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 12 国際情報通信研究科 

 

１ 大学院研究科の使命および目的・教育目標 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

ⅡＡ群 博士課程（一貫性）の教育課程における教育内容の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

21世紀の豊かな高度情報通信社会（知識基盤社会）の実現に向け、情報通信基盤の構築

が進む中で、グローバルな視点に立つ、新たな教育・研究の展開が望まれている。 

すなわち、近年の情報通信技術の急速な進展を背景に、政治、経済、文化活動など日常

生活のスタイルが大きく変化しつつあり、国境を越えた情報発信・情報流通が活発化して

きている。このようなマルチメディアコンテンツが国境を越えて頻繁に流通する環境では、

グローバルスタンダードに従った情報通信システムの構築、マルチメディアコンテンツの

創作、円滑な情報流通の仕組みの導入等の課題を設定し、具体的な解決策を提案すること

が社会的要請となっている。一方、このような情報通信システムやマルチメディアコンテ

ンツの社会への浸透による社会活動の多様化・複雑化と高度化が想定されることから、情

報通信分野で高度な専門的知識をもち、情報通信化のあり方を提言し、国際的に活躍でき

る人材育成が社会的急務になっている。 

このような背景から、早稲田大学では教育・研究の国際化、企業、自治体と大学の連携

による技術立国として日本が問われている社会的要請に応え、国際社会に貢献しうる人材

育成ならびに国際協同による基礎的・先導的研究を行うため、1998年６月に研究活動の拠

点として国際情報通信研究センター(Global Information and Telecommunication 

Institute：GITI）を、また2000年４月にはGITIを母体に教育活動の拠点として大学院国際

情報通信研究科（Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies: 

GITS)を設立した。さらにこれらの教育研究活動の一環として研究・教育機関、企業等から

なる学・産・官の連携による国際情報通信コンソーシアム（Global Information and 

Telecommunication Consortium: GITC）を展開中である。 

大学院GITSは、内外の研究・教育機関、情報通信に係る標準化機関、国・地方自治体の

情報通信部門、電気通信事業体および企業等と連携し、情報通信を軸とした学際的研究課

題を設け、国や地域の壁を越えた基礎的・先端的国際協同研究を行うとともに、情報通信

を通じて国際社会に貢献しうる人材の養成を図り、地球規模での知識基盤社会の発展に寄

与することを目指している。 

修士課程においては、情報通信を基盤としたシステム技術、マルチメディアサイエンス、

社会環境に関する専門領域の教育研究を複合的に行い、専門知識の修得と研究能力の錬成

を図ることを狙いとしている。  

博士後期課程においては、修士課程の学位レベルを基礎として、一段と高度なレベルの

システム技術、マルチメディアサイエンス、社会環境に関する専門領域の教育・研究を行

うものであり、高度な専門能力と創造的な研究能力の練成を図ることを狙いとする。 

GITIは、内外の研究・教育機関等と連携し、知識基盤社会の実現に向けた先端的な情報

通信研究に取り組み、次世代情報通信技術の確立など知の創造を行うとともに、大学院

GITSの学生が研究プロジェクトへの参画を通して修士・博士学位の取得に向けた研究の推
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進を図れる仕組みを提供している。 

ⅡＢ群 大学院研究科の理念・目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

過去５年間(2000～2005 年)で修士学位取得者(2001 年度、2002 年度、2003 年度修了生)

は437人、博士学位取得者は29(課程内23)人に達し、今日の、また将来の情報通信社会を

支える人材として世界各地で活躍しており、本大学院の設立当時からの目標に対して一定

の成果が挙げられつつあるといえる。 

また、2004 年 10 月中国清華大学と共同研究の MOU 締結をはじめとして、世界各国の主

要大学大学院と共同研究や授業交換プログラムなども始動している。さらに、2001 年８

月国連機関 ITU と MOU を締結し、それに基づき早稲田大学国連 ITU 研究センターを設置、

同センター開設記念国際会議、ITU セミナー等を実施している。UNESCO、APT、JICA など

国内外の諸機関との地球規模での連携も軌道に乗り始めている。 

しかし、2004 年４月の本庄展開に伴う教育・研究活動の負荷増などの理由から、当初

計画の一部については実現途上のものもあり、さらなる精力的な取り組みが必要である。

また、情報通信分野では本大学院・本研究センターの設立当時には予想がつかないほどの

急速な進展があり、それらへの迅速な対応が求められている。 現在、社会の情報通信化

のあり方を技術だけではなく経営など高度な視点から適切に提言できる人材の育成(CIO・

IT コースの設立)やデジタル・シネマを中心としたマルチメデイアコンテンツのプロデュ

ース、流通に取り組む人材の育成（関連授業科目の導入など)に着手しているが、これらの

カリキュラムのさらなる充実が喫緊の課題となっている。 

 

２ 修士課程・博士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（大学院研究科の教育課程） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 65 

条、大学院設置基準第 3条第 1項、同第 4条第 1項との関連 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科、GITS は、国際情報通信学の１専攻のみから成り立っている。ここで、国際情

報通信学の“国際”という言葉には、世界中の国々から学生と研究者が集まり、地球的な

規模で連携を行い、世界的な諸問題に地球的な視野で物事をとらえてチャレンジしようと

いう意味合いが込められている。具体的には、GITS は、横断的かつ学際的な教育による

プロフェッショナルの養成を重視する立場から、他研究科の単位認定や学内の共同研究の

運営、既存機関との連携等を積極的に推し進めることにより、研究教育の質を高めている。

このような横断的かつ学際的な領域を扱うためには、細分化された専攻による研究教育よ

りも、１専攻による統一的・統合的な研究教育が望ましいとの理念によっている。 

この１専攻は、内部的には「情報通信システム」「マルチメディアサイエンス」「社会環

境」の３つの分野に分けられており、これらの分野を主たる軸とした国際情報通信学の研

究教育を展開している。それぞれの分野の特徴は次のようである。 

情報通信システム分野においては、情報通信システムを構成する要素技術、すなわち

無線・衛星通信方式、デジタル放送方式、ネットワークアーキテクチャー、情報通信ネッ
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トワーク、マルチメディア、情報通信システム等について主たる研究教育を展開してい

る。 

マルチメディアサイエンス分野においては、マルチメディアを対象としたエンジニア

リングとアートの視点から、メディア芸術、サイバースペース表現、マルチメディア表現、

画像処理、メディアデザイン、映像表現等について主たる研究教育を展開している。 

社会環境分野においては、情報通信社会科学の分野、特に国際標準化、情報通信経済

理論、金融情報、CIO（Chief Information Officer: 最高情報統括責任者）等について主

たる研究教育を展開している。 

本研究科の長所としては、上記に述べたような情報通信に関する学際的な研究教育を行

っている点にあるといえる。一方、問題点としては、本研究科の理念を達成するため、学

際的な分野間の協力をより一層強力に推し進める必要があることである。改善方法として

は、教員間の情報交換をよりスムーズに行うことが必要であると考えている。教員が一堂

に会して定期的に行われる研究科委員会においてそのような情報交換がなされてはいるが、

その有効性を含め、今後の継続的な検討課題となっている。 

 

ⅡＢ群 「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専

門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科修士課程は従来型の学究を行うニーズに応えるとともに、より広範な学際型の

教育に対するニーズの高まり、および社会人の再教育を目的とした短期集約型教育に対す

る社会的要請を受け、2003 年４月から、プロジェクト研究コース、学際研究コース、キ

ャリアディベロップメントコースの３コースを設けている。また、2004 年９月には、

e-Japan戦略の優先課題であるCIO・ITマネジメント分野の高度IT人材育成を目的とし、

学際研究コースの中にそれを専門的に扱うコースとして、CIO・IT コースを設置した。そ

れぞれのコースの概要と特徴は以下のとおりである。 

プロジェクト研究コースは、専門的な研究活動を行う標準修業年限２年のコースであり、

従来型の学究活動を極める修士課程に相当する。修士論文を含む 30 単位の取得が必要で

ある。 

学際研究コースは、幅広い学際的知識を身につけることを目的とした標準修業年限２年

のコースであり、コースウエアを主体とした欧米型の修士課程に相当する。以下で述べる

テーマ研究を含む 40 単位の取得が必要である。 

CIO・IT コースは幅広い学際的知識、中でも e-Japan 戦略の優先課題である CIO・IT マ

ネジメント分野の高度 IT マネジメント知識を身につけることを目的とした標準修業年限

２年のコースで、学際研究コースを CIO・IT 分野に特化したもの。以下で述べるテーマ研

究（CIO・IT 研究）を含む 40 単位の取得が必要である。 

キャリアディベロップメントコースは、一定の知識および技術をもった３年以上の実

務経験がある社会人を対象とした標準修業年限１年のコースであり、短期集約型の社会人

再教育を目的としたもの。テーマ研究を含む 38 単位の取得が必要である。 

それぞれのコースは先に挙げた３つの研究分野とは独立に設置されており、3 つの研究

分野と４つのコースは、縦糸と横糸の関係のように交わることで、国際情報通信学の研究
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教育を多様な学生のニーズに適応して提供できるように工夫を行っている。 

また、修士課程の学生は、情報通信システム、マルチメディアサイエンス、社会環境

の３つの分野から主として研究教育を極める分野を選択することになっているが、この主

選択以外の分野の授業科目や研究も行うようにカリキュラムが組まれている。この分野を

副選択分野と呼ぶが、とりわけ、学際研究コースでは、後にも述べるテーマ研究を主選択

分野と副選択分野の２つの分野にわたって行うことが義務づけられており、専門領域のみ

ならず、国際情報通信学の特徴である学際的な分野のスキルアップを行えるようなカリキ

ュラム上の配慮がなされている。 

そのために、具体的には、グローバルスタンダードのカリキュラム編成を行うととも

に、情報通信ネットワークをベースとした教育環境を構築し、多彩な経験をもった国際的

に活躍している教員を集結し、国内外の教育機関と連携しながら、実務的かつ専門的な教

育が行える環境を整えることを図っている。 

問題点としては、ニーズに応じて成長してきた上記の制度がやや煩雑になりかけている

ことがあり、その点を今後議論して改善する必要があると考える。 

 

ⅡＢ群 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度

に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学

識を養う」という博士課程の目的への適合性 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科博士後期課程の基本的な特徴は以下の３点にまとめることができる。 

第一の特徴は、体系的な専門能力と研究能力の錬成を目的とする修士課程の仕組みを

継承しつつ、教育・研究者のみならず、社会の各方面で活躍しうる高度な専門能力と創造

性豊かな研究企画能力や、研究推進能力を有する人材の育成を図ることである。 

第二の特徴は、情報通信ネットワークを活用し、内外の研究機関と連携し、グローバ

ルスタンダードの研究教育科目である「プロジェクト研究Ⅱ」を推進することである。具

体的には、内外の研究機関の研究員が参画する GITI の研究プロジェクトに学生が参画す

ることをプロジェクト研究Ⅱの要件とし、指導教員の研究指導の下で、国際的な研究プロ

ジェクトを実施することにより、国際的に活躍しうる高度な専門知識と研究遂行能力をも

つ人材を育成することである。 

第三の特徴は、情報通信ネットワークを活用した研究成果の発表も併せて実施するこ

とである。このことにより、内外の専門家の評価を受けることが可能となり、グローバル

スタンダードの学位水準を維持することを図っている。 

 以上のような特徴を踏まえ、博士後期課程では、情報通信システム分野、マルチメディ

アサイエンス分野、社会環境分野について、修士課程よりもより高度でグローバルな研究

教育を行うこととしている。具体的には、学生はこれらの３つの専門コースから１つのプ

ロジェクト研究Ⅱを選択し、そのプロジェクト研究Ⅱを担当する者を指導教員とし、その

指導教員の研究指導の下に研究を行う。指導教員は、研究計画の立案を指導するとともに、

先行研究のガイダンスや研究に必須となる資料検索および収集・分析作業等専門的なトレ

ーニングを随時実施し、論文作成までの一貫した指導を行う。 

長所でもある特筆すべき研究の進め方としては、先にも特徴の２として述べたように、



  

Ⅲ－12－  -  - 5

GITI における研究プロジェクトに参加させ、指導教員、研究員、企業からの派遣研究員

のチームの中で包括的な研究を行い、知見の創造、システムの提案、制度の提案等を行う

点である。このように、プロジェクト研究Ⅱでは、GITI における受託研究や自主研究を

ベースに、指導教員を中心としたプロジェクトチームを編成し、研究課題の解決にあたる

ことを旨とする。研究のプロセスで得られた研究成果については、研究科紀要、インター

ネットのホームページはもとより、国際会議やシンポジウム、学会誌等に発表させ、内外

の評価を得ることによって、研究のグローバルスタンダードの維持を図っている。 

 

ⅡＡ群 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及び両

者の関係 

【理念・目的】【実態】【長所】 

修士課程の授業科目には、基礎科目、専門科目、実習、プロジェクト研究Ⅰ、テーマ

研究、テーマ研究（CIO・IT 研究）を設定している。それぞれの内容と特徴は以下のよう

である。 

基礎科目は、各専門分野の基礎知識の習得を目的とする。プロジェクト研究コースでは

６単位、学際研究コースでは 16 単位、CIO・IT コースでは 10 単位、キャリアディベロッ

プメントコースでは 12 単位を取得することが求められる。 

専門科目は、より高度な専門知識の習得および応用能力の錬成を目的とする。プロジェ

クト研究コースでは６単位、学際研究コースでは 16 単位、CIO・IT コースでは 12 単位、

キャリアディベロップメントコースでは 22 単位を取得することが求められる。 

実習は、プロジェクト研究Ⅰおよびテーマ研究（CIO・IT 研究）の遂行に必要となる実

務的知識や経験を習得するために設定する。プロジェクト研究コースおよび CIO・IT コー

ス所属者は１科目２単位を取得することが求められる。 

プロジェクト研究Ⅰは、プロジェクト研究コースに設置されており、指導教員の指導の

下に、特定のテーマを設定して研究活動を行い、修士論文作成をもって研究成果の発表を

行うことを目的とする。プロジェクト研究Ⅰは A、B、C、Dに分かれており、Aお及び Bは

選択したプロジェクト研究に関するテーマを設定して調査・研究を行うもので、C および

D は修士論文作成を目的としている。これにより専門的な知識、および技術の習得を図る。

プロジェクト研究Ⅰ A、B、C、Dはそれぞれ４単位となっている。プロジェクト研究Ⅰは、

原則として、A、B、C、Dを通して同一の指導教員により行われる。ただし、学生の変更要

望および学生の研究テーマの複合性を鑑み、研究教育上の観点から指導教員を変更、また

は、複数の指導教員で指導することもありうる。このような指導教員に関する件は、本研

究科委員会にて議論して判断される。各学生を担当する指導教員は、研究計画の立案を指

導するとともに、先行研究のガイダンスや研究に必須となる資料検索および収集・分析作

業等専門的なトレーニングを随時実施し、論文作成までの一貫した指導を行う。なお、第

２年度のプロジェクト研究Ⅰ C の着手にあたっては着手判定を行い、これに合格した学生

のみが着手できることとしている。 

学際研究コースに設置されているテーマ研究は、半期単位で研究テーマを設定し、調

査・研究およびレポート作成を行うことを目的とする。なお、テーマ研究は指導教員が指

導を行う主選択分野と、指導教員以外が指導を行う副選択分野の２つの分野で別々に行わ
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なければならず、これにより学際的な幅広い知識と技術の習得を行うことを目的とする。

２つのテーマ研究はそれぞれ４単位であり、副選択分野のテーマ研究を最初に行うことに

なっている。その後、主選択分野のテーマ研究の着手にあたっては着手判定を行い、これ

に合格した学生のみが着手できることとしている。なお、指導を担当する主選択および副

選択の教員は、研究テーマの設定、調査・研究の進め方、レポート作成について広範的な

指導を行う。 

キャリアディベロップメントコースに設置されているテーマ研究は、指導教員の下で

設定されたテーマの研究を行い、専門分野における知識と技術の向上を図ることを目的と

する。 

テーマ研究（CIO・IT 研究）は CIO・IT コースに設けられているものであり、幅広い専

門的かつ実務的知識を蓄積し、指導教員の指導を受け、CIO・IT 分野のテーマを設定し、

研究活動を行うことを目的とする。これによって、CIO・IT マネジメント分野の専門家の

育成を目指す。テーマ研究（CIO・IT 研究）は、A、B、C、D の各４単位から構成されてお

り、テーマ研究（CIO・IT 研究）Dの着手にあたっては着手判定を行い、これに合格した学

生のみが着手できることとしている。 

以上の各授業科目は日本語または英語で提供しており、世界各国から集まる学生に対

しての配慮とともに、グローバルスタンダードな研究教育を展開している。 

また、授業の実施方法については、通常の対面型の授業を行うほか、情報通信ネット

ワークを活用して、内外の国際的に活躍する教員の参加によるオムニバス形式の授業を行

う努力を行っている。その一方で、幅広い専門的な知識の習得のために、必要に応じて他

研究科の授業を受講し単位が取得できるように配慮している。 

プロジェクト研究Ⅰ、テーマ研究、テーマ研究（CIO・IT 研究）においては、GITI にお

ける受託研究や自主研究等の研究プロジェクトへ参加することが可能であり、これを通し

て学生を指導している。このような実際の研究プロジェクトへの参加は、実務的な問題解

決と、専門能力・研究能力の養成に有効であり、当研究科における研究教育の大きな特徴

となっている。 

一方、博士後期課程では、修得すべき単位数は設けないが、指導教員の了解の下、本研

究科の設置科目および他研究科の授業科目も受講できることとしている。 

このような博士後期課程の主要な教育対象としては、修士の学位を有し当該分野の専

門能力が高く研究業績のある者、学部卒業後当該分野の専門能力が十分高いと認められる

実社会での実務経験を有する者、内外の研究機関や大学等で研究実績があり本研究科の修

士と同等以上の学力があり当該分野の専門能力が十分高いと認められる研究業績のある者、

などが挙げられる。対象学生の就学目的としては、グローバルスタンダードに基づく高度

な専門能力と創造性豊かな研究能力の修得による学位の取得、各種研究組織や大学等にお

ける教育・研究者や教職志望等、多様であり、研究教育の質を維持しつつも、このような

多様な要請に応えられるような研究教育を行うこととしている。 

修士課程から博士課程に直接進学できるのは、原則、プロジェクト研究コースの修士学

生だけである。博士課程では、修士課程までに終えた研究をさらに発展させることを基本

とし、より自由な研究活動が行えるように配慮がなされている。 
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ⅡＡ群 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 

【実態】【長所】 

本研究科では、博士後期課程を修了するには、博士後期課程に原則３年以上在学し、本

研究科の定める研究指導を受けた後、博士論文の審査および最終試験に合格しなければな

らない。なお、博士後期課程には６年間を超えて在学することはできない。博士論文を提

出しないで退学した者のうち、博士後期課程に３年以上在学し、必要な研究指導を受けた

者は、退学した日から起算して３年以内に限り、博士論文を提出し、最終試験を受けるこ

とができる。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅡＡ群 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、社会人、留学生、日本人に関係なく、一貫した同じ教育カリキュラムの

下で研究教育を行っている。 

ただし、社会人に対しての配慮として、会社に勤めながら授業科目を取得できるよう、

６時限目（18 時～19 時 30 分)と７時限目（19 時 40 分～21 時 10 分)にも授業科目を開講し

ている。さらに、基礎科目は春学期と秋学期の両方に開講することで、どちらかの学期の

科目を６時限もしくは７時限に開講することを各教員に義務づけている。また、専門科目

は１年に１回しか開講しないため、２年のうちでどちらかの科目を６時限もしくは７時限

に開講することを各教員に義務づけている。このことにより、入学時期にかかわらず、取

得したい科目が取れるよう、最大限の配慮を行っている。同様に、研究指導も、社会人学

生の要望に応じて柔軟に行うこととしている。 

一方、留学生に対しては、一部の他研究科との合同科目を除き、原則、日本語もしくは

英語での授業を行っている。そのため、英語だけでも授業ならびに研究指導が受けられる

こととしている。また、留学生に対する日本語科目についても、大学で用意される全学的

な日本語科目のほかに、本学日本語研究教育センターの協力を得て、本研究科独自にも日

本語科目を設置しており、留学生の履修を推奨している。 

問題点としては、日本語と英語のバイリンガルによる授業の非効率性がある。この点は、

本研究科開始からの課題であるが、いまだに有効な解決策を見出していないのが現状であ

る。今後の改善としては、引き続きこの点を研究科の懸案事項として検討していくことと

している。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅡＣ群 社会人再教育を含む生涯学習の推進に対応させた教育研究の実施状況 

【実態】【長所】 

 本研究科では、社会人再教育のためには、１年を標準修業年限とするキャリアディベロ

ップメントコースを設けている。 

 

（独立大学院等の教育課程） 

ⅡＣ群 学部に基礎を置かない独立大学院、独立研究科における、下位の学位課程の教育
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内容・レベルを視野に入れた当該課程の教育内容の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科では、研究指導および実習以外の授業科目は、基礎科目と専門科目という分類

で提供されている。このうち、基礎科目は、学部で学ぶべき内容も包含し、さらには大学

院での研究教育に必要な各専門分野の基礎知識の習得を目的として設けられている。これ

に対し、専門科目はより高度な専門知識の習得および応用能力の錬成を目的として設けら

れている。すなわち、本研究科は独立研究科であるため、必ずしも学部時代に必要な知識

を習得したもののみが入学するわけではないため、このような２種類の授業科目を設ける

ことにより、学生の習熟度と知識レベルに応じて、必要な基礎科目を修士課程の早いうち

に取得できるように工夫を行っている。また、基礎科目は、１年のうちで春学期と秋学期

の２回開講するため、春入学あるいは秋入学という２つの入学時期によって、学生に不利

にならないようにも配慮している。現在まで、この方法は有効に機能していると評価して

いる。 

 

（研究指導等） 

ⅡＡ群 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、修士論文および博士論文の作成において、GITI の研究プロジェクトに、

原則、参加することが求められている。このことにより、大学内に閉じた研究教育活動の

みを行うのではなく、広く開かれたグローバルスタンダードの教育研究を展開することが

求められている。すなわち、実際的な研究、あるいは、社会が求めている研究を行うこと

により、研究教育の質を高めようと図っている。 

 問題点としては、この方式は学生に対して大きな研究教育効果があるものの、実効的に

は、学生の知識が足りないことに起因し、学生に研究プロジェクトの内容を理解させるま

でがなかなか困難であることが挙げられる。今後の改善点としては、社会だけでなく、学

生に対しても、GITI の研究プロジェクトをわかりやすく、かつ広く知らしめることが必要

であると考える。 

 

ⅡＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

履修指導としては、修士１年生に対して、学年初めに各教員の専門・担当科目の内容

紹介の期間を設けて、履修の助けとしている。また、科目登録の際に指導教員との相談期

間を設け、各学生の研究内容・目的に沿った履修指導を行っている。日常的な研究指導の

中で行う指導教員との履修相談以外にも、修士課程の学生は、少なくとも年に２回、各セ

メスターの初めに履修相談を行うこととなっている。 

同様に博士課程の学生に対しても、少なくとも年に２回、各セメスターの初めに行うこ

ととなっているが、通常は日常的な研究指導の中で行われている。 

問題点としては、指導教員にきちんと相談に来ない学生がいることであり、これに対し

ては、さまざまな方法で学生にコンタクトをとるような対処方針で望んでいる。 
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ⅡＢ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、さまざまな学生の条件に合致した研究指導を行っている。条件には、物

理的なものと、内容的なものの２種類がある。 

物理的な条件とは、学生の居住地や生活に起因するものであり、遠隔地に住んでいるこ

とから来る通学の困難性や、社会人であるために昼間は研究指導が受けられないといった

ことが挙げられる。これに対しては、情報通信ネットワークとマルチメディアシステムを

活用した遠隔研究指導や、昼夜を問わずに学生の要望に応じて研究指導を行うことで対処

している。特に、本研究科は西早稲田キャンパスと本庄キャンパスの２つのキャンパスに

分散していることから、場所の問題を克服することが重要であり、研究科として、遠隔会

議システムの導入を積極的に行っている。 

内容的な条件とは、学生の求める研究教育内容そのものである。本研究科には、様々な

目的をもつ学生が在籍しているため、指導教員は、学生に応じた個別の指導を必然的に求

められている。 

今後の課題としては、２つのキャンパスに分散していることによるきめ細かな指導体制

づくりの難しさがあり、指導教員の努力とともに、本学および本研究科のさらなる支援が

必要である。 

 

ⅡＣ群 複数指導制を採っている場合における教育研究指導責任の明確化 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、修士課程の CIO・IT コースのみで複数の指導教員が指導にあたっている。

これは、A、B、C、Dの４つに分かれたテーマ研究（CIO・IT コース)で行われており、A、B、 

C、D のそれぞれを別の教員が指導している。ただし、各々の教員間では A、B、C、D の履

修修了時に密な連絡を取るようになっており、複数の教員が行っても、一貫した研究教育

を行う仕組みとしている。 

 

ⅡＣ群 教員間、学生間及びその双方の間の学問的刺激を誘発させるための措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、研究科全体の行事として、年に少なくとも１回、公開で研究発表会を行

っている。この公開研究発表会では、博士課程の学生、修士課程の学生はもちろんのこと、

教員も含めた、本研究科の関係者全員が研究内容を発表する機会を与えられている。すな

わち、本公開研究発表会の意図は、すべての学生とすべての教員が一堂に会すること、お

よび、それを外部に公開することにより、さまざまな角度から国際情報通信学に関する議

論を活性化することにある。このことによって、教員間、学生間、および双方間の学問的

刺激を誘発することを図っている。 

公開研究会は昨年度より始まったが、とりあえず、昨年度の開催では上記の目的を達し

たと考えている。今後は、これをさらに続けていくことにより、より一層の活性化を図り

たい。 

 

ⅡＣ群 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 
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【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、学生から希望変更があった場合、変更希望先の指導教員と元の指導教員

間で十分に議論することをまず求めている。そのうえで、双方の教員の承認の下に、該当

学生が変更届を研究科委員会に提出し、最終的な承認を求める仕組みとなっている。この

ようなときに問題となるのは、変更希望先の指導教員と元の指導教員間で利害が対立し、

十分な内容の議論にならない場合があることである。本研究科では、このような場合、学

年担当教員、教務主任、研究科長を交えて議論し、問題の解決にあたっている。 

 実際には、このような制度をもってしても解決できない場合も存在し、その際には、学

生の将来を十分に考えた対処を行うことを心がけている。 

 

ⅡＣ群 才能豊かな人材を発掘し、その才能に適った研究機関等に送り込むことなどを可

能ならしめるような研究指導体制の整備状況 

【実態】【長所】 

 本研究科では、指導教員が万全の責任をもって研究指導を行うこととしており、才能発

掘やそれに合った進路などは、各指導教員が責任をもって行うこととしている。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅡＢ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

教育効果の測定にあたっては、多角的な面から分析を行うべきと考えており、下記に

述べるような方法をとっている。 

第一の評価基準は、学生による各種の対外発表の質と件数である。対外発表には、関

連学会が主催する全国大会、研究会、シンポジウム等の講演会や、いわゆる査読論文や研

究速報等があり、このほかにも、展示会への作品の出展等も対外発表の一部と認識してい

る。そして、これらの内容や件数などについて１年ごとに調査を行い、その結果を紀要の

中で本研究科の研究業績としてまとめて公表している。 

第二の評価基準は、GITI の受託研究の数である。先にも述べたように、修士論文作成

と博士論文作成の研究指導においては、GITI の受託研究に参加することが原則である。

すなわち、受託研究の成果に論文生が積極的にかかわっていることになる。一般的に良い

研究成果が上がれば次の受託研究の獲得につながるということと、GITI の受託研究成果

には学生の貢献が背後にあるということから考えると、受託研究の件数で間接的に学生に

対する研究教育の効果を推し量ることが可能であると考える。このようなことから、受託

研究の件数については、積極的に外部に公開することを推し進めている。 

第三の評価基準は、学生の就職を含む進路状況である。特に学生の就職先と就職者数

は、直接的に学生の評価につながっており、重要な効果測定基準であると考える。その意

味からも、毎年、学生の進路についてきちんと把握することに努めている。また、その情

報も公開している。 

そのほかにもさまざまな観点があるが、以上のような評価基準を主たる要因として、

教育効果の精査に努めている。 
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ⅡＣ群 修士課程、博士課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

電気通信工学分野の大学院修了者に対する社会の需要は、従来から他分野大学院修了

者に比べて相対的に高いものとなっている。例えば、文部省編・学校基本調査書－高等教

育機関編の調査データをもとに、大学院修了者のうち、進学者・就職者を進路決定者と定

義し、修了者に対する割合を進路決定率として算出すると、電気通信工学分野は、工学系

大学院全体および全分野大学院の値よりも共に相対的に高いものとなっており、過去 20

年間安定して高い水準を維持している。このように、電気通信工学分野の大学院修了者に

対する社会的期待は恒常的に高いものと評価できる。特に博士後期課程修了者の場合、主

要民間企業での必要性が高まっているという調査結果もある。主要民間企業の中でも、と

りわけ電気機械製造業・通信業は課程による博士後期課程修了者の採用方針が確立してい

るといわれている。情報通信関連分野の博士後期課程修了者については、これらの業種か

らの需要が高いと考えられ、その意味でも修了後の活躍の場は一般に広いといえる。 

情報化社会の一層の発展に伴って、また急速な技術革新に対応するため、高度の情報

技術者・研究者の養成が求められている。とりわけ、情報通信関係の分野においては、大

学院等における現職技術者の受け入れ推進が重要課題とされている。また、社団法人情報

サービス産業協会（JISA）の行ったアンケート調査によると、各事業者の今後の人材育成

施策として、専門教育・コアスキルの強化は上位に挙げられている。このような状況を考

慮すると、大学院等において情報通信関連技術についての専門的な研究能力・知識を習得

した人材に対する産業界からの期待は大きく、さまざまな産業分野からの需要は極めて高

いものと考えられ、さらに、社会の情報化進展に伴って将来的にも伸びる一方であること

が予想される。 

このような状況の中、本研究科修了者の進路としては、総合電気メーカー、通信機器

メーカー、通信事業会社、ソフトウエアハウスといった情報通信関連産業が大勢を占めて

いる。以下、３つの分野ごとに進路状況をまとめる。 

情報通信システム分野の修了者は、情報通信工学に関する研究能力・専門知識を生か

して、官公庁、電気通信事業者、放送事業者、メーカー等の技術部門および研究所で、主

として情報通信技術に関する業務で活躍する者が中心となっている。 

マルチメディアサイエンス分野の修了者は、情報通信システム分野の修了者同様、情

報通信技術に関する業務のほか、コンテンツクリエーター、ソフトウエアハウスといった

マルチメディア・ソフト関連分野で活躍している。今後は、さらに、ベンチャー関連等の

個人事業に取り組む者も多いと予想される。 

社会環境分野の修了者は、情報通信技術およびそれに関連する人文・社会科学に関す

る知識・研究手法を背景に、官公庁、電気通信事業者、放送事業者、メーカー等の管理事

務部門および経営企画部門、シンクタンク等の領域を中心に活躍している。 

また、いずれの分野の修了者についても、修士課程修了後の博士後期課程進学や大学

助手といった大学研究者への道も開かれている。また、近年、留学生の占める割合が高く

なってきていることから、修了後の就職先は必ずしも日本の組織に限らず、グローバルな

視野をもつ情報通信専門家として、本国の研究機関・企業、日本企業の海外拠点をはじめ、
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各国機関・国際機関・多国籍企業等で中核スタッフとして活躍する者が今後増えていくと

考えられる。 

情報通信は欠くことのできない社会基盤の主要な一角を占めるものであるため、情報

通信に関する幅広い専門知識と研究のメソドロジーを身につけた本研究科修了者は、商業、

工業、教育、生活関連等々、社会のあらゆる分野で求められる人材となることが今後さら

に期待される。また、そのような人材を輩出する研究科であり続ける努力を行っていく。 

 

ⅡＣ群 大学教員、研究機関の研究員などへの就任状況と高度専門職への就職状況 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科は、2000 年４月に開設したばかりであるため、大学へ就職した人数は絶対数と

しては少ないのが現状である。しかし、それでも、長崎大学助教授をはじめ、幾つかの大

学で教鞭を執っている修了生がいる。また、研究機関としては、NTT や KDDI をはじめとす

る民間の研究所には毎年修了生が就職している状況にある。 

 

（成績評価法） 

ⅡＢ群 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

成績については、５段階の成績採点を行っている。従来の大学院では科目の成績は基

本的に優のみをつける一般的慣習があったが、本研究科では学生の成績は厳密であり、各

学生の習得度に応じた成績を科目担任教員が責任をもって採点を行っている。 

また、学生の質的向上を検証するためには、期末ごとに学生の成績一覧を研究科委員

会にて審議しており、このことによって各学生の習熟度をチェックしている。その際、特

に成績の不振な学生に対しては、指導教員による指導を徹底するよう研究科委員会として

要請するようにしている。すなわち、このことにより、教員間でお互いの学生の研究教育

状況をチェックできるようにしており、それによって研究科全体として学生の質的向上が

図れるような方策になっているといえる。 

 

（教育・研究指導の改善） 

ⅡＡ群 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

研究教育指導の改善については、研究指導をもつ教員によって構成される研究科委員

会が第一義的な責任をもつ。これに加え、各分野から選出された複数の教員で構成される

カリキュラム部会があり、各種の具体的な方策について定期的に部会を開いて協議を行っ

ている。カリキュラム部会では、シラバスの適切性、カリキュラムの有効性、入学試験方

法等について具体的に議論を行っており、研究科委員会に審議結果を報告している。 

本研究科では、カリキュラムは１年に１度見直すこととなっており、毎年秋からその

作業を始めて１月中に新しいカリキュラムを固定することとしている。具体的な作業は、

先に述べたカリキュラム部会の主導で行われている。 

また、本研究科では、学生による授業評価制度を導入しており、この評価も参考にし

ながら、カリキュラム部会内ではカリキュラムの改善に対して徹底的な議論を行うことと
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している。 

そのほか、本研究科には、外部の有識者による諮問委員会が設置されており、いわゆる

外部評価を本研究科に対して定期的に行っていただいている。カリキュラムに関する各諮

問委員の意見も、この制度を通して、見直しに反映されるようになっている。 

 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

【実態】【長所】 

 本研究科では、シラバスの適切性には、各担当教員がその責任を負っている。シラバス

は、毎年、年度の終わりに見直すこととしており、各担当教員は、その時期に自分のシラ

バスを最新のものに変更する機会を得ている。 

 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

【実態】【長所】 

本研究科では、学生による授業評価制度を導入している。これは、本学が全学的に設け

ている学生による授業評価システムを利用して行っている。本研究科での学生による授業

評価制度導入は比較的早く、全学の授業評価システム導入前には、研究科独自で学生によ

る授業評価を行っていた。 

 

（３）国内外における教育・研究交流 

ⅡＢ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の明確化の状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科は、積極的に海外の大学や研究機関と研究教育交流を進めることを基本方針

としている。それは、グローバルスタンダードの研究教育を志向している本研究科として

は必要不可欠なものであり、研究科の設立理念そのものでもある。 

本研究科においてこのような国際的な研究教育の展開ができている理由は、本研究科

がグローバルスタンダードな研究教育を志向していることにある。すなわち、日本語と英

語による授業、国際的な学生集約、プロジェクト研究志向の研究教育カリキュラム等があ

るため、先に述べたような国際間での研究教育交流が可能となっている。 

 

ⅡＢ群 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科で行っているさまざまな国際レベルでの研究教育交流によって、学生の研究の

質的な向上を図ることができていると考えている。今後は、このような交流をさらにグロ

ーバルに発展させていくこととしている。 

 

ⅡＣ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 

【実態】【長所】 

本研究科が実施している組織的な研究教育交流相手は、メーファールアン大学（タイ)、

精華大学(中国)、ジョージメースン大学(米国)、北京技術大学(中国)、ソンクラー大学(タ

イ)、北京大学(中国)、エジンバラ大学(英国)、漢陽大学(韓国)がある。その中でも、漢陽
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大学とは、教員の相互派遣による授業交換の実施を行っている。 

そのほか、大学ではないが、タイ科学技術省国立科学技術開発機構(タイ)との共同研究、

国際電気通信連合（ITU）との協定によるアジア地域の専門化養成プログラム等があり、そ

れぞれ、本研究科における研究教育に資している。 

 

ⅡＣ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、外国人研究者も積極的に受け入れている。現在、韓国、ドイツ、チリ、

イタリアから、合計４人の外国人研究者を受け入れており、これらの研究者に対して特別

講義を学生に対して行ってもらうなど、研究教育の相乗効果を図るべく努力している。 

 

ⅡＣ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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 本研究科では、修士課程、博士課程のいずれにおいても、研究成果については公開する

ことが義務づけられており、研究科紀要、学会誌、シンポジウム、国際会議等で幅広く公

開しなければならない。この方針の下、博士論文は通常の方法で公開されるのは当たり前

であるが、修士論文そのものも広く公開することとしており、本研究科が運営するインタ

ーネットのホームページにすべての修士論文を掲載して公開している。 

 

ⅡＣ群 国際的な教育研究交流、学術交流のために必要なコミュニケーション手段修得の

ための配慮の適切性 

【実態】【長所】 

本研究科では、日本語のみならず、英語による研究教育も要件にもなっているため、コ

ミュニケーションにおける問題はないと考えている。 

 

（４）学位授与・課程修了の認定 

（学位授与） 

ⅡＡ群 修士 博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

修士学位審査の方法は、分野間の違いは一切なく、コースによってのみ異なった方法

をとっている。以下に、それぞれのコースごとに審査方法を述べる。 

プロジェクト研究コースでは、企業からの派遣者、留学生、学部新卒の学生等の多彩

な学生が在籍しているが、それによって審査を区別することはなく、一貫した指導体制を

とることとし、公正な学位論文の審査体制をとっている。審査会では、指導教員を主査と

し、指導教員と同一の分野内から２人以上の教員、および指導教員と異なる分野から１人

以上の教員を副査として選び、合計４人以上で論文審査を行うことを原則とするが、必要

に応じて研究科が指名した他研究科教員を副査とすることがある。修士論文や研究論文は、

本研究科の紀要やインターネットのホームページに掲載するほか、報告会・セミナー等を

開催し、広く研究成果を公開することにより、内外の評価を受けることで学位水準の質的

向上を図っている。そのため、修士論文を提出し、審査を受けるためには、あらかじめ研
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究成果について、学会等で公開発表していることが義務づけられている。 

学際研究コースでは、特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査

に代える。ここでいう特定の課題とは、主選択分野のテーマ研究の課題である。その内容

については、主選択分野のテーマ研究の履修時に指導教員と相談し、適切な指導を受けた

うえで決定することとしている。なお、学際研究コースでは公開によって行われるテーマ

研究発表会を設けており、この会において、主選択分野のテーマ研究について発表を行わ

なければならない。このことにより、研究成果を広く公開することを通し、学位水準の維

持と質的向上を図っている。 

CIO・IT コースでは、学際研究コースと同様、特定の課題についての研究成果の審査を

もって修士論文の審査に代える。特定の課題とはテーマ研究（CIO・IT 研究）の課題であ

り、その履修時に指導教員と相談し、適切な指導を受けたうえで決定することとしてい

る。 

キャリアディベロップメントコースでは、特定の課題についての研究成果の審査をも

って修士論文の審査に代える。特定の課題とはテーマ研究の課題であり、その履修時に指

導教員と相談し、適切な指導を受けたうえで決定することとしている。 

博士後期課程では、企業からの派遣者、既卒の社会人学生、留学生を区別することな

く、一貫した指導体制の下で、研究指導を行うとともに、公正な学位論文の審査体制を設

けている。すなわち、指導教員を博士論文審査の主査とし、関連専門分野の複数の教員を

副査とし、合計３人以上の教員をもって論文審査分科会を設け、ここで論文審査を行う。

この結果を本研究科が指名した教員（本研究科の教員および他研究科の当該論文の専門分

野の教員）から構成される論文審査委員会において、厳正に判断する。なお、研究成果に

ついては公開することが義務づけられており、研究科紀要、学会誌、シンポジウム、国際

会議等で幅広く公開しなければならない。また、このことによって、研究のグローバルス

タンダードの維持に努めている。 

最後に、現在までのセメスターごとの学位授与数を下記に示す。 

 

2000 年度秋学期: 修士０人、 博士１人 

2001 年度春学期: 修士０人、 博士０人 

2001 年度秋学期: 修士 65 人、博士２人 

2002 年度春学期: 修士 42 人、博士０人 

2002 年度秋学期: 修士 82 人、博士１人 

2003 年度春学期: 修士 34 人、博士３人 

2003 年度秋学期: 修士 80 人、博士６人 

2004 年度春学期: 修士 41 人、博士２人 

2004 年度秋学期: 修士 93 人、博士８人 

合計: 修士 437 人、博士 23 人 
 

ⅡＢ群 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、学位審査の透明性と客観性を高めるため、以下の方法による学位審査を
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行っている。 

まず、修士課程における審査会では、指導教員を主査とし、指導教員と同一の分野内か

ら２人以上の教員、および指導教員と異なる分野から１人以上の教員を副査として選び、

合計４人以上で論文審査を行うことを原則としている。また、必要に応じて研究科が指名

した他研究科教員を副査とすることがある。 

一方、博士課程では、指導教員を博士論文審査の主査とし、関連専門分野の複数の教員

を副査とし、合計３人以上の教員をもって論文審査分科会を設け、ここで論文審査を行う。

この結果を本研究科が指名した教員（本研究科の教員および他研究科の当該論文の専門分

野の教員）から構成される論文審査委員会において、厳正に判断する。 

 

ⅡＣ群 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科では、学際研究コース、CIO・IT コースおよびキャリアディベロップメントコ

ースの学生において、特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代

えている。ここでいう特定の課題とは、学際研究コースでは主選択分野のテーマ研究の課

題、CIO・IT コースではテーマ研究（CIO・IT 研究）の課題、キャリアディベロップメント

コースではテーマ研究の課題である。その内容については、その履修時に指導教員と相談

し、適切な指導を受けたうえで決定することとしている。 

なお、学際研究コースでは公開によって行われるテーマ研究発表会を設けており、こ

の会において、主選択分野のテーマ研究について発表を行わなければならない。このこと

により、研究成果を広く公開することを通し、学位水準の維持と質的向上を図っている。 

 

ⅡＣ群 学位論文審査における、当該大学(院)関係者以外の研究者の関与の状況 

【実態】【長所】 

 本研究科では、必要に応じて、修士学位審査、博士学位審査において、本研究科以外の

研究者に審査をお願いしている。 

 博士論文審査会においては、現在までに、合計 23 件の審査会を行った。そのうち、学外

審査員および本研究科以外の本学の教員が審査員として参加した件数は 10 件である。学外

審査員の延べ人数は６人、本研究科以外の本学教員審査員の延べ人数は７人となっている。 

 

ⅡＣ群 留学生に学位を授与するに当あたり、日本語指導等講じられている配慮措置の適切性 

【実態】【長所】 

 本研究科では、留学生等で日本語ができない者であっても、英語のみで履修および学位

取得ができるように配慮されている。よって、学位取得における特別な日本語指導は行っ

ていない。 

 

（課程修了の認定） 

ⅡＢ群 標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置の

適切性、妥当性 

【実態】【長所】 
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本研究科の修士課程では、プロジェクト研究コース、学際研究コース、CIO・IT コース

の優秀な学生に対して早期修了の道も開かれている。その際には、通常の修士学生学位審

査の基準を変更して早期に学位を与えるということではなく、全く同一の評価基準の下で

厳正な審査を行うことによっている。 

また、博士後期課程でも、特に優秀な学生については、３年の在学を待たずに学位取得

が可能となる制度を設けている。これも、学位審査の基準を変更して早期に学位を与える

ということではなく、全く同一の評価基準の下、優秀な学生に早期に学位を取得させるこ

とにより、早く社会に出て活躍してもらうという意図の下に行っている。長所として、事

実、過去に早期に学位を取得して社会に出て行った者は大きな社会的評価を受けており、

その活躍には著しいものがあると自負している。また、副次効果として、学生に対する学

位取得の大きなインセンティブを与えることにもなっており、そのことによって、さらに

質の高い学位取得者を社会に早期に還元するという相乗効果を生み出している。 

 

３ 学生の受け入れ 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅡＡ群 大学院研究家科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

【実態】【長所】 

修士課程学生の入学時期は、後述する選考制度によって若干違うが、一般に４月・９

月の年２回であり、入学業務は入学認定委員会（アドミッションズオフィス）によって行

われている。推薦書、実務経験、語学力、専門試験結果、大学の成績、研究計画書、小論

文、面接等の組み合わせによって本研究科にふさわしい人物を選抜している。この修士課

程選考には、対象学生の条件に応じて、以下に示す６通りの選考制度を設けて行ってい

る。 

一般入学選考は、国内外を問わず、学部新卒および見込みの者と社会人を対象とした

選考制度であり、４月と９月の入学時期がある。 

飛び級選考制度は、入学時までに大学に３年間以上在学した者を対象とする選考制度

であり、４月と９月の入学時期がある。 

学内推薦選考は、早稲田大学在学生を対象とした選考制度であり、４月と９月の入学

時期がある。 

芸術学校推薦選考は、早稲田大学芸術学校および早稲田大学川口芸術学校在学生を対

象とした選考制度であり、４月のみの入学時期となっている。本選考制度は、マルチメデ

ィアサイエンスコースのみを対象とした選考制度である。 

ぴあ推薦入学選考は、ぴあ（株）との提携の下に作られた制度であり、ぴあフィルムフ

ェスティバルアワード受賞者を対象としたもので、４月と９月の入学時期がある。具体的

には、受賞者のうち、本研究科への進学を希望し、ぴあフィルムフェスティバル事務局選

考委員会から推薦された者が対象であり、受賞作品の評価と本研究科希望指導教員を含む

面接員による面接を経て選考される。マルチメディアサイエンス分野が主たる受け入れ分

野となるが、新しい次世代のコンテンツクリエーターの卵を積極的に受け入れて世の中に

輩出するという意図の下、2004 年度から新しく導入したものである。 

特別選考は、企業および公的機関からの支援を受けて派遣学生として通学可能な社会
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人を対象とした選考制度であり、４月と９月の入学時期がある。 

このほか、科目等履修生選考があり、講義科目の聴講のみを目的とした入学希望者を

受け入れられるようにもなっている。 

一方、博士後期課程の入学時期も、修士同様、４月・９月の年２回であり、入学業務も

同様に入学認定委員会（アドミッションズ・オフィス）によって行われている。推薦書、

発表済み研究論文、修士論文、研究計画等に関する面接試験を行って本研究科博士後期課

程にふさわしい人物を選抜している。具体的には、修士の学位を有し専門能力が十分高い

と認められる研究業績がある者、あるいは、研究機関、大学等で研究実績があって当研究

科の修士相当以上の学歴があり専門能力が十分高いと認められる業績がある者を選抜して

いる。この博士後期課程選考には、対象学生の条件に応じて、以下に示す４通りの選考制

度を設けて行っている。 

一般入学選考は、国内外を問わず、修士の学位を得た者あるいは取得見込みの者、本

研究科で修士が学位を有する者と同等以上の能力があると認めた者を対象とする選考制度

であり、４月と９月の入学時期がある。 

学内推薦選考は、本研究科を除く早稲田大学大学院在学生を対象とした選考制度であ

り、４月と９月の入学時期がある。 

博士後期課程内部推薦選考は、本研究科修士課程プロジェクト研究コース在学生を対

象とした選考制度であり、４月と９月の入学時期がある。 

特別選考は、企業および公的機関からの支援を受けて派遣学生として通学可能な社会

人を対象とした選考制度であり、４月と９月の入学時期がある。 

このほか、外国人特別研修生選考があり、外国人留学生を対象とした博士後期課程レ

ベルの研究指導を受けることを目的とした入学希望者を受け入れられるようにもなってい

る。 

 

（学内推薦制度） 

ⅡＢ群 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そう 

した措置の適切性 

【実態】【長所】 

本研究科では、修士課程の学内推薦選考として、早稲田大学学部在学生を対象とした選

考制度があり、博士課程の学内推薦選考として、本研究科を除く早稲田大学大学院在学生

を対象とした選考制度と本研究科修士課程プロジェクト研究コース在学生を対象とした選

考制度がある。いずれの場合にも、成績が優秀であることが前提である。この制度を利用

して入学してくる学生は、本研究科においても目覚ましい業績を挙げている。優秀な学生

に対する入学試験の簡素化という観点からは、大変有効であると評価できると考えている。 

 

（門戸開放） 

ⅡＡ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、他大学あるいは大学院に対する門戸は広く開かれている。すなわち、さ

まざまな入試制度が用意されているが、入試制度ごとの入学定員があるわけではなく、優
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秀な学生であれば適用する入試制度にかかわらず入学ができる。ただし、自分の所属する

学部の大学院にしか進学しないという日本の大学教育の慣習によって、門戸を開放しても

受験生がなかなか集まらないという独立大学院特有の問題点がある。改善方法としては、

本研究科の周知と長所をさまざまな手段で行っているところである。 

 

（飛び入学） 

ⅡＢ群 「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 

【実態】【長所】 

本研究科の修士課程で実施する飛び入学対象者は、所定の単位を優れた成績をもって修

得したと本研究科が認めた者である。具体的には、３年終了時に卒業必要単位の 3/4 以上

を取得し、そのうちの 2/3 が最上位の成績であることが求められる。選考は、書類、筆記

試験、プレゼンテーション、面接によって行っている。よって、単なる青田買いのような

選考制度ではなく、本研究科が責任をもって受け入れられる人物を選定する制度となって

いる。 

 

（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 本研究科では、社会人も積極的に受け入れている。ただし、入試方法に関しては、社会

人であることを特別扱いはしていない。しかしながら、研究業績に関しては、必ずしも研

究部門で就業経験のある社会人ばかりではないため、社会的な業績を研究業績に置き換え

て判定する場合もある。 

 

（科目等履修生、研究生等） 

Ｃ群 科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 本研究科では、修士課程の講義科目の聴講のみを目的とした入学希望者を受け入れるた

め科目等履修生制度を設け、博士後期課程レベルの研究指導を受けることを目的とした外

国人留学生の入学希望者を受け入れるため外国人特別研修生選考を設けている。いずれの

場合にも、通常の入学試験と同等の書類を用意させ、それをもとに選考を行っている。書

類選考の結果、必要ならば面接試験も行っている。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

ⅡＣ群 外国人留学生の受け入れ状況 

【実態】【長所】 

 本研究科では、英語だけでも学位取得が可能なことから、多くの外国人留学生が在籍し

ている。 

 現在、284 人の在籍修士課程学生のうち、留学生は 123 人となっている。内訳は、国費

留学生が７人、委託留学生が 36 人、私費留学生が 76 人、留学ビザ以外の者が４人である。 

 また、現在、100 人の在籍博士課程学生のうち、留学生は 37 人となっている。内訳は、
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国費留学生が８人､委託留学生が２人､私費留学生が 25 人、留学ビザ以外の者が２人である。 

ⅡＣ群 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った学生受

け入れ・単位認定の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 本研究科では、入学試験に際して、留学生であることは選考基準に一切影響しない。す

なわち、すべての入学志願者を全く公平に平等に扱っている。よって、留学生の本国地で

の大学あるいは大学院教育の内容と質は、ほかのすべての志願者と同一基準で評価される。

このことにより、ある一定レベル以上の留学生を受け入れる結果となっている。 

 

（定員管理） 

ⅡＡ群 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 このような選考制度によって入学してくる学生数は、定められた定員を不必要に超すこ

とがないよう、先に述べた入学認定委員会（アドミッションズ・オフィス）と本研究科委

員会によって最終的に決定されるようになっている。 

 現在、修士課程在籍者は 284 人であり、過年度生を除くと 272 人となっている。学年ご

との定員は 120 人であるため、総定員数 240 人に対して、13％の超過となっており、適切

な範囲に収まっていると考える。 

 一方、学生確保の方策としては、さまざまな手段を講じている。しかしながら、独立研

究科であることから、まとまった数の学生が学部から直接進学することがないため、学生

の確保はそれほど簡単ではない状況がある。今後はこれを改善するため、学生に対する支

援策、特に本研究科独自の奨学金を整備するなどの方策によって、優秀な学生の確保を行

っていく。 

 

４ 教員組織 

（教員組織） 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係におけ 

る当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

GITSの教育活動は、GITIの研究活動をベースにしており、同時にGITIの研究活動には

GITSの専任教員、学生の参画を前提としている。このような背景から、GITSの専任教員は

GITIの研究員を兼任している。 

現在、専任教員数は23人、そのうち客員教授２人であり、学生総数は修士課程284人、博

士後期課程100人であり、修士課程での専任教員１人当たり大学院学生数 12.3人となる。 

本研究科では情報通信システム分野、マルチメディアサイエンス分野および社会環境分

野での学生数を考慮するとともに、分野間での学際的な教育を重要視することから、各分

野の教員をバランスよく配置している。また、大学の外部組織との連携を重要視しており、

政府関連機関ならびに民間企業から多数の客員教員を招聘し、実社会とのつながりを重視

した教育が展開されている。同時に、これらの客員教員に対しては任期制を導入し、教員

の流動性にも配慮している。 



  

Ⅲ－12－  -  - 21

 

（研究支援職員） 

ⅡＢ群 研究支援職員の充実度 

【実態】【長所】 

GITI の研究活動を支える研究支援の助手制度があり、現在７人であり、大学院学生の

研究プロジェクト参画を支援している。また本大学の COE：IT プロダクツアカデミアでは、

RA 制度を導入し、研究活動の円滑化に取り組んでいる。 

また博士後期課程学生による、修士課程学生の学習支援システムも実施している。 

 

ⅡＢ群 ｢研究者｣と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

GITS では、職員が予算管理と財務処理などの事務を行うのみであり、企画立案や各種申

請業務までカバーする専属の研究支援職員が望まれる。 

 

ⅡＣ群 ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタントの制度化の状況とその活 

用の適切性 

【実態】【長所】 

TA は、大学本部の予算により、博士課程の学生のうち、毎年 10 人前後を、修士課程学

生の教育補助者として採用している。活動報告は、GITS 運営委員会に定期的になされてお

り、その報告を受けて、次年度への必要な改善策等を議論している。また、RA については、

21 世紀 COE の研究プロジェクトの枠組みの中で採用しており、十分な研究に対する貢献を

行っている。 

 

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手順） 

ⅡＡ群 大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とそ 

の運用の適切性 

【実態】【長所】 

教員の募集はインターネットなどを通じて公知・公募することを原則としている。 

また、教員の昇格などは大学全体として記述。 

 

（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】 

GITS の教員、および GITI の研究員は、毎年発行される紀要に年度ごとの研究業績を公

表することになっている。また、大学本部が運営管理する学術・研究活動データベースに

も、ほぼ同様の報告を行うことが義務づけられている。なお、このデータベースは、ReaD

と同期しており、ReaD を通じて広く公開されている。研究科および研究センターとして、

独自の基準での評価は行ってはいないが、上記のように業績は広く公表されることから、

事実上の評価となっていると考える。 
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（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係） 

ⅡＢ群 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適 

切性 

【実態】【長所】 

学内の交流としては、学内箇所間における科目の兼坦による交流、オープン教育センタ

ーにおける科目担当による交流、プロジェクト研究所における交流等がある。また、学外

に関しては、国内外の関連研究所および関連大学との連携を積極的に行っている。特に、

学外の諸機関との交流は、GITI を通して活発に行われている。 

 

５ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

GITS における研究活動は、設立時の母体である GITI を通じて行われる。GITI で行われ

る研究には、GITS３分野全体にかかわる研究、早稲田大学プロジェクト研究所での研究、

各教員単独による受託研究、産官学や自治体、NPO との連携・共同研究で構成されている。

全体にかかわる研究には、高額の公的資金に採択された場合や文部科学省で推進している

21世紀COEプログラムの場合が対象となる。これらの研究活動を通じて世界の先端技術お

よび近隣の地方自治体との共同での研究を推進し、国内外の学会やアカデミックな場で成

果の発表を行っている。論文等研究成果の発表状況は、毎年平均 36 件のジャーナル論文

を掲載すると共に、国際会議の場で発表を行っている。 

 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

【実態】【長所】 

国内外での発表件数は、国際会議の発表件数は 160.5 件、国内の研究会での発表は

122.5 件行われている（いずれも 2003 年～2005 年 5 月)。 

 

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】 

GITI での特色は、情報通信やマルチメディア表現、社会環境が連携して境界領域の研究

が行われることである。国際標準化を推進する ITU との共同研究で、アジアを中心とする

地域への教育支援に技術面、制度面、経済面から対応している。無線LANやIP電話等の先

端の情報通信技術を通じてタイを中心とするメコン流域の国々へのインフラ整備やチリ大

学との連携を通じて、ネットワークインフラ整備と遠隔講義の支援を行ってきた。 

 

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】【長所】 

研究推進の根幹である研究資金は、総務省やその外郭団体、2004 年４月に旧通信・放

送機構（TAO）と総務省通信総合研究所（CRL）とが合併して設立された情報通信研究機構
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（NICT：National Institute of Information and Communications Technology）、経済産

業省や外郭団体 JETRO や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO：New Energy and 

Industrial Technology Development Organization）との連携、文部科学省科学研究費や

21 世紀 COE プログラム等から公的資金を得ている。 

2000 年度から 2004 年度までの獲得総件数は 49 件、獲得総金額は１億 3,950 万円であ

る。 

 

（研究における国際連携） 

ⅡＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

【実態】【長所】 

これらには国連の一専門機関であるITU（国際電気通信連合）との連携、タイを中心とす

るメコン流域の国々へのインフラ整備やチリ大学との連携を通じて、ネットワークインフ

ラ整備と遠隔講義の共同研究を行ってきた。また、研究員の多くは、デジュア、デファク

トな国際標準化機関に属し、役職者としての貢献や研究成果を標準化案として提案してい

る。2003年から2005年５月までの国際会議での論文発表件数は160.5件である。 

 

ⅡＣ群 海外研究拠点の設置状況 

【実態】【長所】 

中国の清華大学、チリ大学、タイのメイファールワン大学には各々研究拠点を設置し、

国際ネットワークを通じて共同研究を推進している。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅡＡ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】 

GITS は、 GITI を母体に設立されたが、GITS が十分に発展した現状では GITI は GITS

の付置研究所的な存在となった。GITI の研究員は、主に GITS 本属の教員が中心で、この

他企業等から派遣される客員研究員およびプロジェクト研究を遂行する学生研究員とで構

成される。ただし、研究はほとんど教員が有する研究室で行われている。これらの体制に

より、外部資金を得て研究テーマを遂行している。すなわち、GITS と GITI とは密接な連

携が確立している。 

 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

個人研究費は年額 42 万 3,000 円であり、ICT を基盤に研究する GITI では全く不足して

おり、外部資金の獲得なしに研究遂行は誠に困難である。また、海外との連携、会合が基

本の GITI 研究員の研究旅費も大学の配分は全く不十分で、外部資金の獲得が必須になっ

ている。 
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ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】 

教員に割り当てられるスペースが手狭であり、理系の研究スペースとしては不足してい

る。このため、教員個室は学生との共用である。 

 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

GITS ではセメスター制を敷いており、年２回の学位授与式および入学式を行っている。

このため、入学試験、学位審査も年２回あり、この準備、遂行のための会議が多く、研究

時間を圧迫している。さらには、キャンパスが本庄と西早稲田にあることから、連日のこ

の間の移動時間（約 90 分)も無視できず、研究時間圧迫の要因となっている。 

  

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】【長所】【問題点】【改善の方法】 

GITS の教員には５年以上の勤務を経ることで、１年間１人がサバティカルによって、

学外で個人研究を推進することができるが、大学院であること、セメスター制であること

から、修士、博士の学生の学位取得に影響が出てくる。これに対処するため、関連研究の

教員に対象学生を預けることにしている。これによって教員が半年以上研究に専念できる

状況になれる。 

 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

GITI の研究の中で共同研究としては、文部科学省の 21 世紀 COE プログラムが該当する。

この研究費はサブリーダー会、研究メンバー会によるコンセンサスにより進められており、

特段問題は生じていない。また、複数の教員による外部資金による共同研究では研究代表

者により研究費、運用費の配分が適切に行われ執行されている。 

 

（競争的な研究環境創出のための措置） 

ⅡＣ群 学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般(経常)的研究資金と競

争的研究資金で構成される研究費のシステム）の運用の適切性 

【実態】【長所】 

学内的には個人研究費として 423,000 円があり、そのほか、審査により数百万円までを

特定課題として得ることが可能である。 

 

ⅡＣ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 

【実態】【長所】 

元来GITIはICTを核として、情報インフラ、メディア表現、社会環境の３部門の集合体

であり、研究テーマに応じて、拡大、縮小は柔軟に対処できる。文部科学省の 21 世紀

COE プログラム、プロダクティブ ICT アカデミアで研究テーマでは３部門の調和が図れて

いる。 
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（研究上の成果の公表、発信・受信等） 

ⅡＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

【実態】【長所】 

GITS/GITI の成果はウェブでの紹介ならびに紀要を発行し、公表に努めている。このほ

か大学本体や研究推進本部でのウェブに教員紹介として掲載することができる。 

 

ⅡＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】 

ハードコピー版は大学の図書館を利用することでカバーできる。ソフトコピーではイン

ターネットを利用することでカバーできる。ただし、本庄キャンパスにおいては 2004 年に

開設したばかりであることから、完備するまでにはまだ時間を要する。 

 

６ 施設・設備等 

（１）施設・設備 

（施設・設備等） 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、2004 年の本庄キャンパス移転に伴い、93 号館３階に教室４室と 94 号館

には演習室（２室）、個人研究室（16 室）、共通研究室（１室）をはじめ学生指導室（８室、

458.24㎡）を占有している。西早稲田キャンパスには29-7号館に教室２室、演習室１室、

個人研究室（６室）、共通研究室（２室）、学生指導室（37 室、344.41 ㎡）を有している。

同じく 19 号館５階に教室１室を有し、いずれのキャンパスにおいても十分な教育研究ス

ペースを有しており、キャンパス間遠隔講義システムを導入し、本庄と西早稲田のどち

らからでも授業を受けられる環境を整備している。 

 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本庄キャンパスには、西早稲田キャンパスと同環境の端末室を有し、53 台の端末を設

置し自由に利用できる環境を整備しているが、研究科の専門性を考慮したときに、学内

共通端末室としての環境下では学生の期待に沿えるものではなく、今後の検討が必要であ

る。しかし、現実的対応としては、有効利用のための工夫とキャンパス内への利用開放を

行い積極的に利用を促進する必要もある。 

 

ⅡＣ群 大学院学生用実習室等の整備状況 

【実態】【長所】 

2004 年度の本庄キャンパス移転および西早稲田 29-7 号館の改修と再配置によって、両

キャンパスとも、本研究科学生に対して実習スペースを用意している。 
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（先端的な設備・装置） 

ⅡＣ群 先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性 

先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備について、遠隔講義システムによる時

間・距離の制約を受けない教育環境を実現している。また、独立行政法人情報通信研究機

構機（以下、NICT という）のネットワークである JGNⅡ（ジャパンギガネットワークⅡ）

と本研究科の教室が接続されており、他大学にはない通信ネットワークの実験環境を有し

ている。 

 

ⅡＣ群 先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の、他の大学院、大学共同

利用機関、附置研究所等との連携関係の適切性 

【実態】【長所】 

本研究科生は、GITI が行う学外機関との共同研究・委託研究などに研究プロジェクト

として参加しながら、センターの研究設備のみならず、学外設備の利用も可能である。例

えば、NICT との委託研究において、NICT が保有する大容量ネットワーク環境や先端的機

械設備である映画・映像製作装置（例えば、モーションコントローラー等）を利用して、

学生の研究指導の一環として地域と連携しながら自主制作映画の作成を続けている。 

 

（本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等） 

ⅡＣ群 本校以外の場所にも拠点を置き、教育研究指導を行う大学院における施設・設

備の整備の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

２つのキャンパスでの教育研究を展開するために、遠隔講義システムによる時間・距離

の制約を受けない教育環境を整備するとともに、キャンパス間連絡バスの運行により、本

庄ドミトリーに居住する学生が、西早稲田キャンパス内の他研究科の科目を聴講できるよ

う配慮している。 

ドミトリーは留学生を中心に約 50 人を収容可能であるが、2007 年度以降、環境系独立

大学院（開設予定）との共同利用となるために部屋数の不足が予想され、今後の対応策を

検討中である。 

 

（維持・管理体制） 

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】【長所】 

 施設・設備は総合企画部施設課と財務部財務課（不動産担当）が全学的に対応している

が、本庄キャンパスでは、ドミトリーをはじめ 93、94 号館について、財団法人本庄国際

リサーチパーク研究推進機構に施設の維持管理の一部を委託している。 

 

ⅡＢ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を

図る体制の確立状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 本研究科では、レーザー光に関するガイドラインに沿って、安全に注意して実験を行
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っている。なお、衛生管理や環境被害などに対する対応を必要とする実験は行っていな

い。 

 

（２）情報インフラ 

ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

ⅡＢ群 国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条

件整備とその利用関係の適切性 

【実態】【長所】 

本研究科単独では、学術資料の記録・保管のための方策は取っていないが、早稲田大学

には、中央図書館をはじめ、４つのキャンパス図書館や、各学部・研究科・研究所などの

教員図書室、学生読書室、資料室等が全部で29カ所ある。全蔵書数は450万冊に及び、膨

大な情報源が所蔵されており、これら施設の役割分担と相互協力により全体がひとつの有

機的な図書館として学内外の多様なニーズに対応している。 

 その図書館の蔵書目録のデータベースをオンラインで提供する学術情報システムが

WINE（Waseda Information Network ）である。WINE は、インターネットを通じて学内の

みならず広く学外にも公開されており、研究室や自宅のパソコンからもアクセス可能にな

っていまする。また、学外・海外のデータベースも CD-ROM やオンライン端末を通じて各

図書館で提供されている。 

 

ⅡＣ群 コンテンツ（文書、画像、データベース等のネットワークを流通する情報資源）

やアプリケーション・ソフト（個々の応用目的をもったコンピュータソフトウェ

ア）の大学・大学院間の効率的な相互利用を図るための各種データベースのナビゲ

ーション機能の充実度 

【実態】【長所】 

 各種データベースのナビゲーション機能としては、内容によって中央図書館とメディ

アネットワークセンターとで機能を分担している。本研究科学生・教職員もインターネ

ットを通じて学内共通のサービスの提供を受けることができる。 

 

７ 社会貢献 

（社会への貢献） 

ⅡＢ群 研究成果の社会への還元状況 

【実態】【長所】 

GITIでの研究員の多くは、デジュア、デファクトな国際標準化機関（ITU-T、ISO、IrDA、

TVanytime ）に属している。また、国際会合に参加して単に研究成果の提案のみならず、

会議役職者として会議運営に大いに貢献している。  

GITIでの研究成果が世界標準として成立している。メディア表現部門ではディジタルシ

ネマ作品を制作し公開発表している。また、タイやベトナムへネットワークを通じてICT

や電子政府に関する遠隔講義を実施している。 

 

ⅡＣ群 地方自治体等の政策形成への寄与の状況 
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【実態】【長所】 

早稲田リサーチセンターを中心に埼玉県神泉村への教育環境整備へのガイダンスをはじ

めとして、神奈川県横須賀市への電子政府の指導、静岡県河津町のICT化への支援、群馬

県桐生市へP2Pの先端技術指導等の寄与を行っている。 

 

（企業等との連携） 

ⅡＣ群 寄附講座、寄附研究部門の開設状況 

【実態】【長所】 

これまでにNHKによる寄付講座、富士通による寄付講座がある。 

 

ⅡＣ群 大学院・大学とそれ以外の社会的組織体・研究機関との教育研究上の連携策 

【実態】【長所】 

遠隔講義に関して、チリ大学、韓国の漢陽大学、タイのメーファールワン大学、チュラ

ルコルン大学、中国清華大学との連携がある。 

 

ⅡＣ群 企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

GITIでは情報通信分野における先導的共同研究ならびにオンラインによる大学院レベル

教育を世界規模で実施している。これらの研究に関して産・官・学の連携による研究が行

われていることから、企業との共同研究・受託研究が多い。2000年以降では174件、約７

億5,400万円（寄付講座を含む）の契約を行っている。これまでは西早稲田での結びつきで

あるが、今後は本庄での共同研究計画を進めていく必要がある。 

 

ⅡＣ群 奨学寄附金の受け入れ状況 

【実態】【長所】 

奨学寄付金については、2003年以降２件、300万円を受け入れている。 

 

（特許・技術移転） 

ⅡＣ群 特許の取得状況 

【実態】【長所】【問題点】 

2000年以降、GITS/GITIの大学のTLOを通じて正規の特許出願件数は18件である。特許に

関しては、GITS発足後５年間しか経ていないため、総合件数は少ない。 

 

ⅡＣ群 特許取得を「研究業績」として認定する学内的措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

特許取得の評価に関しては、紀要論文集へ登録を認めていることから、ほかの研究論文

等との扱いと同等であるが、研究論文のどのレベルに位置するかは確定していない。 

 

（産学連携と倫理規定等） 

ⅡＣ群 「産学連携に伴う利害関係の衝突」に備えた産学連携にかかるルールの明確化の 
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状況 

ⅡＣ群 発明取扱い規程、著作権規程等、知的資産に関わる権利規程の明文化の状況 

【実態】【長所】【問題点】 

最低限、受託研究、委託研究、共同研究時に交わされる契約書に知的所有権について明

文化されている。 

 

 


