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１． 評価委員氏名 荒木 健治 

 

はじめに 

 私は産学連携という視点で提言いたします。その理由は、一つめは貴学のグラン

ドデザインの中に社会に対する直接貢献ということがうたわれていること、二つめ

は昨年できた法律（産業技術力強化法）で、大学の責務として、従来の教育、研究

に加えて、研究成果の普及が追加されたこと、三つめは今回選ばれました評価委員

の中で私だけが「産」出身ということからです。 

 

評価項目 ：産学連携 

 

評価の視点 スタンフォード大、ＭＩＴレベルにまで活発化するにはどうしたらよ

いか。 

 

 社会が大学の力を評価する尺度は、厳しい表現ですが「定量化された外部評価値」

です。例えば、入学者の偏差値、論文の引用された回数、司法試験の合格者数、ノ

ーベル賞受賞者数などです。これとのアナロジーで行けば、産学連携による産業技

術力強化が叫ばれている今、理工系の研究力の簡潔で汎用性のある評価尺度として、

「産からの資金の導入額」が注目されるようになると思われます。早稲田大学には、

産資金導入額でわが国トップは当然、スタンフォード大、ＭＩＴ並みになり、産学

連携で、国立大学を牽引することを期待します。教員の身分が国家公務員である国

立大学では、意識改革に時間がかかるので、産学連携が軌道に乗り、米国のように

大学が産業競争力の強化に寄与するのは大分先のことになると思います。 

 

＜評価結果 長所＞ 

 

・国際基準での評価に耐えうる「教育、研究、社会への直接貢献」を遂行し続ける

との 21 世紀ＧＤ宣言、特に「直接貢献」には、大学改革に向けての気迫を感じま

す。 

・「産業界から真に評価される研究機関への飛躍」というコンセプトの基に理工学総

合研究センターの運営が行われ始めたことを高く評価します。 

・理工学総合研究センターを、産業界との「共同研究の場」としよう、これが若い

研究者（学生）の育成（教育）にも適した場ともなろう、との考え方は高く評価

できます。早稲田大学の学生の質は非常に高いので、ＯＪＴでやってみせる、ま

たは学生自身がやってみることが 高の教育になります。 

 

＜問題点＞ 

・上記コンセプトを実現するための行動が消極的です。仕組み、場所を作って、「産」

が集まってくるのを待つという姿勢は受動的、静的です。「産学連携を採りに行

く」行動が必要です。 
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・教員の研究活動に占める特許活動の割合が非常に低いです。（論文活動主体であ

る。） 

・ ＴＬＯは不活発です。（と推測します）学で作ったシーズを産に移転するという

考えでは、魅力のあるシーズを効率よく作ることはできません。産との共同研究

を推進し、これから生まれた特許を増やさなければなりません。（つくばＴＬＯ

（大学と国研）も特許民間移転の実績は、皆無に近いと聞いています。） 

 

＜提言＞ 

「産学連携を採りに行く」校風にするための項目を重要な順に並べます。 

１．人：エジソン型教授を増やす 

・アインシュタイン型よりエジソン型教員の採用 

（サイエンティストよりエンジニア、論文より実用化実績（特許）を重視しま

す。エジソンは論文がゼロだったが、アイデアｍｅｍｏは 500 万ページにも

及び、人類の歴史に も影響を及ぼした人物に選ばれています。） 

・そのためには、まず教員の採用基準・方法の変更が必要かもしれません。 

 

２．その気にさせる（インセンティブ） 

・特許収入の個人所得配分割合を大幅に増やします（既実施）。 

・産からの収入の一部を教員の個人所得に移します。 

（ＭＩＴの先生は、企業からの所得の方が大学からの給料より多いと聞いてい

ます。） 

・産からの収入に比例して、一般研究費も多くなるようにします。 

・できれば上記情報を公開します。 

・副業を認めます（既実施でしょうか？）。 

・教授への昇任には、産学連携度（導入金額）を大いに参考にします。 

 

３．バックアップ体制 

・技術問題相談窓口を設置し、産の問題の解決策を共に考えるようにします。

これは、東京工業大学の学生や教員の有志が、神奈川サイエンスパーク（Ｋ

ＳＰ）に、「産」特に中小企業の方からの相談に応じる窓口を開設したという

記事が新聞に掲載されていましたが、このようなものをイメージしたもので

す。 

（問題受付配布・テーマ設定係りに有能な人を配置することが肝要です。） 

・同窓会を活用し、上記行動の円滑化を図ります。 

・博士課程学生（助手）の企業研修を推進し、共同研究のネタを探させます。

産業技術強化法の「インターンシップ制度等の推進」を上手に活用する手が

あるかも知れません。 

・共同研究の実施場所はなるべく企業とします。（企業で実施してもよいように

する。スペース、設備問題の解決にもなります。） 

・サイエンス系研究の比率を下げます。（この分野は国立大、国研が研究環境的

（特に研究時間）に圧倒的に有利です。サイエンス系研究の比率はどのよう

にして決められていますか。） 

・複数分野にまたがる研究を優遇します。（学科の壁をなくし、学科のくくりを
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大きくします。） 

・産学連携の具体的目標を明確にして体系的にそれを実現する体系をつくりま

す。自主管理点検サイクル、即ち Plan－Do－Check－Action を確実にまわす

体制を作ります。このようなことは産業界ではよく行っているのですが、大

学でも採り入れる必要があります。Plan は、例えば産からの導入資金を 3 年

で 3倍にするということになります。Plan と Do まであって後が無いと言うよ

うなことよくがありますが、きちんとこのサイクルを回すことが大切です。 

 

＜早稲田大学ＯＢからの意見＞ 

 ・ミニ東大と言われ、体制が保守的になっています。もっと個性を出すこと

が大切です。ミニ東大と言われ喜んでいるように見えます。 

 ・早稲田と慶応に合格しても慶応に入学する現状を危惧します。 

 ・早稲田大学再生に向けて力を貸したいと思います。 

 

おわりに 

 教員自らがエジソン型になるべきかと思います。論文発表ばかりでなく、研究の

実用化に率先して取組むべきです。産業界との共同研究の強化を図っていくことが

肝要です。学だけでは、「２１世紀ＧＤ宣言」に謳われている社会に「直接貢献」す

る研究成果を効率よくあげることはできません。 
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２． 評価委員氏名 大久保 信行 
 
 
はじめに 
 平成１４年度には大学基準協会からの外部評価を受けることになっており、私が

全学のとりまとめをしております。基準協会の評価も大学から外部に資料を出した

もの、明示しているものを基本的にはかるということになっているようです。多分

同様の状況かと思いますが、評価委員の先生方からいただいた評価・検討の内容を

できるだけ早いタイミングで改革に反映させていくことが大切です。今回のこの評

価が終了しましたら、評価結果を踏まえたガイドブック等を作成する必要がありま

す。 
 
１．理念・目的を達成するための中長期計画は存在するか？ 
 
 教員採用の多様性ということになりますが、中期計画については、グランドデザ

インを基に、各学科・専攻内で具体的に検討しているようです。ただし、人事計画

については、各学科・専攻の独立性が強く、グランドデザインにある学科横断的新

専攻の人事には、新しい発想が必要です。 
 
＜提言＞ 
 理工人事計画委員会（仮称）では、新しいタイプの教員、例えば、国立研究所、

企業等に在籍しながら併任できる教員の採用の検討も必要です。つまり、教員採用

の多様性を持たせるということです。 
 
２．学科目の配当科目のバランス（年次、必修、選択）は適切か？ 
 
 配当の科目としては約 1,000 人程度の学生が大学院に進学することが適切です。 
 
＜提言＞ 
 
 多くの学部学生が大学院に進学するので、その橋渡しをするような科目、従来の

ように大学院で特定のテーマを 2 年間行うというのではなくて、大学院レベルであ

る共通の学力を保つべきです。そのような科目を４年度後期に、専門選択科目とし

て配当することを提言します。 
 
３．学科目の選択にあたって、適切な情報提供、ガイダンスが行われているか？ 
 
 学生アンケートから学部１年生で「ガイダンスが不適切であった」との回答が多

いのは、学部生とのミスマッチによるものです。 
 
＜提言＞ 
 
 ガイダンスの際、教員だけでなく、２年生以上の学生にも協力してもらうことを

提言します。 
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４．クラスの規模は適切か？ 
 
 学科の規模がバラエテイに富んでいるが、専門必修科目で１００人以上のクラス

があるのは不適切です。専門必修の重みを考えると、何らかの工夫が必要です。 
 
５．優秀な教員を採用するための努力がされているか？ 
 
＜提言＞ 
 ７０歳定年制の関係もあり、年齢構成が高くなりがちです。優秀な若手の教員を

採用できるような体制を作ること、例えば、教員の流動化のための任期制の採用等

の実施を提言します。 
 
６．早稲田大学理工系の特色を生かした研究室の工夫はされているか？ 
 
 理工学総合研究センターおよび材料技術研究所と連携しており、生命理工学やナ

ノ・テクノロジーのような学科・専攻横断的な分野に関する教育・研究体制が整っ

ています。 
 
＜提言＞ 
 
 全体のビジョンとして大型実験施設、研究所レベル、学部のレベル、大学院レベ

ルの繋がりがもっと鮮明に見えるような形になっていることが必要です。都心の狭

いキャンパスなので、バーチャル・ラボのようなある程度の中核となる地方の研究

所との関連を深めていくことを提言します。また、サテライト・ラボの研究スペー

スの有効利用も大切です。 
 
７．魅力ある授業への努力・工夫がなされているか？ 
 
 学生アンケートから学部１年生、４年生、修士１年生ともに工夫していないと多

くの学生が回答しています。 
 
 ＜提言＞ 
 
 学生にとって魅力ある授業と、教員の考える魅力ある授業に食い違いがあります。

その点を調査して、教員全員が共通の意識を持つように調整することが大切です。 
 
８．学生の能力に応じた授業内容になっているか？ 
 
 特にアンケートの結果を見ると、学部１年生の多くが考慮されていない、と回答

しています。 
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＜提言＞ 
 
 入試の多様性も影響して、特に学部１年生のレベルが一定ではありません。学生

の能力をはかる制度を設けて、能力別のクラス分けを行い、３・４年生である一定

のレベルに達する試みが必要です。 
 
９．大学院修士課程・博士後期課程への進学率向上の工夫をしているか？ 
 
 修士課程への進学率向上は高く評価できます。ただし、博士後期課程への進学率

を高める新しい工夫が必要です。 
 
＜提言＞ 
 
 一つのサポートとして、博士後期課程修了後の就職先を支援する定期的な制度、

例えば研究中の内容発表会を定期的に開き、多くの企業の方に参加してもらう制度

を創設することを提言します。 
 
10．事務組織は教育研究支援にふさわしく、合理的に整備され、適切な要員配置が

されているか？ 
 
 技術系職員が多く、極めて特徴的で、きめ細かい支援が可能になっています。た

だし、事務系職員も含めて新しく変化する環境のエキスパートになるのが難しいよ

うです。 
 
＜提言＞ 
 
 職員の新しい研修制度、常にアップデイトな知識を吸収するという意味で、例え

ば１大学だけでなく、私大連全体で運営する再研修制度をつくることが必要です。 
 
11．研究課題、研究の社会的関連、外国大学、機関との交流はどうか？ 
 
 研究内容および研究レベルが非常に高く、自然科学・社会科学・人文科学の知恵

と技術、哲学を総合化し、融合しています。しかし、サテライト研究所構想との関

連が明示されていません。外国大学や研究機関との定常的な共同研究が少ないよう

です。 
 
＜提言＞ 
 国内の他大学、他研究機関との交流が活発であるのに比較して、外国大学、研究

機関との定常的な共同研究が少ないようです。海外協定校との間で定期的な共同研

究提案のためのインターネットによる会議を設けていくことを提言します。 
 
12．他大学、企業、他研究機関・自治体との連携や外部資金の導入はどうか？ 
 
 学外との連携は活発に行われているようです。 
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＜提言＞ 
 スペースが狭いため、大型の実験施設を新規に設置することは困難なので、企業

と共同研究のテーマを設定し、 先端の研究を進めるために企業内の大型実験施設

を借用することを提言します。 
 
 
おわりに 
 各項目に対する提言の内容は以上です。早稲田大学が、今後もすばらしい研究を

更に進めていくことを望みます。 
 教員の兼職の点については、「特任」という制度を設けて、全学的に認められて他

に本務を持っている方の採用を始めています。また、現場に出ている方を積極的に

努めて採用しています。丁度今は過渡期にあたり、国立では任期制の問題もありま

すが、将来的な人事構想としても教員採用の多様化は避けられません。その体系は

各大学でそれぞれ考えていくことが大切です。 

 7



３． 評価委員氏名 小林俊一 
 

 

はじめに 

 平成１３年７月２６日に行われた第一回目の説明会に出席し、説明を受けました。

四機関の説明の内、学部と大学院の総括的部分は聞けなかったため、理工学総合研

究センター、材料技術研究所、各学科・専攻の説明を伺ったことに対しての評価が

中心になっています。 

 どれほど真実に迫っているかについては疑問があります。評価をする際に相手を

手放しで誉めるならば、こんな簡単で楽なことはありません。しかし、やはり評価

委員としての責任から、なるべく辛い点で付ける方が、評価をする意義もあり、評

価を受けようと実施した大学側にも意義深いものがあるといった考えからだという

ことを、はじめにお断りします。 

 

 

＜長所＞ 

 機械工学科が、多くの分野がパソコンキーボード科学に陥る傾向が強い中で、エ

ンジンを分解し、組み立て直すというような「実学」を宗とする方針は大いに評価

できます。 

 

 環境資源学科が、自らを「雑学」と呼称したが、雑学を体系化することは重要で

す。 

 

 物質開発工学科が、工学の色彩の強いプロセス部門、物理の色彩の強い物性部門

に加えて、中間的色合いの材料部門という構成は、機動的で好ましいことです。ま

た、学生に多くの実験を自主的にやらせるという方針も評価できます。 

 

 応用化学科が、いわゆる化学から踏み出して、製造プロセスまでカバーするとい

う方針は歓迎します。 

 

 土木工学科が、「作る」から「維持する」への方向転換をおこなうことは時宜にか

なっています。 

 

 複合領域が、一般教育の分野を担当しながら、独自の「コース」を持ち、科学方

法論、科学技術政策、記号現象論、言語・表現などの分野で学士を送りだしている

ことを評価します。早稲田大学理工学部の「文理協働」の観点からアイデンティテ

ィーを探すとしたら、案外ここにあるのかもしれません。 

 

 学際型専攻として設立された生命理工学専攻は、下に学科を持たない大学院の専

攻であり、他大学同名専攻との差別化として医学（東京女子医大）との協力連携を

柱にしている点がユニークで、且つ大きな期待が持てます。 
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＜提言＞ 

１．説明の中で「単一研究科としては日本一の規模を誇ります」とありますが、単

なる規模だけでなく、内容的にも有機的整合性のつながりについて検討する必要が

あります。学科解体・再編成くらいの大手術が必要です。 

 この研究科は、表現は良くありませんが、「きわめて一体感を欠いた雑居ビル」的

であり、多様な分野が一緒に存在することの有利さを享受しておりません。 

 

２．理工学総合研究センターは、プロジェクト研究の制度が、産学協同の面から期

待が持てます。材料技術研究所のマクロな技術からミクロな技術への転進は、好ま

しい方針です。両者ともそれぞれの役割・機能は認めますが、（外部から見ると）早

い機会に両者の合併がおこなわれることが必要です。 

 

３．インブリーディングの度合いが学科によって極端に異なることが見受けられま

す。機械工学科や建築学科、応用化学科に顕著に見られるように、教員の同学科出

身者の占める割合が異常なほど高い一方で、化学科は異常なほど低く、問題があり

ます。外部から見ると、人事のプロセスがどうなっているのかを疑問に感じる部分

があります。 

 研究者の流動性が研究活性化にとって不可欠であるというのは、議論の余地があ

りません。この点についての改善が必要です。 

 

４．独立に存在していた電気通信情報学科、電気電子情報学科、情報学科の３学科

が学科再編をおこなうことは評価します。別々に存在していたことによる研究面・

教育面での損失には計り知れないものがあります。 

 また、化学科と応用化学科が研究内容を見ると、別々に存在する理由が見あたり

ません。この２学科についても学科再編の検討が必要です。 

 

５．建築学科が「社会とのシームレスな関係」を目指すことは高く評価できますが、

６年間の一貫教育よりも、学科の性格上もう少し社会との間で出たり入ったり出来

るシステムを考えるべきです。 

 

 

＜第三者評価・提言の視点について＞ 

１． 今のやり方を踏襲して，この先１０年程度は耐えられるか？ 

 今のままでは耐えられません。大幅な改善が必要です。 

 

２． 小幅の変更で大幅な改善が期待できることはあるか？ 

 ありません。 

 

３． 早急に変えなければならない点は何か？ 

 学科、専攻の統廃合と、教員人事の公開性の確保です。 

 

４． 研究面での国際化を進めるためには、外国人ポスドクの採用が望ましい。その

ために，社会からどのような形の資金援助が可能か？ 
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 国際化よりも、それ以前に学科の再編成、学科際化が必要です。 

 

５． 早稲田は修士までの学生数は多いが，博士課程の学生の比率は極端に低い。改

善するにはどうすればよいか？ 

 博士課程の院生を研究者であると認識することと、よい研究環境を作ること 

です。また、先輩企業人に博士修了者を雇用するよう強く要請 することが 

必要です。 

 

 

おわりに 

 全般的に誉めたところがなかったことを見ますと、少し片手落ちな評価であった

感は否めません。 

 私の周り（物理）にも沢山の早稲田の方がおり、十分に彼らの研究成果や仕事内

容については理解をして、評価をしています。研究内容やカリキュラムの詳細には

多くの賞賛に値するものがありますが、今回はその部分について立ち入った議論が

できなかったのは残念です。 

 今回の外部評価では、敢えて欠点を指摘した形となってしまいましたが、十分に

早稲田大学の良さは認識していることを付け加えまして私の報告とします。 
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４． 評価委員氏名 土岐 憲三 

 
 
はじめに 
 ご依頼のあった第三者評価につき、以下のように回答いたします。必ずしも十分

な判断資料が与えられなかったことにより、期待されているであろうような外部評

価にはなっていないかと存じますが、お赦しください。 
 
 
◇純血主義について 
 大学という組織の一般的な教員構成の見地からは、助教授層の薄いことが特徴的

である。すなわち、教授の退職などに伴う補充は助教授からの昇任よりは学外から

の登用が主たるものと考えられる。これは学内での後継者養成という方法を取らな

いことを意味するが、果たしてそれでよいのであろうか。もちろん教授人事の大半

が学内からの昇任であっては教育研究における活性化を阻害するものであり、望ま

しいことではないことは論を待たないが、助手層と教授層の年齢の乖離が気がかり

である。 
 自然科学系の研究の新しい芽の多くは 30－40 歳台前半において見られるもので

あり、一般的には助教授層に相当する。この層の薄いことは固有の研究が学内に根

ざす機会が少ないことを意味するのではないか。 
 また、教授層の殆どが母校の出身者である、すなわち純血度が高いことが資料か

ら判断される。これは助教授の少ないことと併せて考えれば、教授の多くは早稲田

大学の出身者の中から、他の大学や企業で業績を上げたものを呼び戻すことを意味

しており、必ずしも健全な姿では無いように思われる。すなわち、助教授の学内か

らの昇任ではなく、学外に求めるというのは大学としての判断であろうが、学外に

求めるのであれば広く世に人を求めるべきであり、早稲田大学の出身者に偏りすぎ

てはいないだろうか。特に、この傾向は機械、電気、建築、応用化学といった有力

な学科において目立っている。これに反して情報学科のように比較的若い学問分野

は逆であることは興味深い。 
 
◇留学生について 
 学部学生数約 7500 名に対して、留学生は 60 余名であり、1%にも満たない。留学

生の場合には授業料などの負担が日本人学生に比較して大きいことから、国立大学

に比較して困難な点があることは理解できるが、それにしても外国からの学生が100
人につき 1 人もいないというのは、日本を代表する大学の一つとして問題があるの

ではないか。授業料免除などの方策が講じられているか否かは定かではないが、解

決のための方策はそれほど難しい問題ではないように思える。 
 しかしながら、学部においては講義などにおける言葉の問題もあり、実際問題と

しては多くの困難を伴うであろう。一方、大学院においては約 2000 名の修士課程の

学生に対して 1.7%、博士課程では 15%と高学歴になるにつれて増えているが、これ

は言葉の壁が相対的に低くなることと、研究における早稲田大学の評価の高いこと

によるものであろう。 
 研究室に一人でも外国人の学生がいることによって、学生の外国に対する視野は
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大きく開け、国際性の涵養にも大きな効果を持つことを考えれば、現在は国として

も留学生を増やす策をとっていることでもあり、国の援助を求めることも可能であ

ろうから、もっと留学生を迎える努力をすべきではないだろうか。 
 
◇Faculty Development について 
自己点検・評価報告書から、Faculty Development についての興味深いことが読 

み取れる。すなわち学生の授業に対するアンケートの結果の集計によれば、一年生、

４年生、大学院生によって多少の傾向の差があるものの、概して学生は現在の講義

の内容の半分程度に満足していると考えているようであるが、このような調査をす

ればこうした結果が得られるのは当然であって、中庸の回答に満足すべきではない。 
 それよりは、むしろ偏った意見にこそ、それが正当であるか否かは別にして、耳

を傾けるべきである。このような視点で学生のアンケートを見ると、カリキュラム

編成に学生も参画したいという強い希望を持っていることが一つの特徴である。こ

れはカリキュラムの編成を学生に任せよというのではないだろうから、これだけ強

い希望を持っているということは考慮に値するであろう。 
 アンケートでは基本的にネガティブな回答は少ないが、カリキュラムについては

満足しているという学生よりも不満足な学生のほうが多いということに注目される。

これは４年生、大学院と学年進行により、ポジティブな方向へと移行はするものの

カリキュラムに学生の要望を入れてほしいとの意見は圧倒的に多い。 
 また、講義の方法についても、速すぎる、板書が読みにくいといった技術的な問

題提起がなされている。一方、講義において OHP、パソコン( PowerPoint などの

ことか？)、ビデオなどの Visual device の使用を希望しており、これは学生の理解

を促進する意味ではぜひとも耳を傾けるべき事柄である。 
 これに反して、教員側のアンケートによれば、約半数が講義において創意工夫を

し、学生の反応を見ながら講義を進めていると回答しているのと相反する結果とな

っているのはなぜなのか。また、教員も工夫はしているが、必ずしも効果は上がっ

ていないと認めており、教育をする側と受ける側の乖離が認められるようである。 
 こうした学生からの要望を聞き、教員による講義の質と教育効果を高める努力、

すなわち Faculty Development は今日の大学教育の現場では強く求められている

ことであり、多くの大学で積極的な取り組みが行われている。然るに、第三者評価

のために与えられた資料からはこうした、いわゆる FD に対する取り組みは見受け

られない。 
 国立大学では研究と同時に教育に対する評価が国の機関によって始まっているが、

遠からず、私学に対しても始まるであろうし、そのときのためにも学生とのやり取

りを通じて、教育の内容をより充実させる努力、すなわち Faculty Development が
教官側にも求められるのではないだろうか。 
 
◇一貫教育 
 ４年一貫教育、大学院との統合教育についてはポジティブに評価すべき点が見ら

れる。すなわち国立大学の多くにおいては、大綱化以来、教養教育の崩壊が問題に

なっているが、早稲田大学の理工学部においては、A 群科目により教養教育を行い

つつ、専門の基礎を教育するという望ましい教育の姿が保持されていることは注目

される。理系の学生にとっても人文・社会科学系の教育の必要性は今後も決して低
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くはならないであろうことを考えると、この体制はぜひとも堅持されるべきもので

あろう。また、外国語教育においても、その内容については定かではないが、１２

単位を課しており、比較的高い要求水準を維持していると思われる。ますます、国

際化が進展する中で必要な措置であると思われる。 
 これと同時に専門教育も B 群科目と同時に行われており、初年度から専門に対す

る関心を持たしめるという観点からも評価しうる方式であろう。さらに、卒業研究

を３年生から始めるというのも、卒業研究の持つ教育効果を考えた場合に高く評価

すべき点であろう。すなわち、大学の教育科目と言えども、基本的には義務教育や

高校教育と同じように、答えの分かっている問題を考えさせるというのが基本であ

るが、卒業研究は指導教員にも答えの用意されていないものを課し、答えを見出す

道筋に意義を見出すという特有の教育効果を持っており、これを２年間にわたって

行わしめるというのは極めて意義のあることと評価される。 
 ただ、教員一人当たりの担当学生の数が多いように見受けられることから、指導

の密度がどの程度であるのかは判断することができない。 
 一方、４年生には大学院科目先取履修を認めているが、これにより余裕のある学

生が大学院を期間短縮して修了できることになり、優秀な学生が学部において無駄

な時間をすごすことなく、早く博士課程に進学したり、社会に出ることを可能なら

しめるものであり、教育における多様性の観点からも積極的に評価できるものであ

る。学部に入学してくる学生は一定の水準をクリアーしているが、その能力は多様

であるからには教育システムにも多様性があってしかるべきであり、実験的であっ

てもさらに新たな挑戦が望まれる。 
 
◇授業構成 
 以下は自己点検・評価書によるものであり、資料を誤って理解している可能性も

あることを予めお断りいたします。 
 学科によって定員が異なるが、どの学科も全員を対象にしている科目が多数ある。

全員を対象とする科目があることは当然であろうが、機械工学科のように 300 名も

の学生が受講する講義が十数の専門必修科目に見られる場合、教育効果において問

題ないのであろうか。専門必修科目はその学科の学生にとって も重要だから必修

に設定してあるのであろうから、十分な理解と演習による習得が必要なのではない

か。それならば、300 人を越す講義ではそれは期待できない。 
 これに反し、外国語の場合には 50 人以下の小人数教育が行われている。人文・社

会科学系の科目では大人数講義も可能であろうが、それに相当すると思われる複合

領域科目でも、300 人の講義科目よりはもっと小人数の科目の方が多い。講義科目

にもよるが、理工学の分野においては、ある種の科目では小人数教育が必須のもの

があるが、少なくとも機械工学科の場合には必修科目には見られない。多分他の学

科においても事情は同様だろう。 
 機械工学科、建築学科、電子・情報通信学科、数理科学科、複合領域には非常勤

講師も多いが、数理科学科では数学，複合領域では外国語などでの小人数教育のた

めの非常勤講師であろうが、機械や建築では専任を超える数の非常勤講師がいるが、

専門の必修科目にも外国語などと同様な配慮，すなわち小人数教育のクラスを増や

す必要が無いのであろうか。 
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おわりに 
 外部評価は評価を受ける大学とは直接的な関係を持たない第三者によって行われ

るから、基本的には当該大学については十分な知識を有していないのが常である。

したがって、第三者評価に際しては、評価者に対して、評価に必要十分な情報を与

えるべきであろう。自己点検・自己評価の報告書も参考とはなろうが、この際の必

要な情報とは、単に大学の要覧や募集案内ではなく、大学の教育・研究に関わる基

本的なデータである。特に重要なのは、教育と研究に関する統計諸表の用意である。

これに加えて望むらくは、現在の教育・研究の体制に関する考え方や今後の方針な

どについての説明である。 
 また、資料を読むことにより得られる情報に比較して、面談による説明とは圧倒

的に情報量が違う。加えて、質疑応答による理解が無ければ、本来期待される外部

評価は不可能に近い。したがって、今回の第三者評価に際しての説明会に参加でき

なかった者に対する積極的な追加の説明等が必要であろう。 
 以上のような点から、今回の第三者評価は、評価にあたって必ずしも必要かつ十

分な情報が提供されているとはいえず、残念であった。 
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５． 評価委員氏名 藤田 宏 
 
 
はじめに 
 私の評価の背景になっているかと思いますので、自身の経歴を申し述べます。 
私は、東大の理学部を卒業して助手までは、物理を専門としていました。その後、

東京大学工学部物理工学科に所属して７年間応用数学を教えましたが、その後、同

大学理学部数学科の教授（２３年間）を務めました。次に明治大学理工学部の数学

科が新設されたことに伴って、そこで 10 年間禄を食みました。後者においては、私

立大学の“良さ”と“辛さ”を学で参りました。現在は、東海大学に在籍していま

す。 
 外部委員を含む当委員会の第 1 回目の説明会に私は欠席しましたので、各学科の

説明を直接伺うことが出来ませんでした。従いまして、今日開陳させて頂く評価は

私の日頃の立場に近い視点からになるかと思いますが、頂いた資料から得られた印

象に基づいて意見を申し述べます。 
 また、私は数学の中でいえば、応用科学や工学といった諸分野に近いところで 
仕事をしてきました。その一方、数学教育に長い間深く関わってきましたので、そ

の面では些かの専門家でありまして、現在の高校生の状況や大学入学時のメンタリ

ティ－等に関して今回の評価に際して配慮するべき知識を持っているかと存じます。 
 また、研究・教育の両面におきまして、国内的な活動や業務のみならず、国際的

な立場から色々と勉強する機会に恵まれてまいりましたので、そういった視点から

の評価も行いたいと思います。 
 
 
評価項目：Ｂ．教育活動およびＥ．学生 －今後における修士・博士課程－ 
 
評価の視点： 修士・博士各課程の位置付けと博士課程の学生数 
 
＜長所＞ 
 理工系において、早稲田大学が私学の雄にふさわしい質量共に優れた修士/博士課

程を運営している実績、また、生命理工学などに関して先見性を持って、未来型の

構想に踏み出している努力を評価します。 
 
＜問題点＞ 
 博士課程の学生数の増加を図るためには、現在および近未来における学生の意識/

成熟度への薫育努力、進路/就職方向の拡大に役立つ教育努力、外部の協力を求めな

がらの“営業”努力が必要です。 
 
＜提言＞ 
１． 理念的提案(学生の発達レベルに関する認識) 

 社会的状況ならびに教育制度などの要因によって、現在の日本においては、高等

教育を終えて入学してくる学部学生は、知的レベルもさることながら、自律性や自
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覚的価値観に関して、成熟度が甚だ低下しています。すなわち、大学は幼児的若者

を受け入れ、大人に育てる場とならざるを得ません。 
 早稲田大学においても、学部教育、修士教育、博士教育には、学生の成熟度に現

実的に対応し、従来よりも一齣フェーズを遅らせる気長さが必要となります。専門

教育の中心は修士課程となり、博士課程は専門教育の仕上げと研究者教育の出発点

の二面的な性格をもつ、といった覚悟が必要です。 
 
２． 具体的提案（学部・修士共通講義） 
 大学院生および同進学予定者の見識を広め柔軟な思考を養うために、また学部教

育の“間延び”を避けるために、学内教授ならびに学外有識者による、啓発/展望の

趣旨をもつ講義を多数に設け、それらをはじめとして、修士 1 年の講義と学部 4 年

の講義をほとんど共通にし、（学科/専攻の枠をゆるめて）学部生にとっては選択、

修士課程学生にとっては必修あるいは限定選択（ただし、学部のうちに単位を取得

していればそれでよし、また外国人は免除）といった柔軟な制度の採用を提案しま

す。これは、教員の授業負担軽減の策としても役立ちます。 
 
３． 理念的提案（博士課程進学率の向上は修士課程の充実から） 
 修士課程へ、より多くの学生が、より高い情熱をもって進学することは博士課程

の学生数増強の必要条件と言えます。 
 
４． 具体的提案（アジア諸国、とくに、中国に目を向けての勧誘） 
 修士課程、および博士課程へ特に早稲田大学に対する評判の高い中国・韓国・台

湾からの留学生を勧誘します。この目的のためにも、これらの国の（欧米日で修行

を積んだ）若手研究者を抜擢し、短期的な客員講師として招きます（費用面では 
科研費ほかの各種援助の柔軟な活用が可能でしょう）。これらの研究者は日本におい

て欠落あるいは停滞している分野については、十分に先進的であり、日本の研究体

制強化への刺激になります。 
 さらに、他のアジア諸国（例えば、マレーシア、タイ、インドネシアなど）、アラ

ブ諸国等からの博士課程への公的留学生を積極的に勧誘し、将来の連携の基礎とし

ます。なお、このような国に対しては、日本人の英語でも通用します。 
 
５． 具体的提案（柔軟に博士課程の学生を育てる） 
 研究能力をもった専門家として世に出る博士課程修了者ではありますが、分野の

動向に応じ、また、働き場所の要望に応じて、目的研究を行う心構えと能力を持つ

べきです。（そのように教育を行うべきです）。これは、基礎と応用のボーダーレス

の時代には、本人の学問的発展のためにも（特に理学系の専門に関して）望ましい

ことです。 
 一方、潜在的就職先とのなじみを深める趣旨を含めて、企業・官庁の現役者によ

る紹介・展望・問題提起などのテーマでオムニバス的/プラザ的な講義（少数回で講

師が交替）を多く開設し、（専攻の壁を超え）修士・博士課程を通じての限定選択科

目とします。 
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６． 具体的提案（アフターケア） 
 修士課程の修了生で企業などへ就職した者に対して、各専攻が専門的なアフター

ケアを行う態勢を作ることを提案します。これは本人のため、又雇い主のためです。

従来も人脈に基づき個別に行われていたと思いますが、組織的且つ恒久的な実施が

必要です。 
 
７． 願望的な具体的提案（教員免許） 
 当局に働きかけて、博士課程を修了して中等教育の教職を志望する者に対して、

教員免許取得の条件を大幅な緩和を行います（特に、教育実習の短縮・あるいは免

除、ボランティア活動の免除）。 
 教員免許の開放性が制限されつつある状況のもとで、このような措置は学問的素

地が豊かである優秀な教師を増加する意義を持ちます。そうして、博士課程進学者

の前途の不安が些かなりとも軽減します。 
中等教育の教師の職は、これらかの博士課程修了者が意慾を持って参入すべき働

き場です。そもそも、教職を志望するにしても、学究的な大学教員への志望に限定

しては、博士課程修了者の就職は極めて困難です。 
 
評価項目： Ｃ.１ 研究目標・内容 
 
評価の視点： 研究面における組織内での連携・交流への要望 
 
＜長所＞ 
 早稲田大学の各学科・専攻の研究レベルは高度であると評価できます。また、生

命理工学などの新分野への参入計画も時宜にかない、有望です。 
 
＜問題点＞ 
 しかしながら、各学科での権威が確立しているだけに、基礎研究と応用研究をブ

リッジする広域的な連携や学科間の交流については、努力の余地があります。  
 
＜提言＞ 
 例えて言えば、近所同士間の交流は日常性のしがらみのため急には盛んになりに

くく、むしろイベントのための広場に出ていっての付き合い、いわば、町内のお祭

りへの参加の方が弾みをつけやすいと思われます。 
 連携の手がかりを得る機会として効果的である“祭り”のテーマとして、応用数

理からの例を挙げれば、ロボット工学における運動の 適化、電子工学における画

像の鮮明化や図形処理などに応用がある“幾何学的対象に関する変分法”は、老舗

の“偏微分方程式の応用解析”（流体計算、有限要素法によるシミュレーション、

適制御・ 適設計を含む）とならぶ格好の話題です。これらの分野の進歩は、応用

家による問題提起、理論家と応用家の協力による概念構成とモデル化、理論家によ

る解法の研究、それぞれの立場でのフィードバックを通じて反復的に進行し、理工
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学に貢献します。 
 
評価項目：Ｅ.１ 学部入試 
 
評価の視点： 実績と優位を活かして成果を挙げたい配慮点 
 
＜長所＞ 
 理工系において、早稲田大学が私学の雄として評判にふさわしい優秀な学生を受

け入れていること、また、きめの細かい配慮で入試改善の工夫を行っていることを

評価します。 
 
＜問題点＞ 
 問題点というより期待として、私学の雄の早稲田にしてはじめて可能な姿勢を貫

き、高校生の努力目標を掲げ続け、それによって日本の高等教育をリードすること

を切望します。ちなみに、多くの国立大学は法人化による変貌、また、一般の私立

大学は少子化による窮地により、このような姿勢が崩れる心配があります。 
 
＜提言＞ 
 優秀な高校生でさえも思考を中心とする知的努力を忌避し、勤勉な学習による実

力の涵養よりは、“要領と軽やかさ”によって入試をはじめとする急所をすり抜けよ

うとするのが、日本の教育における病状の一つです。 
 こうした受験生一般の幼児性を現実として理解しながらも、真面目且つ将来性の

豊かな学生を選抜し、且つ、早稲田大学の校風のもとで自立的な知性人として育て 
あげることを期待します。 
 早稲田大学が受験生の才能の多次元性を見届ける入試を工夫している点は評価で

きますが、今後とも、多くの大学に見られるような員数揃えの反知性的迎合を 
排除し、健全で発展性のある学力や人間的情操、さらに規範的な徳性を重視する姿

勢を貫かれることを切望します。 
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６． 評価委員氏名 本多 健一 
 
 
はじめに 
 ７月の説明会で四機関長および各学科・専攻から説明を受け、また膨大な資料を

全部読みこなして評価ができた訳ではありませんが、主に理念・目的、管理・運営

という立場で所感を述べます。 
 
 
評価項目：A理念・目的 および G 管理・運営 
 
１．学部の学科構成について 
 
＜長所＞ 
 学科の独立性・主体性が極めて高く、各学科とも自主的に大きな努力をして、顕

著な成果を教育・研究に修めています。 
 
＜問題点＞ 
 「木を見て森を見ず」の例えにあるように、学科という木は立派に育っているが、

森（学部および研究科）を見る視点がやや背後になっているようです。学科を良く

するためには教育・研究にベストを尽くすが、学部や研究科についての優先順位が

学科の次になっています。また、各学科が確立されているための弊害として、学科

間の情報伝達、整合性が欠けていて不備のようです。 
 
＜提言＞ 
 グランドデザインで検討されていますが、学科間の壁を破るような方策を提言し

ます。 
１．学科間の人事の流動性を高めるため、複数学科で領域的グループを編成し

ます。 
２．学科横断的なプロジェクトを期限付きで編成します。プロジェクトの達成

自体に価値がありますが、副次的な効果として学科間の壁がなくなり、人

事交流が促進される効果があります。また、場合によってはこれが新学科

の核になる可能性があります。 
３．学科の再構成は、教育・研究の安定性を損なうことからそれほど頻繁に行

われるべきではありません。しかし、その検討を行うこと自体は、学部構

成員に良い意味の緊張感をもたらします。 
 
２．早急に変えなければならない点 
 
＜問題点＞ 
 『自己点検・評価報告書』（理工学部・理工学研究科）に記されている意思決定の

ル－ルの不明確さ、引継ぎの不徹底な点は改善されることが必要です。 
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＜提言＞ 
 WWW 連絡（Ｅメール等）が完全でなければ、文書による連絡も必要です。 
 また、同時に学内の専任教職員用の情報、連絡誌（ＰＲや広報誌ではない）を定

期的に発行することも、必要連絡事項を周知するためには必要です。 
 
３．今のやり方を踏襲してこの先 10 年程度は耐えられるか。 
 
＜長所＞ 
 学部長、研究科委員長ヒアリング、４機関長の諮問機関としての４つの懇談会な

どで先ず始めていくことは、全体の合意形成のためにも必須です。 
 
＜問題点＞ 
 『自己点検・評価報告書』（理工学部・理工学研究科）の中で、「明示的な長期計

画が存在せず、当面の問題解決に追われている」といった状況については理解でき

ますが、このまま放置する訳にはいかず、何らかの対策が必要です。 
 
＜提言＞ 
 学科毎の中長期計画も必要ですが、これとは独立に学部、研究科横断的立案およ

び実施委員会を立ち上げます。 
 
４．理工系 21 世紀グランドデザインについて 
 
＜長所＞ 
 各項目とも重要であり、同意します。 
 
＜問題点＞ 
 質的に異なるもの、例えば理工系単独で実施できるもの、大学全体の計画の一環

として位置付けられるもの、社会との連携を要するもの等が併記されています。 
 
＜提言＞ 
 各項目毎に実施委員会をつくります。 

１．理工系のみで決定できる事項の委員会は ad hoc とします。 

２．それぞれ進行スケジュール表の作成を行います。 
 

 
評価項目：B 教育活動 
 
１．21 世紀を見据えた「学部・大学院統合教育」について 
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＜長所＞ 
 学部・大学院統合教育は全ての大学でできることではなく、早稲田のような中核

的大学が率先して推進します。 
 
＜提言＞ 
 統合教育を推進するシステムづくりが重要となるので、多様な教育形態を用意す

る必要があります。また、これらは社会情勢の急激な変化にも迅速に対応できるシ

ステムでなければなりません。 
１．大学院前期、後期の区分制による教育と、5年間一貫教育と両方を用意し

ます。 
２．学部－大学院前期の 6年間一貫教育コース。 
３．上記２．と異なり、学部学科と大学院専攻との縦型積み上げを改め、学部

進学者に複数の専攻の選択肢を与え、自由な意志で選択できるシステム。

（新設の生命理工学専攻がこれに該当します。） 
 
２．英語による教育 
 
＜提言＞ 
 世界の情勢から見ても、質の高い外国人学生を受け入れるために英語による教育

は必要です。また、これは日本人学生にとっても有益なことです。 
 英語による教育はどの大学でもできることではなく、早稲田のようにレベルの高

い大学で始めてできることです。 
 教員の負担は大きくなるが、他大学にも良い影響を与えるので、実施する必要は

あります。 
 
 
評価項目：G管理運営 
 
１．今のやり方を踏襲してよいか？早急に変えなければならないか。 
 
＜長所＞ 
 私学における理工系 大の教育、研究の組織として大学自治の精神に則り、長い

伝統を基に１４学科１領域を基本単位として意思決定が行われていることは評価で

きます。 
 
＜問題点＞ 
 上記長所の楯の両面として次のような問題点があります。 

１．外部状況の変化に対する柔軟な対応 
２．意思決定の迅速性 

この点、学部長の「組織の大きさ故に意思決定を的確かつ迅速に行う柔軟さに欠け
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る」という自己点検評価概評に同感します。 
 
＜提言＞ 
 上記問題点を改善するための組織づくりとインフラの整備を提言します。 

１．重要な事項に関する提案権あるいは準意思決定権を持つような学部横断的

または理工系４組織の横断的委員会を発足させます。 
２．このような委員会に或る程度権限を持たせるためには委員会構成委員の数

が限定的であり、各委員が教授会により信任される必要があります。 
 
 
 
おわりに 
 文部科学省から流動的で新しい形態の教員組織を認めるという設置基準の大きな

改定がありました。詳細な内容については、現在のところ詳しくはわかりませんが、

従来の学科目制や講義制とは違う新しい教員組織ができるのではないかと期待をし

ています。 
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