からの推薦入学を指す。 

長所としては、高校教育の段階から、大学の研究・教育概要の理解を促す機会を設けや

すい点が挙げられる。附属・系属校に対しては、年１回理工学部にて学部進学説明会を実

施しているほか、理工学部教員が各校へ出向き、模擬講義や学部・学科説明会を実施して

おり、研究・教育概要の理解を図っている。また、学部進学説明会と併せて、各校教員と

の連絡会を実施し、高校での実態把握および要請に応えるよう努めており、高等学校との

連携は適切であると判断している。 

＜一般高校推薦＞ 

 上記以外に、本学部への入学を第一志望とする、明確な志向と意欲のある優秀な生徒を

受け入れたいという理念の下、全国各地の一般高校から推薦入学を受け入れている（一般

高校推薦）。2004 年度は、301 校へ推薦を依頼し、224 人が推薦入学した。 
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 本学部では、高校での推薦者決定前に理工学部教員が出向き、依頼学科の研究・教育概

要説明や模擬講義などを実施している。これにより、学問上のミスマッチを未然に防ぎ、

明確な志向・意欲のある優秀な学生を確保できている。 

当該制度による学生は、入学後も勤勉であり、本学部全体の教育環境の向上に貢献して

いることから、一般高校との連携は適切であると判断している。 

 

ⅠＣ群 入学者選抜における、高等学校の「調査表」の位置づけ 

【実態】 

本学部では、一般高校推薦において成績の基準（入試要項等に明記）を設けており、「調

査表」を重要視している。また、附属・系属校からの推薦においては、本学部の推薦受け

入れ時に「調査表」を重要視することはないが、高校における推薦学部・学科決定時、選

考材料となっていることが多い。また、２つの特別選抜入学試験（AO 入試、数学オリンピ

ック入試）においては、ある程度「調査表」を参考にしており、AO 入試では、出願資格の

有無確認（数学・理科の修得単位数）にも用いている。一般入試では「調査表」を重要視

していない。 

 

ⅠＣ群 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

【理念・目的】 

 本学部では、遍く広く、学問への門戸を開放する理念の下、学生に対し積極的な情報伝

達を行っている。 

【実態】【長所】 

実態としては、オープンキャンパスを年１回、２日間実施し、学部・学科説明、体験授

業、在校生によるキャンパスツアー、進学相談などを行っている。また、北海道から沖縄

に至る全国で進学相談会を実施し、2004 年度は 90 カ所以上で開催した。そのほか、高等学

校からの依頼により、模擬講義を行う理工学セミナーも積極的に展開しており、2004 年度

は 121 校で実施実績を残している。ホームページにおいては、学部・各学科説明のウェブ

配信や、リアルタイムな情報提供が可能なモバイルサイトも運営している。 

【問題点】【改善の方法】 

 今後の課題としては、理工再編に向け、新理工系３学部の研究・教育・入試体制等の認

知・理解に尽力するとともに、理工系離れに歯止めをかけるべく、理工系学問への興味を

喚起させるよう、より一層強い働きかけが必要であると考えている。 

 

（科目等履修生・聴講生等） 

ⅠＣ群 科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

【実態】 

本学部では大学設置基準第 31 条に従い、学則の中で受け入れの方針・要件を定義してお

り、さらに募集要項でも詳細に記載されていることから適切かつ明確であると判断する。

この制度を利用して 48 人の受け入れを行った。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 
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ⅠＣ群 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生受

け入れ・単位認定の適切性 

【実態】 

 外国学生入試による入学者に対し、本国地での教育について単位認定は行っていない。

マレーシア・ツイニングプログラムによる入学者に対しては、本国地における教育課程（大

学１年生相当）を単位認定している。 

 

（定員管理） 

ⅠＡ群 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と入学者数の比率の適切性 

【実態】 

2004 年度における学生収容定員と在籍学生数の比率については、本学部全体として 1.14

であり、各学科単位としても 1.30 を超えている学科はなく、概ね問題はない。また、2004

年度入学定員と入学者の比率については 1.10 であり、適正数を確保できていると考えてい

る。 

 

（編入学者、退学者） 

ⅠＡ群 退学者の状況と退学理由の把握状況 

【実態】 

本学部では退学を希望する学生で３年生以上については、学生の現在の状況や退学理由

を把握し、学生の声を聞くために、クラス担任および、学術院長室の担当教員との面談を

実施している。そのうえで、やむをえないと判断した場合、教授会で退学を認めている。 

退学者数は、各年度によっても差はあるが、過去３年間で見てみると１年間の退学者は

100 人前後になっている。退学理由も「勉学の意欲低下による単位修得不振」「進路変更」

「疾病」「経済的問題」などさまざまである。面談を実施しない１・２年生についても「退

学願」に退学理由を記載する必要がある。１・２年生に多く見られる退学理由は「進路変

更」である。 

 

ⅠＣ群 編入学生及び転科・転部学生の状況 

【実態】【長所】 

 本学部では、２年生進級時に全学科、３年生進級時に４学科にて転科試験を実施してお

り、２年生転科においては、例年 10 人弱が応募し、若干名が合格・転科している（３年生

転科は近年志願者なし）。 

【問題点】【改善の方法】 

若干ではあるが、志願者が増加傾向にあることや、新理工系再編に伴い、各学部間の垣

根を低くすることが今後の課題であると認識している。 

 

５ 教員組織 

（教員組織） 

ⅠＡ群 学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係におけ

る当該学部の教員組織の適切性 
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【理念・目的】 

理工学部の理念と目的は、常に時代の最先端を行く科学技術の教育・研究を展開するこ

とで、国際社会のさまざまな領域でリーダーとして活躍できる高度な専門性と幅広い応用

力を有した人材の育成を図ることである。このため、「基礎から専門までの一貫カリキュラ

ム」「理工系の技術としての英語の導入」「３年生から研究室に所属」「体験型学習のための

充実した実験・演習科目」「学部・大学院統合教育」などをカリキュラムの特色としている。 

【実態】【長所】 

学生定員である１学年 1,670 人（４学年で 6,680 人）を専任教員 233 人で対応しており、

学生定員総数と専任教員数の比率は単純に数えるならば約 29 人である。実際に在籍してい

る学部学生数は 7,427 人（2005 年４月末現在）おり、現時点における学生総数と専任教員

数の比率は約 32 人となっている。理工学部の助手はすべて任期制であるが 111 人おり、教

務上の補助を行っているこれら助手も含めるならば比率は約 22 人となる。またクラス担任

として専任教員を各学科各学年に配置しており、学生の学習指導・相談に細かく応じてい

る。 

学生に対するきめ細かな教育を行うため、上記のような特色あるカリキュラムを導入し、

特に３年生からの所属研究室を決めることで、卒業論文に向けて、専任教員の直接指導を

少人数で受けられる体制をとっている。また、理工学部として不可欠な実験・演習科目の

履修においては、助手とともに約 140 人の技術系職員のサポートおよび TA を配置しており、

豊富で高度な教育を行うことができている。 

理工学部では A 群科目（複合領域科目および外国語科目）、B 群科目（数学、自然科学、

実験・実習・制作、情報関連科目）を理工系の共通の基礎科目として配置している。この

うち A群科目は、複合領域（現在の専任教員数は 16 人、助手が２人）ならびに理工系英語

教育センター（現在の専任教員数は６人、助手が１人）が主に担当している。B群科目につ

いては、13 ある学科のうち数理科学科、物理学科、化学科、コンピュータ・ネットワーク

工学科の教員が主として担当している。 

このような教員組織、職員組織の下、理工学部は教養教育担当教員（複合領域の専任教

員）を含め、専任教員１人当たりの学生数が、自然系学部としての 40 人以内という基準を

確保している。 

理工学部は、めざましい発展を続ける理工学の諸領域を広範にカバーする 13 学科により

構成されている。以下に各学科での教員組織について述べるが、それぞれ学科の理念・目

的を反映している。また各学科とも文部科学省令設置基準で定める必要専任教員数を上回

っており、未だ十分とはいえないが教育課程の内容や学生数との関係においても、適切な

教員組織になっていると判断している。 

なお、2003 年４月に「電気電子情報工学科」「電子・情報通信学科」「情報学科」の３

学科を「電気・情報生命工学科」および「コンピュータ・ネットワーク工学科」の２学科

に再編した。このことに伴い、2005 年３月末現在、３年生以上に再編前の学科の学生が在

籍している。「電気電子情報工学科」が 237 人、「電子・情報通信学科」が 156 人、「情

報学科」が 115 人それぞれ在籍しているが、これら学生の専門教育は再編後の「電気・情

報生命工学科」および「コンピュータ・ネットワーク工学科」の専任教員 48 人等が適切に

担当している。 
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機械工学科の現在の専任教員数は 26 人、助手が 10 人、在籍学生数は 1,289 人である。

深い専門的知識と技術をもち、創造的な総合化能力および解析能力に優れた人材を育成す

るため、学部と大学院との有機的結合を活用した新しい指導方式で教育を行っており、学

生が高学年では 6 コースに分かれて専門分野を履修できるよう教員の担当配置を行ってい

る。 

環境資源工学科の現在の専任教員数は９人、助手が４人、在籍学生数は 295 人である。

高学年では地殻情報・開発工学関連と資源循環・環境工学関連の 2 つに分けて科目が設置

されており、学生各自の個性、学問上の興味、将来の進路に照らして、どちらかを中心に

履修できるように教員の担当配置を行っている。 

建築学科の現在の専任教員数は 18 人、助手が 11 人、在籍学生数は 809 人である。高学

年に進むに従って、学生は個性と能力に応じて、将来選択すべき方向を見定めながら少し

ずつ専門深化に努めている。その学習の道程は、技術を社会化する過程で追求される計画

系と、科学を技術化してゆく過程で追求される技術系とに分かれて履修できるように教員

の担当配置を行っている。 

応用化学科の現在の専任教員数は 17 人、助手が９人、在籍学生数は 630 人である。触媒

化学、高分子化学、応用生物化学、電気化学等の各分野の学科目、さらに工業化学、化学

工学コースでの専門科目と卒業研究を中心とした修学ができるように教員の担当配置を行

っている。 

物質開発工学科の現在の専任教員数は 13 人、助手が４人、在籍学生数は 407 人である。

科学・技術の具現化の基本となる物質・材料について基礎から応用まで幅広く学べるよう

学科目を系統的に整理し、学生が履修できるように教員の担当配置を行っている。 

経営システム工学科の現在の専任教員数は 14 人、助手が７人、在籍学生数は 600 人であ

る。企業等の組織における問題発見・解決能力の育成を重視し、経営戦略立案、生産プロ

セス設計、情報システム開発等の現実的な場に最新技術の実際的活用を図るため、実験・

演習および研究に重点を置いておりこれらの科目が履修できるように教員の担当配置を行

っている。 

社会環境工学科の現在の専任教員数は 12 人、助手が４人、在籍学生数は 413 人である。

技術者倫理に基づいて、人間が安全で文化的な生活を送るために必要な社会基盤を整備し、

人間が自然との協調と共生の中で生活するための方策を実現することができるために学ぶ

べき幅広い分野の科目が履修できるように教員の担当配置を行っている。 

応用物理学科の現在の専任教員数は 14 人、助手が９人、在籍学生数は 420 人である。次

の時代を切り拓く画期的な科学技術の芽を、最新の物理学を駆使して創造できる人材を育

成することを目的として科目を設置するとともに教員の担当配置を行っている。 

数理科学科の現在の専任教員数は 20 人、助手が９人、在籍学生数は 292 人である。現代

数学の各分野にわたって学習し、純粋数学・応用数学の研究者、専門的技術者を養成する

ことを目的として科目を設置するとともに教員の担当配置を行っている。この学科の教員

はさらに理工学部の全学生を対象とした B 群科目の中で数学にかかわる科目を担当してい

る。 

物理学科の現在の専任教員数は 12 人、助手が７人、在籍学生数は 233 人である。自然科

学の最先端をリードし、科学技術発展の基礎にもなっている物理学、特に素粒子・宇宙物
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理・凝縮系物理および生物物理の基礎について履修できるように教員の担当配置を行って

いる。この学科の教員はさらに理工学部の全学生を対象とした B 群科目の中で物理にかか

わる講義科目、実験科目を担当している。 

化学科の現在の専任教員数は 11 人、助手が７人、在籍学生数は 234 人である。物質の世

界を原子分子の立場から探究し、科学技術の基礎である現代化学を履修できるように教員

の担当配置を行っている。この学科の教員はさらに理工学部の全学生を対象とした B 群科

目の中で化学にかかわる講義科目、実験科目を担当している。 

電気・情報生命工学科の現在の専任教員数は 24 人、助手が 12 人、在籍学生数は 654 人

である。電気電子情報通信系領域に生命という新たな領域を融合させた学問体系を学べる

ように科目を設置するとともに教員の担当配置を行っている。 

コンピュータ・ネットワーク工学科の現在の専任教員数は 24 人、助手が 15 人、在籍学

生数は 673 人である。21 世紀の科学技術を推進するためのキーテクノロジーと位置づけら

れる情報技術と通信技術を融合した ICT 系学問領域を研究・教育できるように科目を設置

するとともに教員の担当配置を行っている。 

 

ⅠＡ群 主要な授業科目への専任教員の配置状況 

【実態】 

各学科とも専門必修科目、専門選択必修科目のほとんどすべてを専任教員が担当してお

り、専門選択科目においても主要な科目は専任教員が担当するカリキュラムとしている。 

 

ⅠＡ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 

【実態】【長所】 

各学科の専任、兼担（他学部、大学院研究科、研究所の専任教員）、兼任（学外からの兼

務者）の数は次表のとおりである。 

必修科目、選択必修科目をはじめとし主要な科目は専任教員、兼担教員が担当している。

主として選択科目の担当に兼任教員があたっている。専任教員が専門とする分野以外にお

いて、その分野を専門とし実社会などにおける状況に精通した兼任教員（非常勤講師）が

担当するこ 

とは社会との接点と専門性が追求される理工学部の教育において必要不可欠なことである。

現在、理工学部の専任教員は学部・大学院の教育において年間 16 コマを超える科目を担当

しており、学部教育において教育理念・目標を達成するためにも兼任教員の嘱任は不可欠

となっている。兼任教員はほぼ１人当たり２コマの担当となっており、兼任教員への依存

は適切であり、教員組織における専任、兼任の比率は適切であると判断している。 

 

学科 専任 兼担 兼任 

機械工学科 26 ２ 32 

環境資源工学科 ９ ０ 14 

建築学科 18 ８ 34 
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学科 専任 兼担 兼任 

応用化学科 17 ０ ６ 

物質開発工学科 13 ２ 13 

経営システム工学科 14 ４ ９ 

社会環境工学科 12 ０ 16 

応用物理学科 14 ３ ８ 

数理科学科 20 ０ 29 

物理学科 12 10 31 

化学科 11 ０ 22 

電気・情報生命工学科 24 ０ 39 

コンピュータ・ネットワーク工学科 24 １ 33 

複合領域 16 19 138 

理工系英語教育センター ６ ３ 41 

 

ⅠＡ群 教員組織の年齢構成の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

理工学部の専任教員は普段の授業をはじめとして、研究室においても学生との接触の機

会が多い。したがって、学生との年齢が近く新進気鋭で斬新な研究の力量を有した 30 代前

半から、教育・研究の経験豊かな 60 代まで、バランスのとれた教員の年齢構成が望まれる。

このことは各学科においても常に教員組織を検討するとき重要な問題意識をもって議論さ

れている。 

 現在、理工学部専任教員の 10％が 30 代、28％が 40 代、36％が 50 代、26％が 60 代とな

っている。割合からすると 30 代の専任教員が比較的少ないものの、学生との年齢差が近い

助手（20 代後半から 30 代前半）を専任教員および助手の総数の 32％ほどに嘱任しており、

教員の年齢構成上、助手も重要な役割を担っていると考えている。 

【問題点】【改善の方法】 

これらの点から、教員組織の年齢構成は一応の適切さをもって運営していると判断して

いるが、今後とも各学科における専任教員の年齢構成のバランスに配慮した人事を継続し

ていくことが重要な課題である。 

 

ⅠＢ群 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況と

その妥当性 

【実態】 

理工学部では、教育課程編成に関する調整機関として、およそ月に１回の割合で開催さ

れる入試・教育検討委員会が設置されており、理工学部全体における教育課程に関して審
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議されるとともに各学科間の調整が行われる。また、各学科においては、およそ月に２回

の割合で教室会議が開かれ、必要に応じて教育課程の編成に関して検討が行われる。最終

的には、各学科の責任者の集まりである主任会において理工学部および各学科の教育課程

の決定がなされる。 

カリキュラム編成の起案は、基本的には各学科・領域に任せている。各学科は専任教員

の中からカリキュラム・時間割担当者を決めており、この担当者が中心となって、学科の

カリキュラム検討委員会を設置している。さらに、学科・領域の中で、近い分野の教員が

集まりカリキュラム内容の相互調整・見直し（社会の要請、学生評価、卒業生などの意見

なども参考にしている）を行い、学科・領域のカリキュラム検討委員会に提案・検討して

いる。そのうえで、「学科目配当・担任者変更届」を提出し、教授会から権限の付託を受け

た主任会（各学科の主任ならびに学部長などで構成）において学部長提案事項として審議、

決定している。 

カリキュラムの大幅な改定・変更が発生する場合においては、理工学部の常設委員会（学

部長の諮問委員会）のひとつである入試・教育検討委員会（各学科・領域等から１人の委

員を選出）での検討を踏まえたうえで、主任会の場において学部長提案事項として審議、

決定している。 

 

ⅠＣ群 教員組織における社会人の受け入れ状況 

【実態】【長所】 

理工学部においては、その教育・研究の理念・目的からして教育機関の出身者に限らず、

広く実社会で経験を積んだ社会人を専任教員として多く受け入れてきている。2005 年４月

に新規の専任教員（任期制の客員教員を含む）として理工学部で嘱任した 19 人のうち、７

人は教育機関だけを経験した者ではなく社会人としての経験を踏まえてきた人物を受け入

れている。なお、大学院理工学研究科等においては任期制となっている専任教員の客員教

員や非常勤扱いの客員教員を社会人の中から数多く受け入れてきている。 

 

ⅠＣ群 教員組織における外国人研究者の受け入れ状況 

【実態】 

学部教育に直接携わらない外国人研究員は大学院理工学研究科ならびに理工学総合研究

センターに在籍している。 

 

ⅠＣ群 教員組織における女性教員の占める割合 

【実態】【長所】 

現在、専任教員として 11 人の女性教員が在籍している。そのうち５人が専門学科の教育・

研究を担当している。残りの６人は外国語教育を担当する教員である。女性教員が専任教

員の中で占める割合は、現時点で５％であるが、近年、専門学科の教員として嘱任される

女性教員が増加しており、理工学部における学問分野の新たなる展開ならびに公募制、研

究業績、教育実績、社会における経歴に基づく新任の専任教員採用を進めていく中で、そ

の割合は変化していくものと考えている。 
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（教育研究支援職員） 

ⅠＡ群 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的

補助体制の整備状況と人員配置の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

早稲田大学理工学部における実験実習教育、ならびに外国語教育、情報処理関連教育を

支援する人的な体制は、技術系職員（75 人）とそれらを補助する嘱託（17 人）、派遣社員

（約 50 人）で構成されている。この技術系職員を中心とした支援体制は、人的配置の適正

など総合技術系管理委員会の下で協議・運営されている。特に、実験・実習教育を重視す

る本学・本学部の教育理念が、この支援体制にも顕著に表れている。 

 

ⅠＡ群 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

【実態】 

 早稲田大学理工学部において教育研究支援を担当する職員は「総合技術系」に属してい

る。総合技術系においては、管理委員会で予算や体制等を審議し、協議会では教育研究を

円滑に支援する方策について協議している。また、総合技術系内の各教育系（３つ）、三支

援ラボ、理工メディアセンターの５つの運営委員会とその下に設置されている部門委員会

では、教職が連携し運営方法等を協議する仕組みが整備されている。実験内容の具体的検

討についても、実験科目検討委員会において教職が協力し検討が進められている。 

 

ⅠＣ群 ティーチング・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 

【実態】 

理工学部の TA は、各学科・実験室からの推薦により決定される。原則として理工学研究

科生であるが、専門分野では必要に応じて他研究科・他大学研究科生も採用される。理工

学部には 48,989 時間分の TA 費が予算立てられている（2004 年度）が、学生の在籍者数と

前年度実績により配分をされ、以降の管理も原則として各学科・実験室で行われる。 

採用から予算の執行まで現場の意向を最大限反映することにより、TA の制度は適切な活

用が行われていると判断している。 

 

（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続） 

ⅠＡ群 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

【理念・目的】【実態】 

理工学部における新任教員の募集・任免・昇格にあたっては、「早稲田大学教員任免規則」

ならびに「客員教員の受入に関する規則」「早稲田大学助手規定」等に基準が明記されてお

りこの基準に則り、教授会構成員の３分の２以上の出席をもって成立する教授会の出席者

数の３分の２以上の多数決をもって決している。理工学部としては、特に専任教員となる

者の任免、昇格候補者の教授会への提案にあたっては主任会に諮り、２週間の周知期間を

経た後に教授会において決定を行っている。また、理工学部としての申し合わせ事項とし

ては「教授への昇格年齢についての申し合わせ」「教員の選択定年届出に関する申し合わせ」

があり、また、「早稲田大学理工学部助手細則」などが明文化され、それに沿った手続きで

実施している。なお、早稲田大学教員任免規則には、教授昇格の場合は助教授５年以上、
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助教授昇格の場合は講師２年以上といった内容が含まれている。 

理工学部では主任会への提案にあたり、学術院長による面接を含めた確認が行われてい

るが、人事の起案箇所は原則として学科となっている。各学科ではその中に設置した人事

選考委員会が、募集（公募、推薦）を行うとともに、研究実績等の評価を行ったうえで、

人事の起案が学術院長（学部長）に対してなされている。 

 

ⅠＢ群 教員選考基準と手続の明確化 

【理念・目的】【実態】 

教員専攻にあたっては、研究業績が非常に重要である。しかし、多岐にわたる理工学分

野においては、その専門とする分野（学科・専攻）において、その評価方法に異なる点が

ある。このため、研究業績の評価について、教授会に先立つ学術院長の確認ならびに主任

会において報告・承認が行われる。 

【実態】【長所】【改善の方法】 

その一方、理工学部においては公募による教員選考が一般化しているとともに、大学な

ど研究機関に限らず、それ以外の実務経験を踏まえた教員採用も拡大しており、研究・教

育能力、社会的貢献、実務の応用能力など多角的な評価を行うための基準も設け、採用す

るように心がけている。 

 

ⅠＢ群 教員選考手続における公募制の導入状況とその運用の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】【改善の方法】 

理工学部では、公募による教員選考が一般化しており、学会誌、協会誌、当該分野に関

する学部、大学院を有する全国大学研究機関に公募用紙を送付するとともに、学術情報セ

ンターのホームページ等に掲載している。 

理工学部としては、２年にわたる人事計画を主任会、教授会であらかじめ決定している。

２年間というのは、学術院長（学部長）の任期に対応した年数であり、その間の人事選考

については学部長が責任を有することを確認するのと同様の機能を有することになる。そ

のうえで、毎年度当初にどの学科での人事を行うかについての再確認が主任会・教授会に

おいて承認され、公募の手続きに入ることになる。 

教員選考手続きにおける公募の実施は、人事起案箇所である各学科が責任をもつことに

なるが、複合領域、語学などの理工学部に共通する人事選考にあたっては、学術院長室の

教務主任ならびに学科から選出された委員が参加した委員会が責任をもつことになる。人

事選考委員会では公募要件に基づき書類審査、面談を行い、候補者を順次絞っていくこと

になる。また、推薦による場合も同様に人事選考委員会での書類審査、面談を実施してい

る。 

 

ⅠＣ群 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

教育・研究環境を充実させその活力を保ちつつ、学生の教育を行い、社会に発信してい

くためには、大学教員、研究者の適切な流動性を確保することが不可欠である。理工学部

では、定年制による専任教員のほか、専任教員が選択定年制を活用し、人事のバランスを
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保つことも実施されている。専任教員は 10 年間は教育・研究に従事することが求められて

おり、60 歳以上の任用は基本的にない。しかし、今日、多様な人材養成が求められる中に

おいて、社会的活躍を行ってきている 60 歳以上の方を専任教員として迎えることも必要な

分野が出てきている。そのためここ数年、早稲田大学の「特任教授規程」を活用しその内

容に則り、10 年以下の専任教員嘱任も行っている。また、理工系の専任教員すべてが理工

学術院を本属とし、そのうえで、本務箇所を「学部」「大学院」「研究所」に置くという学

術院制度の導入により、これまで「学部」「大学院」「研究所」という組織の中で行われて

いた人事についても、共通に学術院教授会で決定することになった。このような組織体制

の確立は、専任教員が各組織を横断的に流動して研究・教育を行う基盤となってきている。 

助手については、「早稲田大学助手規程」ならびに「早稲田大学理工学部助手細則」に則

った人事が行われ、最大３年間の任期となっている。このことにより、多くの若手研究者

を社会に送り出す原動力となっている。その一方で３年間の任期は必ずしも十分ではなく、

通算で５年間くらい、研究者として大学に残り、それなりの経験を積み重ねた研究者とし

て社会に送り出す制度の検討も進めている。 

【改善方法】 

理工系の研究・教育の発展を支えるためには、特定分野に固持せず、学際的研究、さら

には融合的研究・教育の必要性がますます高まっている。その中において、早稲田大学の

「客員教員の受入に関する規則」に則った、任期制教員の採用が活発に行われている。客

員教員は任期制であるが、研究・教育へのかかわり方に応じて「専任扱い」（週４日以上出

校）、「非常勤扱い」に分かれる。種別としては、客員教授、客員助教授、客員講師、客員

講師（インストラクター）、客員研究助手、訪問学者の６種からなっている。大学院生も参

画するそれぞれの研究プロジェクト、大学院での授業、研究指導などにおいて、この任期

制の客員教員は専任教員の約２倍の人員を擁しており、理工系において欠かせない存在と

なっている。 

 

（教育研究活動の評価） 

ⅠＢ群 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

（教育・研究活動の評価） 

ⅡＢ群 教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性 

【実態】【長所】 

 教員の研究活動に関しては、ウェブ上で公開されており、公の目に触れるようになって

いる。ウェブ上には研究テーマ、論文等の発表状況、研究資金の獲得状況等が公開されて

いる。また、競争的資金の獲得に伴う大学からの研究補助金の支給や授業の免除等の制度

が徐々に整いつつある。これらのことを通じて教員の研究者としての意識を高めるべく努

力を行っている。また、教育に関しては、毎学期または毎学年ごとに学生による授業評価

を実施し、学生からの意見を反映しつつ、授業の改善を行っている。 

 

ⅠＢ群 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性   

【実態】 

 教員の選考は基本的に各学科・領域において行われており、教員選考基準は統一されて
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いない。しかしながら、その選考において論文数や獲得した競争的研究資金等の研究業績

が最重要視されるとともに教育実績も考慮され、各学科・領域での基準に達したものが採

用されるシステムになっている。最近では、採用予定者に対して事前に、総長および理工

学術院長による面談が行われるようになり、研究業績ばかりではなく、人物も教員選考基

準のひとつとなっている。 

 

６ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅠＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

【実態】 

機械工学専攻では、学術論文、講演、著書の公刊数（2000～2004 年度）は下記のとおり

である。①日本発表論文 353 件、②海外発表論文 230 件、③解説、報告書（上記内数）な

ど 74 件、④海外学会講演発表 318 件、⑤国内講演発表 479 件、⑥上記の内数として招待講

演、基調講演数 92 件、⑦著書 21 件、⑧関連学会からの受賞は 42 件となっている。SAE(米

国自動車技術会)SETC 2003 優秀論文賞、The award of best poster presentation Asia 

International Conference on Triborogy 、IEEE SCI2003 「Best Paper Presented in 

Robotics Award」、IEEE/RSJ IROS2003「Best Paper Award ‒Application」、Business Week

誌「Best of Asia Award」、米国 SAE SETC 最優秀論文賞、日本機械学会論文賞、日本機械

学会機械材料・材料加工部門部門賞、日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門学

術業績賞、日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門「学術業績賞授賞」、日本機械

学会ロボティクス・メカトロニクスシンポジウム「ロボメック賞」、日本鉄鋼協会鉄鋼協会

共同研究賞（山岡賞）、電子情報通信学会第１回ヒューマンコミュニケーション賞、ヒュー

マンインタフェース学会論文賞、日本塑牲加工学会天田賞、日本ロボット学会「研究奨励

賞」「論文賞」、インタラクション・ベストペーパー賞、冷凍空調学会学術賞、ヒートパイ

プ協会大島耕一記念賞、ヒートパイプ協会技術賞、平成 16年度ターボ機械協会賞（論文賞）、

環境大臣環境保全貢献賞など。 

建設工学専攻では、230 編の査読付き論文の発表を行ってきている。これらの論文は、都

市計画論文集、土木計画学研究講演集、地盤工学会論文報告集、交通工学研究発表論文集、

国際地震学会コンファレンス、土木学会論文集、トンネル工学研究論文集、コンクリート

工学論文集、IWA World Water Congress、水工学論文集、河川技術論文集など国内外の論

文集に採択されてきた。各論文は国内外で高い評価を受けており、土木学会田中賞論文部

門(2004 年)、土木学会技術開発賞(2004 年)、土木学会水工学論文賞(2004 年)、日本ガス協

会論文賞（2003・2004 年）などを受賞している。また学生の発表においても各種優秀講演

賞、デザイン作品賞などを受けている。 

環境資源及材料理工学専攻 地球・環境資源理工学専門分野では、学会での研究発表は

ほぼ３分の２ほどの学生が行っており、その中で優れた研究は論文として学会誌に発表し

ている。 

環境資源及材料理工学専攻 物質材料理工学専門分野の研究成果の発表は第一に査読欧
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文専門誌での論文刊行である。2003 年度の材料工学専攻の論文数は 44 件で毎年この程度の

論文が発表されている（2000～2004 年度合計で約 200 件）。これらの中には Appl. Phys. Lett.

や Phys. Rev.誌をはじめインパクトファクターの高い論文もある。国際学会や招待講演も

数多くある。研究成果に対する評価として、最近での受賞は文部科学大臣賞（2001 年）、John 

Jeppson Award（米国セラミック学会：2004 年）、日本金属学会功績賞（1996 年）、日本金

属学会論文賞（1999 年）、日本鉄鋼協会論文賞（2001 年）、日本鋳造工学会論文賞（2003 年）、

粉体粉末冶金協会功労賞（2004 年）などがある。また、特許も多数ある。 

応用化学専攻については、21 世紀 COE 実践的ナノ化学研究教育拠点の報告書および教員

の研究業績を参照されたい。 

物理学及応用物理学専攻所属の教員・研究員・助手のほとんどが毎年１ないし数編の論

文を国際学術誌に発表している。その総数は 2000～2004 年度の５年間で約 600 編にのぼる。

本専攻が中心となって文部科学省に提案した 21 世紀 COE プログラムが採択されたことから

も容易に理解されるように、その研究成果は質・量とも国内外から高く評価されている。

この間に教員に対して与えられた賞には、日本 IBM 科学賞、応用物理学会論文賞 JJAP 論文

賞、第 16 回 りそな中小企業優秀新技術・新製品賞、産学官連携特別賞、サーマーティン

ウッド賞などがある。研究発表や発表論文の著者には、ほとんどの場合大学院学生が含ま

れているし、大学院学生が筆頭著者の場合も多い。また、学部生であっても、卒業研究の

レベルが高く、国際誌の共同著者になっている場合もある。 

数理科学専攻においては、2000～2004 年の５年間に ActaMathematica、Mathematiche 

Zeitschrift 等の世界的にみて一流の雑誌をはじめとして、内外の雑誌に 200 編以上の論

文を発表している。さらに西田孝明は 2004 年度日本数学会解析学賞を受賞している。2000

～2004 年の５年間の論文数は 200 編を超えている。 

化学科・化学専攻では、査読欧文誌上における研究成果報告を各教員が積極的に行って

いる。このほか化学科・化学専攻では毎年度アクティビティレポートを独自に作成してウ

ェブ上でも情報提供しており、研究発表状況を社会に対して積極的に公開している。研究

成果に対する評価として、有機合成化学奨励賞（2004 年度、2002 年度）、日本エアロゾル

学会論文賞（2002 年度）、日本化学会「BCSJ 賞」（2002 年度）、市村学術賞貢献賞（2000

年）等がある。 

生命理工学専攻の大学院学生の学会発表は 2002～2004 年度の３年間で 202 回、また論文

発表数は３年間で 125 件である。大学院学生による国内外での学会発表、共同執筆論文に

おける共同研究者として重要な役割や表彰も多数である（教員は各学科にも所属している

ので、教員の業績は重複を避けるため、ここでは大学院学生のみとする）。 

経営システム工学専攻の学会での優秀論文表彰については、2004 年度実績で学生３件、

教員２件。投稿論文受理件数は同じ 2004 年度の実績で 10 件となっている。 

建築学専攻における建築学の研究成果の発表は、第一に日本建築学会の査読論文集での

論文の公刊である。過去５年間の論文数は共著も含め約 130 編である。この他にも、各分

野・領域に特化した国内外の専門学会が多数あり、これらの学会における審査論文への公

刊、国際学会や学術講演会での発表、招待講演なども多数行われている。さらに、建築芸

術分野では、実際の建築作品や公開設計競技での表彰も少なくない。 

建築学分野では国内外の学術雑誌への研究論文の発表と並んで、都市計画や建築設計も



Ⅲ－06―59 

重要な柱となる。特に、研究と設計を融合した活動を展開してきた本専攻では、建築作品

やまちづくり支援事例が多く生み出されている。このような活動に対する評価は、教員の

芸術院会員への選出や数々の受賞につながっている。現名誉教授の池原義郎は芸術院会員

である。 

電気・情報生命工学科における学術雑誌への論文の公刊数（2000～2004 年度）は、欧文

471 編、和文 77 編、また国際会議（査読付き）における発表件数は 355 件である。これら

の中には、教員の専門分野における主要な学術雑誌に掲載された論文および主要な国際会

議における発表が数多く含まれ、ISI Essential Science Indicators による過去 10 年間の

Highly Cited Paper も 12 編（2005 年 3 月 31 日現在）含まれている。また、国際会議、国

内学会における招待講演も数多い。研究成果に対する客観的な評価である学会等での受賞

（2000～2004 年度）は次のとおりである。2004 年度日本鉄鋼協会計測・制御・システム工

学部会研究賞、井上研究奨励賞（2001 年）、日本時間生物学会学術奨励賞（2003 年）、トヨ

タトリエンナーレ優秀賞（2004 年）、電気学会基礎・材料・共通部門特別賞（2000 年）、IEEE

フェロー（2000 年）、IEE-DEIS Eric O. Forster Distinguished Service Award（2002 年）、

電気学会誘電・絶縁材料技術委員会家田賞（2004 年）。 

情報ネットワーク専攻の過去５年間の研究成果として査読付きジャーナル論文公刊件数

は 100 件を上回っている。国際会議発表論文は 200 件を上回っている。国際学会の招待講

演は 10 件以上である。 

ナノ理工学専攻における学術雑誌への論文の公刊数（2000～2004 年度）は欧文 445 編、

和文 89 編、著書 37 冊、また国際会議における発表件数は 574 件である。これらの中には、

教員の専門分野における主要な学術雑誌に掲載された論文および主要な国際会議における

発表が数多く含まれている。 

また、国際会議、国内学会における招待講演も数多い。研究成果に対する客観的な評価

である学会等での受賞（2000～2004 年度）は、次のとおりである。Inter Finish 2000 最

優秀論文発表賞（2000 年）、電気化学会学会賞（2001 年）、Fellow 米国電気化学会賞（2002

年）、応用物理学会 講演奨励賞（2003 年、2004 年）、応用物理学会論文賞（2004 年）、European 

Conference on Diamond.. the best poster presentation 賞（2004 年）。 

 

ⅠＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

【実態】 

機械工学専攻では、所属する教員が理事、役員等の活動を行っている主な学会は、次の

とおりである。日本機械学会、軽金属学会、日本設計工学会、日本トライボロジー学会、

日本冷凍空調学会、ヒートパイプ協会、冷凍空調学会、植物工場学会、計測自動制御学

会、日本材料学会、日本複合材料学会、強化プラスチック協会、自動車技術会、日本塑

性加工学会、日本鉄鋼協会、全日本鍛造協会、自動化推進協会、バイオメカニズム学会、

日本咀嚼学会、日本コンピュータ外科学会、日本ライフサポート学会、IEEE R&A 

(Robotics & Automation Society)、ISCAS (International Society of Computer Aided 

Surgery)、UNESCO WABT (World Academy of Bio-medical Technology)Academician、

CARS(Computer Aided Radiography & Surgery)、 UNESCO WABT (World Academy of 
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Bio-medical Technology)Academician 日本委員、マルチボディダイナミクスと制御研

究分科会、力学系の理論と応用に関する研究会など。 

省庁に関連する主な活動は、通商産業省水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術

（WE-NET）タスク５水素燃料タンクシステムの開発委員、運輸省貨物自動車運送事業用圧

縮天然ガス自動車の低公害性および実用性に関する調査研究委員、東京都環境保全局定置

型内燃機関に関する窒素酸化物低減技術検討委員会委員、経済産業省省エネルギー技術戦

略委員会委員、経済産業省 NEDO 技術委員、国土交通省・環境省新燃料使用時の排出ガス実

態調査研究に係わる調査研究委員、国土交通省貨物自動車運送事業用圧縮天然ガス自動車

の低公害性および実用性に関する調査研究委員、経済産業省省エネルギー技術戦略委員会

委員、経済産業省 エネルギー有効利用基盤技術先導研究開発における戦略技術（運輸部

門）に係わる調査研究委員、国土交通省新たな排出ガス検査手法検討会委員、国土交通省

次世代低公害車開発促進プロジェクトジメチルエーテルおよび天然ガス自動 WG 検討委員、

国土交通省  新たな排出ガス検査手法検討会、国土交通省 LNG 自動車実用化研究会委員、

(社)自動車技術会ディーゼル機関部門委員、環境省中央環境審議会委員、国土交通省交通

政策審議会委員、経済産業省総合資源エネルギー調査会委員、東京都環境審議会委員、経

済産業省素形材センター素形材産業技術賞審査委員、経済産業省資源エネルギー庁新エネ

ルギー熱利用対策委員会、文部科学省科学技術審議会産学連携推進委員会、文部科学省大

学知財本部審査・評価小委員会、経済業省産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防

止対策小委員会、日本学術振興会科学研究費委員審査委員、経済産業省・NEDO 人間支援ロ

ボット－プロジェクトリーダー、経済産業省・機械振興財団レーザーガイダンス委員、経

済産業省・中小企業庁中小企業コーディネート事業審査・評価委員、経済産業省・医工連

携コーディネータ会議委員、内閣府・総合科学技術会議科学技術連携施策群の効果的・効

率的な推進専門委員、神奈川県環境審議会委員、日本鉄鋼協会創形創質部会長、JABEE 審査

委員、中小企業総合事業団課題対応技術革新促進事業審査員、経済産業省中小企業地域申

請コンソーシアム研究会初事業に関する事前評価審査員、JABEE 審査委員となっている。 

応用化学専攻については、21 世紀 COE 実践的ナノ化学研究教育拠点の報告書および教員

の研究業績を参照されたい。 

物理学及応用物理学専攻については、次のとおりである。＜学協会役員＞日本生物物理

学会会長、日本－ロシア－CIS－バルト３国強誘電体会議組織委員長、光屈折効果国際会議

実行委員会委員長、国際コンピュータ音楽協会会長、日本顔学会副会長、日本 AS-i 協会会

長、日本応用物理学会常務理事日本物理学会理事、画像電子学会理事、IEEE 東京支部理事、

日本熱電学会理事、日本視覚学会幹事、日本眼光学学会理事、ドメイン国際会議国際諮問

委員、日本工学会評議員、日本応用物理学会評議員、日本神経眼科学会評議員、Fellow of 

American Association for the Advancement of Science 

＜学会誌編集委員＞Japanese Journal of Applied Physics (Head Editor)、Journal of 

General Relativity and Gravitation、Optical Review、Advances in Mathematical Sciences 

and Applications、Ophthalmic and Physiological Optics、Discrete and Continuous 

Dynamical Systems、Communications in Applied Analysis、The Electronic Journal of 

Differential Equations、Abstract and Applied Analysis、日本物理学会誌（編集委員長）、

日本視覚学会誌「VISION」（編集委員長）、応用物理、日本神経眼科学会誌、日本眼光学学
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会誌。 

＜公的機関職＞日本学術会議生物物理学研究連絡委員会委員長、文科省 HFSP 国内連絡委員

会委員、日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員、JST 国際科学技術協力推進委員新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構技術委員、厚生労働省・薬事食品衛生審議会専門委員。 

化学専攻。＜学協会役員＞日本化学会代議員、日本化学会国際交流委員会委員長、日本

化学会関東支部幹事、分子構造総合討論会運営委員会委員（2004 年～）、日本分析化学会欧

文誌「Analytical Sciences」 編集委員（2001 年９月～2005 年３月）、Bull. Chem. SoC. Jpn.

編集委員（2005 年４月～）、有機合成化学協会事業委員、有機合成化学協会編集委員、有機

合成化学協会関東支部幹事、日本血液学会理事長、日本遺伝子治療学会理事、日本造血細

胞移植学会理事、日本炎症再生医学会理事、日本臨床血液学会評議員、日本内科学会評議

員、日本癌学会評議員、日本癌治療学会評議員・同編集委員会委員、日本細胞生物学会評

議員、日本無菌生物ノートバイオロジー学会評議員。 

＜国際学術団体役員＞IUPAC Titular Member、International Congress on Analytical 

Sciences 2001 (ICAS2001)実行委員、International Conference on Advanced Vibrational 

Spectroscopy, International Steering Committee(1999～2007 年)、アジア血液連合会長、

アジア臍帯血バンクネットワーク（アジアコード）副会長、日台癌シンポジウム運営日本

側代表幹事、アジア・太平洋骨髄移植グループ委員。 

＜Editorial Board メンバー＞日本化学会欧文誌 Bulletin of the Chemical Society of 

Japan、European Journal of Inorganic Chemistry、Journal of Organometallic Chemistry、

Journal of Biological Inorganic Chemistry 、 ICCC (International Conference on 

Coordination Chemistry)、Eurasia Congress on Chemistry International、Growth Factors、

Cancer Gene Therapy、Jpn. J. Oncol.、Gene Therapy、Cytokines & Molecular Therapy、

Int. J. Clin. Oncol.、Cancer Sciense、J Gene Medicine、J Cytotherapy, et. 

このほか、社会的活動として、＜公的機関職＞総合科学技術会議議員、科学技術・学術

審議会委員、経産省化学物質審議会委員、日本学術会議会員、国際協力常置委員会幹事、

アジア学術会議委員会幹事、生命倫理特別委員会：21 世紀の指針’委員長、血液学研究連

絡委員会委員長、太平洋学術研究連絡委員会委員、厚生科学審議会専門委員、日本学術振

興会科学研究費委員会専門委員。 

＜公益団体役員＞日本工学アカデミー会員、FACS (Federation of Asian Chemical Society)

日本代表、日本骨髄移植推進財団評議員、日本さい帯血バンクネットワーク事業運営委員

会委員、放射線医学研究所緊急被ばく医療ネットワーク会議委員、（財）献血供給事業団臍

帯血バンク担当理事、東京国際臍帯血移植シンポジウム運営委員会委員長、（財）ノバルテ

ィス科学振興財団理事、東京生化学研究会理事、（財）パブリックヘルスリサーチセンター

理事、中谷電子計測技術振興財団理事、理研免疫アレルギー科学総合研究センターアドバ

イザリーカウンシル委員、シスメックス株式会社中央研究所アドバイザリーボード、日本

医歯薬アカデミー理事、（財）生存研究会評議員。 

電気・情報生命工学科に所属する教員が理事、役員等の活動を行っている主な学会は、

次のとおりである。IEEE、電気学会、電子情報通信学会、応用物理学会、計測自動制御学

会、システム制御情報学会、日本鉄鋼協会、低温工学会、日本生体磁気学会、日本エムイ

ー学会、国際バイオテレメトリー学会、放電学会、日本神経科学会、日本薬理学会、日本



Ⅲ－06―62 

時間生物学会、日本生化学会、日本太陽エネルギー学会。また、省庁に関連する主な活動

は、次のとおりである。国家プロジェクト「超伝導電力貯蔵システム技術開発」主査、厚

生労働省薬事審議会部会委員長、新エネルギー開発機構評価委員会委員長、（財）パブリッ

クヘルス・リサーチセンタ評議員、文部科学省教科用図書検定調査審議会第九部会長、文

部科学省学術審議会理工系委員会委員、日本学術振興会科学研究費委員会委員、1998年科

技団戦略的基礎推進事業「表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス」研究代

表者、農水省独法評価専門委員、経産省プロジェクト評価委員、（財）日本航路標識協会研

究開発委員会委員長、経産省資源エネルギー庁新エネルギー部会風力発電系統連系対策小

委員会委員、経済産業省「総合資源エネルギー調査会」委員、独立行政法人原子力安全基

盤機構「材料評価技術検討会」委員。 

ナノ理工学専攻に所属する教員が理事、役員等の活動を行っている主な学会は、次のと

おりである。(社)電気化学会、(社)エレクトロニクス実装学会、(社)日本応用磁気学会、

応用物理学会、日本表面科学会。また、省庁に関連する主な活動は、次のとおりである。

学振未来開拓特別推進事業「量子ドットのウエハナノスケール形成プロセス」コアメンバ

ー、文部科学省科学研究費補助金 COE 形成基礎研究「ナノ構造配列を基盤とする分子ナノ

工学の構築とマイクロシステムへの展開」研究代表者、文部科学省科学振興調整費スーパ

ーCOE プログラム「先端科学と健康医療の融合拠点の形成」副機構長、文部科学省 教科用

図書検定調査審議会委員、文部科学省 科学技術・学術審議会(研究計画・評価分科会)ナノ

テクノロジー・材料委員会委員、日本学術振興会 科学研究費委員会委員、科学技術振興事

業団 新技術審議会委員、新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO 技術委員、JST さきが

け｢量子と情報｣分野 ｢超伝導クパー対を使用した電子 EPR 対高密度ビームの開発｣研究代表

者、JST CREST「表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス」研究代表者、文部

科学省 科学技術振興調整費 戦略的研究拠点育成プログラム｢先端科学と健康医療の融合

研究拠点の研究｣事務局長、文部科学省 科学技術振興調整費 ｢ナノ界面制御による磁気記

録材料の創製｣代表者、日本学術振興会未来開拓プロジェクト｢原子界面設計による超高密

度磁気記録デバイスの研究開発｣代表者、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)技術

委員、電子情報通信学会 次世代ナノ技術に関する時限研究専門委員、経済産業省産業構造

審議会 臨時委員、総務省 SCOPE｢ダイヤモンド伝導制御による高周波・高出力トランジスタ

の開発｣代表者。 

 

ⅠＣ群 当該学部として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

ⅡＣ群 当該大学院・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

【実態】【長所】 

機械工学専攻では、バイオエンジニアリング分野では今まで培われたロボット技術を駆

使し、また競争的大型外部資金を積極的に導入しつつ、メディカルへの応用を展開してい

る。環境分野では 2003 年度から 2006 年度にかけて競争的大型外部資金（環境省地球温暖

化対策費）を導入し本庄・早稲田地域における G（グリーン）水素社会の構築、文部科学省

科学技術振興調整費、新興分野人材育成社会人教育、ナノ・IT・バイオ知財経営戦略スキ

ルアッププログラムを実施している。 

建設工学専攻では、自然災害特に地震災害の現象解明、防災技術の研究に特筆がある。
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特に最近では液状化地盤の解析、断層変形の影響、地震波の長周期成分の影響、地震津波

の解析など最先端の研究が行われ多くの成果が得られている。 

応用化学専攻については、21 世紀 COE 実践的ナノ化学研究教育拠点の報告書および教員

の研究業績を参照されたい。 

 

ⅠＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

ⅡＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

【実態】 

機械工学専攻では、生命理工学専攻とともに 21 世紀 COE プログラム“超高齢化における

人とロボット技術の共生”を推進している。また、文部科学省知的クラスター“低侵襲微

細手術支援システム、バーチャル患者ロボットシステム”の機械工学・生命理工学専攻の

教員により推進している。そのほか、NEDO や厚生労働省科学研究費等を獲得し、バイオロ

ボティクス、メディカルロボティクス分野の研究を組織的に進めている。 

応用化学専攻の教員が参加しているプログラムでは、21 世紀 COE プログラム「実践的ナ

ノ化学教育研究拠点」の中核を担い、さらに 2004 年度に採択された私立大学としては初の

科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラム（通称スーパーCOE）「先端科学と健康

医療の融合拠点の形成」においても中心的役割を果たしている。 

物理学及応用物理学専攻の教員が参加している研究助成を得て行われる研究プログラム

としては、文部科学省 21 世紀 COE プログラム「多元要素からなる自己組織系の物理」、科

学技術振興事業団 さきがけ研究「量子ドット中のキャリアスピン操作」、学術フロンティ

ア推進事業「新機能性物質における自己組織化ナノ領域の計測と制御」、JST さきがけ「光

と制御」領域「磁性誘電体における誘電関数の磁場制御」、私学振興財団新技術開発研究

などがある。 

化学専攻における研究プログラムとして、21 世紀 COE プログラム「実践的ナノ化学教育

研究拠点」、特別推進研究(COE/分子ナノ工学研究拠点)、「金属錯体プローブを用いる遅延

蛍光イメージング」（JST CREST）、「希土類錯体 SNPs（一塩基多型）解析システム」（JST プ

レベンチャ－）、「マイクロチップ集積化による反応。機能制御システムの開発」（学術振興

会 学術創成研究）がある。このほか、理工学総合研究センターにおけるプロジェクト研

究として、「先端システム医生物工学研究」「量子化学計算に特化した高性能計算機環境の

構築とその検証」「精密有機化学」「有機電子デバイスの研究と開発」「次世代バイオチップ

の研究」「遅延蛍光バイオイメージング」および「次世代有機金属錯体の研究」が現在展開

中である。 

生命理工専攻では、専攻のインフラ整備を特色ある学際型教育・研究プログラム実施の

ために次の外部資金を獲得してきた。①学術フロンティア“生命科学・医工学統合研究に

基づく未来医療への挑戦的研究”、②バイオベンチャー“生物学をベースとした骨格筋運動

整理モデルの構築と医療応用”。また、次のテーマについては学際専攻の特徴である生命理

工学専攻教員の多くが参加している、③スーパーCOE（科学技術振興調整費）：“戦略的研究

拠点形成：先端化学と健康医療の融合拠点の形成”、④21 世紀 COE プログラム“超高齢化社

会における人とロボット技術の共生”“多元要素からなる自己組織系の物理”“実践的ナノ

化学教育研究拠点”。また、魅力ある大学院教育イニシアティブに申請中である。 
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電気・情報生命工学科の教員が参加している研究助成を得て行われる研究プログラムと

して次がある。文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業オープンリサーチセンター「脳

機能工学研究センター」、文部科学省科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラム

「先端科学と健康医療の融合研究拠点の形成」、文部科学省中核的研究拠点形成プログラム

「ナノ構造配列を基盤とする分子ナノ工学の構築とマイクロシステムへの展開」、経済産業

省平成 14 年度大学発事業創出実用化研究開発事業費補助金「高エネルギーイオン注入を用

いた高機能光通信用素子作製技術の実用化研究」、文部科学省 21 世紀 COE プログラム「プ

ロダクティブ ITC アカデミア」、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業学術フロンテ

ィア「行動研究フロンティア」。 

ナノ理工学専攻の教員が参加している研究助成を得て行われる研究プログラムとしては

次のものがある。文部科学省科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラム「先端科

学と健康医療の融合研究拠点の形成」、文部科学省中核的研究拠点形成プログラム「ナノ構

造配列を基盤とする分子ナノ工学の構築とマイクロシステムへの展開」、文部科学省 21 世

紀ＣＯＥプログラム「プロダクティブ ITC アカデミア」。 

また、理工学総合研究センターにおいては、21 世紀 COE「多元要素からなる自己組織系

の物理」の計測部門、天体部門のメンバーとして研究プロジェクトを推進している。 

 このほか、文部科学省の学術フロンティア推進事業「生命科学・医工統合研究に基づく

未来医療への挑戦的研究」、ハイテクリサーチセンタープロジェクト第１期「素粒子、宇宙

実験用希ガス液体検出器の開発」「アドバンスト発電システムに関する研究」「複雑系の解

明と新技術の開発」「マルチモーダルコラボレーションロボット」（1997 年度スタート）お

よび第２期「Global GRID の研究」「構造システムの耐震性能高度化およびヘルスモニタリ

ング」「高品質ビームの発生とその物性･反応研究への応用」（1999 年スタート）の７テーマ

がそれぞれ継続研究に入り、多元的な研究を推進している。 

 

（研究における国際連携） 

ⅠＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅡＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

【実態】 

機械工学専攻では、ロボットテクノロジーの分野で韓国国立研究所である科学技術研究

院（KIST）との共同研究やイタリア Dalio 教授が統括するロボ・カーサとの共同研究があ

る。オーストラリア国立研究所（Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organization Minerals）とは、流れの可視化に基づく人工臓器に関する共同研究が箇所間

協定に基づき進められている。なお、イタリア、オーストラリアとは大学院学生や若手研

究者の相互滞在プログラムなども開催された。 

建設工学専攻では、カルフォルニア大学サンディエゴ校と地震時液状化の共同研究、ド

イツのワイマール大学との研究、学生交流、ベトナムのハノイ交通大学との鋼構造物の共

同研究、コーネル大学（米国）とパイプラインの耐震性に関するワークショップ、北京交

通大学、同済大学、西南交通大学とトンネル技術等に関する共同研究を実施している。 

応用化学専攻については、21 世紀 COE 実践的ナノ化学研究教育拠点の報告書、および教

員の研究業績を参照されたい。 



Ⅲ－06―65 

物理学及応用物理学専攻の教員が関係する国際的な共同研究としては、早稲田大学理工

学術院－フランスサヴォア大学アヌシー高等工学院との箇所間協定に基づく共同研究、日

仏博士課程学生相互指導プログラムによる博士課程学生の相互指導、ISTC プログラム（旧

ソ連邦研究所軍事関連研究の平和利用化促進プログラム）での日本側コラボレーターがあ

る。 

化学専攻では、1999～2001 年度 新エネルギー・産業技術総合開発機構国際共同研究「分

子エレクトロニクス材料における非線形素励起の観測とデバイスへの応用」を研究分担し

た。 

 

ⅠＣ群 海外研究拠点の設置状況 

ⅡＣ群 海外研究拠点の設置状況 

【実態】 

応用化学専攻については、21 世紀 COE 実践的ナノ化学研究教育拠点の報告書、および教

員の研究業績を参照されたい。 

生命理工学専攻としては、ハーバードメディカルスクールの Brigham and Women’s 

Hospital 13 階には、早大の人工臓器・組織工学の研究室が 2004 年 11 月にオープンし、若

手研究者・大学院学生は行き来している。 

電気・情報生命工学科の教員が所長を務める海外研究拠点として、早稲田オリンパスバ

イオサイエンス研究所（シンガポール）がある。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅠＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

【実態】【長所】 

理工学部と深く関係する付置研究所は、「理工学綜合研究センター」と「各務記念材料技

術研究所」である。理工学部の教員は、研究所あるいは研究センターの兼任研究員でもあ

る。また、両研究機関の専任研究員も理工学研究科の兼任教員となっている。両研究機関

の専任研究員または兼任研究員が研究代表者となり、外部資金（受託研究・指定寄付金等）

を母体に運営するプロジェクト研究を組織し、学外の優秀な研究者を客員教員として招聘

することができ、多くの研究成果を上げている。専任研究員、兼任研究員は、研究を通じ

て学生の教員研究上の指導を行っている。材料技術研究所は大学・大学院の機械系、材料

系、電気情報生命系、応用化学系、応用物理系、物理系と多くの学科に所属する兼任研究

員が多いために、常にこれら専攻の教室会議と連動し、連絡を密にしている。理工学総合

研究センターの専任研究員 10 人は、理工学術院の研究内容に対応する学科の教育を一部担

うために、各学科の状況に合わせて教育科目を担当し、研究室におけるゼミ、論文研究な

どの研究指導を行っている。理工総研独自の教育科目は特に設けていない。学生数との関

係は、各学科に依存するためそちらを参照いただくとして、関連学科の指導理念に従い学

生の指導を行っているので、当面する大きな問題はない。 

 

ⅠＣ群 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

【実態】【長所】 



Ⅲ－06―66 

理工学部には、マイクロテクノロジーラボ、物性計測センターラボ、映像情報ラボから

なる三支援ラボ(研究支援課)と情報支援課（理工メデイアセンター）の共同利用施設があ

る。また、各務記念材料技術研究所内にも学内共同利用設備を有している。いずれも、私

立大学学術研究高度化推進事業、学術研究振興資金等により多くの大型装置を導入し学内

の共同利用設備として設置し、依頼分析、加工、装置の講習会や技術相談など、学部生の

研究と教育支援を行っている。また、学外に対して公開利用を通して公的研究機関や産業

界との連携も深めている。 

 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅠＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

【実態】【長所】 

早稲田大学は全学一律で専任教員および助手が個人で行う学術研究を助成するために毎

年度に個人研究費として 423,000 円が交付されている。研究費の使途は個人研究の趣旨・

目的に沿って、設備費（機械器具）、研究経費（図書資料、用品、消耗品、印刷製本、通信、

修繕、賃借、雑費）、学会・研究出張旅費等に充てることができる。 

また、これ以外に学会出張補助費（国内で開催される全国的規模の学会またはこれに準

ずる部会、および国外で開催される学会に出席するための旅費）や海外学会出張補助費（国

外で開催される国際的な学会または会議に役員、研究論文発表者または講演者として出席

する場合の旅費）が各々9万円、11 万円が申請により補助される。 

このことにより、研究者は、年間最大で 623,000 円の研究費の助成を受けることが可能

である。さらに、学術論文掲載補助（年額最大 24 万円）や学術出版補助（最大 100 万円）

の制度も有しており大学として必要な研究支援の制度を充実している。私立大学としての

大学独自の研究支援規模としてはトップレベルである。 

 

ⅠＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【実態】 

 早稲田大学は専任教員に対して専用の個室研究室を確保することにしている。文系の教

員であれば平均 24 ㎡であり、理工学部は平均 124 ㎡である。 

すべての研究室は 100 メガの情報ネットワークが整備されており、情報収集、発信に必

要な情報環境が整備されている。理工系の研究室は教員のほかに学部４年生や大学院学生

（修士、博士）や PD のためのスペース確保が重要であり、増加傾向にある大学院学生が研

究に専念できる空間の確保は最優先事項である。特に実験を必要とする研究についてはそ

の研究の規模・内容に応じて安全も確保できる施設、広さが不可欠である。さらに外部資

金等を活用した大規模な実験研究やプロジェクトを推進するためにスペースが必要な場合

は、理工学総合研究センターや大学本部が提供する研究室、プロジェクト室を活用してい

る。 

【問題点】【改善の方法】 
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都市型キャンパスとして新宿区内で研究、実験を展開しているが、十分なスペースを確

保することは大変困難であり、一部の研究者は大学外の民間施設に実験室、研究室を借用

して整備している。大学が提供している研究室スペースに限度があり、それ以上のスペー

スを必要とするものは研究者が外部資金を獲得するなどの自助努力によるところが大きい。 

 

ⅠＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

【実態】【問題点】 

 教員の授業担当数は国立大学等の教員等と比較して多く、授業やその準備に割かれる時

間が大きい。さらに、大学・学部運営にかかわる教授会や各種委員会等の会議出席や運営、

学生の研究や生活の指導、教育研究評価に関する資料作成、研究プロジェクトのための資

金獲得の申請書作成や運営等の多種多様な業務を抱えている。そのために十分な研究時間

の確保は困難になっており、改善が必要である。 

【改善の方法】 

大学のサバティカル制度としては「特別研究期間制度」があり、本学部では年に平均６

人が活用し、平均して６カ月から１年程度を特別研究期間として国内外において研究に専

念することができる。 

なお、本学部には技術職員制度があり、教育研究の一定部分は技術職員が教員にかわり

対応しており、管理運営に職員やアルバイトを活用するなど研究時間を確保することに努

めている。 

 

ⅠＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

 研究活動に必要な研修機会として、上記の「特別研究期間制度」が本学として現在確保

されている制度であるが、現在、大学として検討（一部実施）されているのは、21 世紀 COE

や科学研究費補助金（特別推進）等の超大型研究プロジェクト等の研究代表者に対する授

業負担や学部運営に対する業務の軽減措置である。具体的には、授業を代行する講師に必

要な経費を補助し授業時間の軽減を図っている。また、研究者を運営面で補助するスタッ

フの支援措置等も今後検討する必要がある。 

 

ⅠＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 早稲田大学は、共同研究費の制度として「特定課題制度」と「文部科学省 高度化推進

事業」による共同研究制度がある。また、研究所が独自に設定している共同研究制度があ

り、多様な研究者のニーズに応えた制度が設定されており、ほぼ適性に運営されている。 

【問題点】【改善の方法】 

しかし、特に理工系においては大学がカバーする研究費の額は不足しており、科学研究

費補助金をはじめとした競争的研究資金や企業等の共同研究費が不可欠である。近年にお
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いてはこのような背景もあり、産学官の連携が積極的に進められ外部資金による共同研究

費が増加傾向にある。 

 

７ 施設・設備等 

（施設・設備等の整備） 

ⅠＡ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の

適切性 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

【実態】 

 実験・実習教育用施設としては、複数の学科が教育実験・実習を展開する共通実験室（15

実験室）と、各学科が独自に実験を展開する学科実験室（８実験室）がある。これらはい

ずれも、授業休止期間などは研究用の施設としても有効に活用されている。また、研究用

専用の共通施設としては、多くの大型分析装置が配置された物性計測ラボ、半導体処理等

を行うマイクロテクノロジーラボなどの施設がある。さらに、情報教育・研究に関連する

施設等もある。それぞれの施設には、専門知識・技術を有する技術職員等が配置され、施

設の整備・管理を担っている。 

またこれらは学部・大学院共通で使用しており、本学部では基本的にどちらか専用の施

設はない。 

 

ⅠＢ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

【実態】【長所】 

（コンピューター教室の整備状況） 

大久保キャンパスには、全学共用設備としてのコンピューター教室が９教室配置されて

おり、このうちの７教室の総収容人数は 528 人で、Windows システムを搭載した PC が学生

用と教卓用で計 535 台設置されている。これらはひとつの LAN として構成されており、教

室内でのファイル共有等が可能になっている。残りの２教室は、理工系の教育研究に必須

とされる UNIX システムを登載した機器を設置している。教卓用を含めて 127 台の UNIX コ

ンピューターが設置されており、総収容人数は 125 人である。この UNIX コンピューターは

ハードディスクを搭載しないディスクレスシステムを採用し、ディスク障害とは無縁な設

計となっているため、障害発生率は極めて低い。 

また、各教室には合計 65 台のモノクロプリンターが設置されている。利用可能なソフト

ウエアは、キャンパスサイトライセンスとして導入している科学技術計算用ソフトウエア

や文書作成ツール、CAD ソフト、言語処理ソフトなど理工系教育に必要なソフトウエアとな

っている。 

これらのコンピューター教室は、情報教育を中心とした授業で活用され、授業を実施し

ていない時間帯は、学生の予習・復習等で自由に利用できる設備になっている。多数の学

科目に対応できる規模と質の面において、十分に適切性があると判断できる。なお、設置

されている機器が導入から５～６年経過し、次年度に機器の更新を行う予定としているが、

耐用年数を考慮した機器選定を行っているため、教育環境としての支障はない。 
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（教室マルチメディア機器の整備状況） 

上記コンピューター教室および 52～57 号館の一般教室の全室には、教材提示装置として

プロジェクタもしくは大画面 TV モニター、ビデオデッキ、音響機器が設置しており、授業

に活用されている。老朽化した機器については順次更新を行っているため、整備状況は適

切であると判断している。 

（マルチメディア情報処理） 

映像情報ラボと呼ばれるスペースには、表現系授業対応、先端デジタル映像系コンテン

ツ制作などメディアデザイン用機器が設置されているデジタルアトリエと、各種映像製作、

音響工学等の研究にも対応できるマルチメディアスタジオが設置され教育に活用されてい

る。 

（LAN 環境） 

各一般教室のすべての教卓から学内ネットワークに接続できる情報コンセントが設置さ

れており、インターネットを利用した教材提示が可能になっている。一般教室のうち３教

室は、学生所有のノート型 PC を授業で活用するためのネットワーク対応型教室となってお

り、学生用の各机に情報コンセントと電源が装備されている。学生ラウンジなどの学生が

集うスペースの一部のテーブルにも、情報コンセントと電源が装備されており、また、全

学共用の無線 LAN アンテナが 30 カ所に設置されている。自習環境の充実、機器・スペース

の有効利用、ネットワークへの接続性などの観点において十分な整備状況である。 

 

ⅠＣ群 社会へ開放される施設・設備の整備状況 

【実態】 

年間を通じて、多くの教室貸与があり、資格試験、学会等が開催されている。 

 

（キャンパス・アメニティ等） 

ⅠＢ群 キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

【実態】 

早稲田大学理工学部の総務課、技術総務課が連携しキャンパス管理を行っている。また、

全般的なメンテナンス、警備、清掃は管理会社に業務委託しており、24 時間体制で巡回点

検等を実施している。夜間は４人の警備員が常駐する体制をとっている。学生に対するア

メニティ向上は学務課が担当し、施設の改善が必要な場合は技術総務課が大学本部、施設

課と調整を図る体制を確立している。 

 

ⅠＢ群 「学生のための生活の場」の整備状況 

【実態】 

学生のための生活の場としては、学生ラウンジ、食堂、購買、書籍、そして部室等があ

る。サークル等の部室は数年前に戸山キャンパスに新たに建設された学生会館に移転した。

学生ラウンジとしては、250 席強のメイン学生ラウンジとホワイエ、アトリウムに若干の座

席が設備されている。食堂環境としてはカフェテリア（494 席）とレストラン（180 席）が

ある。また、パンショップ、弁当の売店が昼食時の混雑緩和に役立っている。さらに文房

具や日用品を販売する購買施設、書籍が購入できる施設、そして各種チケットが入手でき



Ⅲ－06―70 

るプレイガイドも整備されている。 

 

ⅠＢ群 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

【実態】 

周辺住民への環境配慮としては、実験系排気に関するスクラバ（洗浄施設）を設置、実

験系排水については、除外設備を設置している。 

【問題点】【改善の方法】 

学内の駐車・駐輪スペースが十分でないこともあり、キャンパス周囲の歩道への駐輪が

懸念されている。駐輪スペースの拡充、学生への啓蒙、巡回・立哨の強化等で減少させる

ことを期待している。 

 

（利用上の配慮） 

ⅠＡ群 施設・設備面における障害者への配慮の状況 

【実態】【問題点】 

中庭から教室棟入り口などへの段差部分には、車椅子での立ち入りが容易になるようス

ロープが設置されている。また、主な階段にも手すりが設置されている。車椅子対応可能

なトイレは３カ所整備しているが、さらに充実させる必要があると認識している。 

 

ⅠＣ群 各施設の利用時間に対する配慮の状況 

【実態】 

キャンパスの閉門時間は 22 時 30 分である。教職員については教職員証を正門警備員室

に提示することで、入構することはできる。また、研究用施設については、指導教員の了

解の下、管理箇所に事前に許可を受けることで、終夜実験を可能としている。 

 

（組織・管理体制） 

ⅠＢ群 施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

ⅡＡ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 

【実態】 

建物、基本設備等の維持管理については、総合企画部施設課が担当している。キャンパ

ス内では、技術総務課が窓口対応を行っており、軽微な補修等は、技術総務課と総合管理

の委託先のスタッフとで対応している。研究用の装置・設備については、設置箇所が責任

をもって管理することになっており、技術総務課および各専門分野の担当箇所が相談、問

い合わせに応じている。 

 

ⅠＢ群 施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況 

【実態】 

 施設・設備の衛生・安全については、総務部総務課、環境安全管理課および総合企画部

施設課が担当している。大久保キャンパス内の窓口対応は、技術総務課が行っている。実

務は総合管理の委託先のスタッフが対応している。委託先とは定期的な打ち合わせを行っ

ており、常に衛生・安全を確保するシステムが整備されている。 


