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1．総括 
 
１）人間科学部の理念 

 人間科学部は 1987 年に設立された。その意義は、21 世紀に向かって多くの社会問題が

生じて人間性が損なわれつつあるという認識があり、これを緩和ないしは回復するために

人間科学を改めて標榜することであった。現代が抱える諸問題の解決、あるいは持続可能

な社会の構築に向けて、細分化された多くの科学分野の深化と異なったアプローチ、総合

性、学際性が重要となり、このような視点の教育・研究すなわち人間科学が求められるこ

ととなった。人間とその環境を全体として、また自然にあるものとして尊重し、人間生活

の質の向上を図ることが人間科学の目的である。この理念は現在でも変わることはない。

将来、人間とその環境に大きな変化が生じたとしても、人間性の尊重は人間生活の根幹で

あることに変わりはなかろう。 

 

２）学科の構成と内容の変遷 

 人間科学部は、人間基礎科学科、人間健康科学科、スポーツ科学科の3学科をもつ。こ

の3学科構成は、以下の領域から人間科学を組み立てようとしたのであるが、その内容は

時とともに変化してきた。 

 人間基礎科学科は、人間研究の基礎としての生物学、心理学、社会学を中心に構成され、

新たな総合科学としての人間科学の展開を図ってきた。しかしながら、人間科学の構築に

向けた生物学、心理学、社会学のそれぞれの分野での教育・研究の深化に重点がおかれ、

総合科学に向けた教育・研究活動の組織化、重点化は未だ発展途上の段階である。今後と

も、教育・研究を行なっていく上で常に総合化を念頭にいれておくことが重要である。 

 人間健康科学科は、心の健康を研究の中心において、その周辺に人間と環境のインター

フェースを対象とする科学を配置した。時代とともにインターフェースの科学は進歩し、

この学科は、臨床心理系、環境心理系、人間工学系、社会文化系へと、教育・研究の領域

を拡大した。今では、これらの系の中に収まりきらない多様な内容を包含している。 

 スポーツ科学科は、健康・体力作り、競技力の向上、スポーツ文化の継承と発展を、教

育・研究のテーマとしてきた。設立後この学科は、特別選抜入試を、また1999年度からは

スポーツ推薦入試を導入し、競技者としても優れた学生を入学させ、学業と競技活動とを

サポートするという方針を採用した。トップレベルの競技者の能力をさらに開発するため

の医科学サポートを教育・研究として目指しており、施設整備・人材育成・組織改編等に

よる今後の成果が期待される。 

 
3）入試制度 

 人間科学部の定員は、人間基礎科学科が100名、人間健康科学科が160名、スポーツ科

学科が240名、合計500名である。入試は、指定校入試に100名、これは各学科に比例配

分している。また、スポーツ科学科特別選抜入試に50名、一般入試に380名を配分してい

る。 

 一般入試は、志願者数が、1995年度の6,099名から、1999年度には4,583名にまで減少

した。約25％の減である。この原因は、いわゆる少子化によるとも考えられる。また経済

 2



の不振による国立志向や併願の減少によるとも考えられるが、この学部、学科の名称から

どのような教育・研究がなされているのかが、志願者や進路指導関係者に明確に理解され

ないことによるとも思われる。そのために以下のようなカリキュラムの改革を実施して、

学部の教育・研究の内容を表面化させようとしたのである。 

 入試それ自体の改革については、2001年度入試から指定校入試を全廃し、大学入試セン

ター試験を利用することとした（2000 年度に決定済み）。これは志願者数の減少が契機で

はあるが、学部に一般入試とは異なる志願者層を開拓し、人間科学部に関心を持つ受験生

を獲得することが狙いである。 

 

4）カリキュラム改革 

 1991年の大学設置基準の一部改正に伴い、早稲田大学の各学部は、一般教育と専門教育

の区別をなくすこと、卒業必要単位を124単位にまで減少させて教科の学習を深化させる

ことなどを目標に、カリキュラム改革を実施してきた。人間科学部も改革を模索してきた

が、進展しなかった。部分修正的な改革では、人間科学部の教育の実体が対外的に不明確

なままで終わってしまうことから、 

1996 年に設立 10 年目の改革がなされた。その概略は、学部指定科目として「コミュニケ

ーション科目（語学＋情報処理）」、「総合講座」、「卒業研究」を、学科指定科目として学科

の特色を示す「演習＋講義＋実習科目」を、また人間科学の広範な学際性・総合性・専門

性を同時に示す「人間科学テーマ科目」を設置した。 

 特に英語は TOEFL 550 点以上、TOEIC 750 点以上の成績のものは、その後の必修英語科

目をすべてＡ評価として免除した。これは実効があり、結果として、常時50名程度の英語

高学力の学生が在籍している。今後彼らの能力に応じた教育プログラムを開発する必要が

ある。 

 また、1999年度から、学科を超えて演習を履修可能にする「人間科学プログラム」を設

置した。これは基本的に学部に演習科目を置き、学科の演習と同時に履修可能、あるいは

プログラム演習のみの履修を可能として、継続して卒業研究を行うことができる制度であ

る。 

 加えて、現在は転科を認めていないのだが、転部や学士入学の制度との整合を図るため

に、近く転科を認めるよう検討を始めた（2001年度から転科を認めることとした）。 

 

5）施設・設備 

 所沢図書館は開架式で、学生が直接図書を見ることができる。教員と大学院生は、雑誌

と洋書所蔵スペースを24時間利用可能である。また、情報検索サービスは学内ＬAＮによ

って24時間アクセス可能である。今後もサービスを多様化していきたい。 

 教室も10年前の環境なので、順次先端的な環境に改善していく予定である。AＶ対応で、

ＰＣにつなげられる液晶プロジェクタなども設置される予定である（2001年度から順次設

置されている）。 

 人間科学部のネットワーク （humanet）は、学内各所に情報コンセントを配置し望む場

所でPCの接続が可能になった。端末室には118台のiMacと、IBMPCが21台、ページプリ

ンタ18台を備えて、基本的アプリケーションのオープン利用が可能である。 
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 1997年には構内バックボーン回線の容量を10Mbpsから400Mbpsと大きくした。1995年

度から現行のインターネット電子メールが利用できるようになり、学生の利用も活発で、

個人データ保存領域も32MBから64MBとなり余裕のあるネットワーク環境となった。今後

は学内LANを無線化し、さらに利用環境の改善を図る。 

 

６）教育と研究 

 人間基礎科学科では、生命、行動、心理、社会という各側面から人間を学際的、総合的

に把握することを目的としている。学部設立から今日に至るまで、これらの領域を主軸に

して人間に関する基礎的な学問を多方面にわたって履修するように配慮してきた。今後は、

人間活動と環境に関する諸問題や持続可能な社会の構築を目指す教育の重点化が望まれる。 

 人間健康科学科では、こころの健康・維持、環境の認知・計画、人間工学・教育工学、

社会文化を主な柱とした教育を展開している。今後は、社会ニーズが大きな福祉、あるい

は人間と情報処理といった高齢化社会あるいは情報化社会に対応する人材育成の重点化が

望まれる。 

 スポーツ科学科では、健康・体力づくり、競技力の向上、スポーツ文化の継承と創造な

どを中心として教育を展開している。今後は、スポーツ活動に必要な医科学的側面、スポ

ーツ活動をとりまく支援技術や組織などの教育の重点化が望まれる。 

 1999年度の専任教員の配置は、人間基礎科学科24名（内第二外国語教員4名）、人間健

康科学科21名（内英語教員4名）、スポーツ科学科38名（内情報教育担当教員1名）、学

部所属1名、合計84名である。学生の定員がそれぞれ、100名、160名、240名で4学年

あるから、名目上の学科所属学生数はそれぞれ400名、640名、960名となる。教員一人あ

たり学生数は、人間基礎科学科が 17 名、人間健康科学科が 31 名、スポーツ科学科が 25

名となる。このように大きな学科間の差がある。同じ学部内での不適正な教員構成は教育

サービス提供の公平さという視点からも問題があり、十分な教育効果の発揮できる教員の

配置、増員を必要としている。今後、人事調整委員会で具体的な改革案を提示していくこ

とが重要である。 

 ところで、授業の質はどうであろうか。学生による授業評価が話題になっているが、人

間科学部としても、近く独自の授業評価を実施する予定である。 

 教員の研究活動については、各人の教育・研究・開発の領域が多様で、また研究法も理

論構成も多様なため、個人別にこの期間の実績をとりまとめた。研究分野を大別すると、

（１）医学、薬学、行動学と接する先端的研究、（２）社会的諸問題、環境問題を自然科学、

社会科学等の側面から解明する研究、（３）心身の維持・増進および心身の健康が損なわれ

たときの援助・指導に関する基礎的・実践的研究、（４）情報化社会における教育システム

の構築、人間の構造と運動の工学的解析及び機器開発等に関する研究、（５）スポーツに関

わる人の構造と機能、競技スポーツの技能向上、スポーツ文化等に関する研究が行なわれ

ている。今後は、生物の多様性に関わる行動科学分野、地域・地球環境に関わる環境科学

分野、高齢化社会に対応する福祉に関わる分野、情報化社会で求められる人と情報分野、

国民のスポーツ活動を支える医科学分野、スポーツ支援に関わるハード・ソフトなどの研

究が必要である。 

 個別にみると、明らかに研究活動に大きな個人差があるが、それは各人の教育・研究・
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開発の領域が多様で、また研究法も理論構成も多様なためであろう。また、大学や学部に

おける校務によっても影響がある。しかし、この多様性は人間科学のカバーする領域の広

さを反映していると考えれば、誰にも理解可能であろう。 

 以下の表は、1995年度～1999年度までの人間科学部の研究活動と外部資金導入件数を示

している。このような数値からも、教員の教育・研究活動は十分に評価できよう。 

 

 
 
 
◎人間基礎科学科教員の研究活動等（1995～1999） 

 
論文数 

 

 
著書数 

 
翻訳数 

 
その他 

 
学会発表数 
（海外） 

 
学会発表数 
（国内） 

 
学外委員 

 
学会役員 

348 
(14.5) 

86 
(3.6) 

5 
(0.2) 

17 
(0.7) 

112 
(4.7) 

482 
(20.1) 

57 
(2.4) 

20 
(0.8) 

教員数：24 名、（ ）は教員 5 年間一人あたり 
◎人間健康科学科教員の研究活動等（1995～1999） 

 
論文数 

 

 
著書数 

 
翻訳数 

 
その他 

 
学会発表数 
（海外） 

 
学会発表数 
（国内） 

 
学外委員 

 
学会役員 

314 
(14.9) 

77 
(3.7) 

3 
(0.14) 

150 
(7.1) 

75 
(3.6) 

395 
(18.8) 

56 
(2.7) 

30 
(1.4) 

教員数：21 名、（ ）は教員 5 年間一人あたり 
◎スポーツ科学科教員の研究活動等（1995～1999） 

 
論文数 

 

 
著書数 

 
翻訳数 

 
その他 

 
学会発表数 
（海外） 

 
学会発表数 
（国内） 

 
学外委員 

 
学会役員 

350 
(9.2) 

100 
(2.6) 

3 
(0.1) 

86 
(2.3) 

103 
(2.7) 

486 
(12.8) 

144 
(3.8) 

29 
(0.8) 

教員数：38 名、（ ）は教員 5 年間一人あたり 
 
◎外部資金件数（1995～1999） 
年度 
 

１９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ 

文部省 
科学研究費 
 

 
  １５ 

 
  ２２ 

 
  ２１ 

 
  ２５ 

 
  ２５ 

その他資金 
 

  １６   １２   １２   １５   １４ 

 
7）キャンパスライフ 

 通学は主として西武池袋線の小手指駅からバスで15分である。郊外型のキャンパスであ

るが、交通は便利とはいえない。従って、学生も教職員も自動車を利用することが多い（自
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動車の1999年度利用数：教職員137名、学生281名）。学生は自動二輪や自転車を利用す

るものも多い。バス便の利用を改善する必要がある。 

 食堂は大学生協に委託している。学生食堂は学生数に応じたサイズとはいえない。本部

キャンパスなどと比べると周辺のレストランも無いと同様で、メニューは、質、量ともに

豊富にすべきである。教職員の食堂も同様である。 

 学生と教職員との関係は、学部の規模が小さいので、悪くはない。しかし、1，2年生は

演習（ゼミ）クラスに所属しないので、教員との接触は多くない。担任はいるがホームル

ームは無いので、何らかの工夫が必要である。オフィスアワーや電子メールを利用してい

る教員もいるが、それでも余程のことが無い限り学生との接触は少ない。 

 学部公認のサークルが毎年50弱承認される。しかし、課外活動のためのスペースが殆ど

無い。共同利用室の時間貸し出しや、通路をパーティションで区切ってサークルに貸して

いるが、居心地が悪いのは当然である。休み時間や課外の生活空間が貧弱で、学生食堂が

目的外利用されている現状である。かなりの学生が本部キャンパスのサークルに参加して

いるが、所沢キャンパスから本部キャンパスまで、約1時間半かかるのはやはり大きな負

担である。 

 学生と教職員の健康管理のために総合健康教育センター所沢分室が設置されているが、

スペースも広くなり、サービスも充実した。ただし、精神的に問題を抱える学生への対処

が問題で、深刻化する前に対応できる体制が必要である。 

 卒業後の進路は、就職するものが大多数であるが、このキャンパスの就職資料室は事実

上機能していない。開室日も、時間も不足で、多くの学生は本部キャンパスの就職部まで

出かける。所沢キャンパスと本部キャンパスとの距離を克服する工夫が必要である。一部

の学生はインターネット検索だけで就職活動をするようだが、現状を把握する必要がある。 

 

8）事務組織 

 人間科学部の事務所には教務係と庶務係があり、学生と教員へのサービスを行っている。

また、3 学科に学科室を置き、学科の事務を行う職員を配置している。近年になって、人

件費予算の削減によってこれら職員の勤務時間が短縮され、開室時間が限定されるように

なった。学生と教員に開室時間の予告が必要となった。 

 教員ラウンジは主として非常勤や兼担教員のために設置されているが、ここにも職員が

配置されている。ここでは、連絡用のボックスが置かれている。教材のコピーや、教室の

AV 機器利用のためのキーの貸し出しも行っている。数台の PC 端末も置かれている。湯茶

のサービスもあり、感じのよい空間である。 

 AV機器や情報機器を管理する技術管理室・AVL準備室が用意されていて、教室の教育機

能の向上を図っている。AV教室と、LL教室は10年前の環境であり、現代的な利用に適し

ていない。今後はこれらの教室を改善する必要がある。情報システム運営室は、情報処理

担当教員が中心になって運営しているが、ネットワーク管理をはじめ、教員と学生へのサ

ービスも行っているので、今後は教員もTAも補充が必要になる。技術革新の流れの中で技

術管理室と情報システム運営室は統合されるべきものという考えも明確にある。これらの

事務組織の総括は事務長が行っている。少数の専任事務職員と非常勤の職員で多くの実務

を効率的に行う必要があり、困難ではあるが旧い業務を解消し、新たな業務を開発するこ
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とで学部運営に貢献できるだろう。 

 

9）学部改革の方向 

 人間科学の学際性、総合性、独自性は今後も学部の教育研究の目標となり続けるであろ

う。しかしながら、人間科学部の教育・研究の具体的内容がわかりづらいことや、設立後

10年以上経過したなかでの社会情勢の変化も考慮すれば、新たな学部再編も必要となって

きた。 

 人間科学部の将来構想のなかでは、人間基礎科学科における「人間の構造と機能」「心と

行動」「人間活動と社会・文化・環境」の教育研究のコアと、人間健康科学科のなかの「環

境心理」「社会・文化」の系とを合体させ、ミクロからマクロまでの総合的な人間・環境系

の教育・研究を明示する「人間・環境科学科」新設構想が展開されている。 

 人間科学部の情報処理教育は、初期のプログラミング中心の教育から、アプリケーショ

ンの操作と電子メールの送受信や、www のブラウザによるインターネット接続へと内容を

変化させ、グローバル化した。Humanetは大きく成長した。この間、人間健康科学科では、

米国のケースウエスタン・リザーブ大学と、インターネットを介した共同学習を継続して

きたが（1991 年度から）、これを大学間の公式の提携とするために、ケースウエスタン・

リザーブ大学の文理学部と早稲田大学人間科学部の箇所間協定を結び覚書を交わした

（1998年）。この事業は、将来の遠隔授業方式（通信制）学部への展開の基盤となろう。 

 また、高等学校の新教科である「情報科」の教職免許の取得も可能となる（2001年度か

ら関連教科の履修が始められる）。 

 これらの情報関連の進歩を核として、「人間・情報科学科」の新設構想が展開されている。 

 同様に、人間健康科学科には、臨床心理学、バイオエシックス、福祉工学の専門家が活

躍しているので、これらの領域に加えて、社会福祉士などの資格対応の教科を置いて、「健

康・福祉科学科」を新設する構想もある。 

 上記の情報系と福祉系の学科は学生定員の増加が見込める学科であり、人間科学部の人

的構成のバランスを望ましい状態に移行させる可能性をもつ。 

 スポーツ科学科は、所沢市西地区の総合型地域スポーツクラブの成長に貢献していて、

生涯スポーツの普及に力を入れている。地域住民を対象としたスポーツ教室や運動療法教

室を用いた臨床研究は、高齢社会への支援と地域に開かれた大学という２つの意義を持っ

た研究活動である。また学科の将来構想は、現在のスポーツ科学科を「スポーツ医科学科」

と「スポーツ文化学科」へと脱皮させ、新学部設置に向けて意欲的に展開されている。 

 このような改革がどの程度実現するかは、これからの我々の努力次第であろうが、この

所沢キャンパスでの教育・研究の展開にはいくつかの問題がある。 

 まず、地理的な条件（郊外型キャンパス）を超えるには、インターネットなどの情報環

境を利用して遠隔授業方式（通信制）の新学部の設立や、キャンパスでの（オン・キャン

パスの）対面式の授業と、キャンパス外での（オフ・キャンパスの）自学自習を交えた有

効な教授・学習法の確立が必要である。 

 また、本部キャンパスの「オープン教育センター」を利用して低学年の学生に本部キャ

ンパスで学習する機会を与えて、本部キャンパスとの交流を深め、都市型大学を体験させ

たい。 
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 所沢キャンパスの環境は、周囲の自然が豊かで、学内は公園のようにゆったりした空間

である。この環境は、都市社会で多忙な生活を送っている人たちにとって貴重なものであ

ろう。この素晴らしい環境を、一種の「癒しの空間」として活用してもらう方法を模索す

るのも興味深いことである。 

 人間科学部改革の議論は、1999 年 1 月 10 日に「人間科学部の将来構想について」を議

題として「人間科学部キャンパス点検委員会」に、大学のグランドデザイン策定の説明を

して学科再編等将来構想の検討を依頼したのが第一回である。その後1999年度内に、学科

主任会、教授会での報告と協議を含め、「人間科学部再編」について25回の審議を行った。

2000年度以降も審議を継続している（2000年度は小委員会も含めて21回の審議を行い、

その後も継続している）。 
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早稲田大学大学院 人間科学研究科 自己点検・評価報告書（総括） 
 
 

第１部 設立から 10 年間の成果 

 

 早稲田大学大学院人間科学研究科は 2000 年度で設立から 10 年が経過した．そこ

でこの１０年間に得られた実績を確かめ，今後の新たな展開を検討するために，2001

年５月に創立十周年記念行事として，学内外の関係者が参集して式典・記念講演や

公開講演会を行った．この大学点検・評価報告書（総括）では，まず第１部で，設

立から 10 年間の成果を概観し，つぎに第２部で，その経過のなかで生じた問題と解

決の方策を要約する． 

 

１．母体となった人間科学部 

 早稲田大学では創立 100 周年記念事業の一環として，十数年前の 1987 年４月に，

それまでの新宿のキャンパスとは離れた所沢の，森と湖に囲まれた丘陵に美しいキ

ャンパスを建設して，人間科学部という新しい学部を開設した． 

 従来の科学技術はあまりにも局面的に突出して進歩しすぎたために，これが国家

間の対立や環境破壊や人間性の喪失などの弊害をもたらしてきた．このことへの深

い反省に立つと，人間の生活のほんとうの充実のために役立つように，教育研究を

引き戻すことを考えなければならない． 

 このためには，法学・政治学・経済学・商学・社会学・文学・理学・工学・教育

学などの，確立された学問体系を基盤とした早稲田大学の既存の学部とは違って，

人間を中心においた総合科学を形成するような全く新しい学部が必要になる． そし

て，このような従来にない学問体系を創っていく遠大な試みは，当然，学部から大

学院へ引き継がれて発展するべきものであるから，人間科学部の開設とあわせて大

学院人間科学研究科の設置計画が，当初からすでに進められていた．  

 
２．大学院人間科学研究科 

１）修士課程 

 1987 年の人間科学部の発足と同時に，その完成年度に続いて大学院人間科学研究

科を開設することが教授会で承認されて，設立準備検討委員会が作業を始めた． 

 人間科学部は，人間科学に関連する人文科学系，社会科学系，自然科学系の多様

な分野を含む，人間基礎科学科と人間健康科学科とスポーツ科学科の３学科で構成

されている．それに対して大学院人間科学研究科は，これらの諸分野を，生命科学

専攻と健康科学専攻の２専攻にまとめる設置計画が，1990 年に学内理事会で承認さ

れ，文部省に申請して認可された． 

 人間科学部が完成年度の 1991 年３月に第一期の卒業生を送り出すと，1991 年４月

に大学院人間科学研究科が開設され，修士課程がこの生命科学専攻と健康科学専攻

の２専攻にわたって，24 研究指導でまず発足した． 

生命科学専攻では，生命と環境とのつながりを，生物学・医学・薬学・疫学・農
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学・文化人類学・社会学などの角度から結び付け，健康科学専攻では，人間の心と

体のつながりを，心理学・生理学・栄養学・医学・工学などの角度から結び付けて

いこうとするものである． 

そして，このような新しい教育研究体制のなかから，２年後の 1993 年３月に，49

人の最初の修士（人間科学）を送り出すことができた． 

 
２）博士後期課程 

 これに続いて，1993 年４月から博士後期課程が，生命科学専攻と健康科学専攻の

２専攻にわたって 19 研究指導で発足した．そして３年後の 1996 年３月には，４人

の博士（人間科学）が誕生した．これらの課程内博士学位論文に加えて，翌 1997 年

度からは課程外博士学位論文の審査も始められた． 

 
３）修了生の進路 

 研究科の設立から 10 年を経た 2000 年度までに，すでに 517 人が修士（人間科学）

の学位を取得し，博士後期課程の単位取得者は 81 人に達している． 

 これらの修了生は，人間科学のそれぞれの領域での学習の成果を活かして，国立・

公立・私立の大学，専門学校・高等学校・中学校，教育委員会・教育センター・教

育研究所，国立／公立研究所，官公庁，民間研究所，福祉・医療関連施設，各種の

企業（情報処理，マスコミ・出版，製薬・医療機器・化学，電気・機械・自動車，

運輸・建設，金融・証券・保険，その他の分野）などの，社会のさまざまな立場で

活躍している． 

 
 
第２部 問題となる点と解決の方策 

 

 第２部では，人間科学研究科の設立から10年間の経過のなかで生じた問題と，その解決

のための方策について，人間総合科学の形成，教育研究分野の拡充，入学者の多様化，博

士学位（人間科学）の授与，学内の関連組織との連携などの面から要約する． 

 
１．人間総合科学の形成 

 人間科学研究科では，科学技術の飛躍的な進歩のなかで失われた人間性を回復し，人間

と環境の調和や心身の健康の維持増進などを通して生活の質の向上に貢献するための，人

間を中心においた総合科学を形成することを目的としている．このために，人間の誕生か

ら老化までの全生涯にわたる過程を，精神活動と身体活動の両面から把握できるような研

究を展開し，あわせて，それぞれの分野での専門性をもった研究者を養成する教育研究の

環境をつくることに努めてきた． 

 設立から10年間に，教育研究分野の拡充，入学者の多様化，博士学位（人間科学）の授

与などの面で，所期の実績が得られており，さらに発展する動向にある．このことからみ

て，人間科学という総合科学の学問体系を形成する新しい試みが，人間科学研究科の現状

という形で実現したと考えている． 
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 その経過のなかでは種々の問題も生じたが，その解決のための方策にもすでに取りかか

っているので，人間科学研究科の現状を踏まえて，今後さらに着実に発展することを期待

している． 

２．教育研究分野の拡充 
１）研究指導 

 人間科学部の完成年度に続いて人間科学研究科が開設された1991年度には，人間科学の

諸分野を生命科学専攻と健康科学専攻にまとめて，24の研究指導で発足した．これに続い

て1993年度から博士後期課程が，やはり２専攻にわたって19の研究指導で発足した． 

 その後，多くの新しい教育研究分野の研究指導が増設され，現在は研究指導は修士課程

が 35 に，博士後期課程が 26 に増えて，きわめて多岐にわたる研究の手法や対象が扱

われている． 
 
２）研究領域 

 それらの研究指導を相互に連携をもたせるために，2000 年度からは，生命科学専

攻のなかを生命科学と社会科学・環境科学の２研究領域に，健康科学専攻のなかを

行動科学・臨床心理学と人間行動システムとスポーツ科学の３研究領域に，合わせ

て５研究領域にまとめて，新しい教育研究体制を発足させた． 

 ５研究領域のそれぞれの内容は次の通りである． 

 
 生命科学研究領域では，生命体そのものの神秘を追求するにとどまらず，人間科

学の原点としての人間の生物学的な側面の理解を重視して，生物学の基本的な学習

から，医学，薬学，行動学などと接する先端的な研究を行う．これらを通して，人

間の生命現象を分子レベルから個体さらに集団のレベルまで含めて解明する新しい

生命科学の高度な研究者の養成をめざす． 
 この研究領域には，細胞の発生，分化，死の制御機構を扱う細胞生物学，刺激の

授受と伝達をつかさどる神経の構造と機能を扱う神経形態学，人間の生殖機能や性

行動の制御機構およびその性分化を扱う神経行動学，人間の記憶・学習のメカニズ

ムを分子レベルで解明する神経生理学，サーカディアンリズム機構や向精神薬の作

用機序を扱う神経薬理学，突然変異体を利用した遺伝子の機能解析などを扱う分子

遺伝学の６研究指導が設置されている． 
 
 社会科学・環境科学研究領域では，人間性を尊重した持続可能な社会の構築に向

けて，地域・地球環境を生態学・環境科学を主体とする自然科学から解析するとと

もに，社会学的諸問題，環境問題を社会学・経済学の側面から解明し，総合科学と

しての体系的な研究を行う． 
 この研究領域には，科学技術の発達に伴う社会・環境・生命の倫理や政策を扱う

バイオエシックス，持続的社会の構築に向けて不可欠な人口問題の今後の方向を探

る人口学，高齢化社会問題の実体と今後のあるべき方向を論ずる社会的人間発達論，

経済社会で重要な労使関係の背景と動向および将来予測を扱う産業・労働社会学，

第三世界での都市化と都市社会を扱う都市社会学，社会の表象メカニズムを民族学

 11



的に研究する文化生態学，人間活動が生態系に及ぼす影響を扱う環境生態学，健康

維持の基本となる予防医学的な解析をする環境保健学の８研究指導が設置されてい

る． 
 行動科学・臨床心理学研究領域では，心身の健康の維持・増進，および心身の健

康が損なわれたときの援助・指導についての基礎的・実践的研究を行うとともに，

それらの基礎となる心理学とその近接領域の基礎的・実践的な研究を行う．また，

今日の社会的要請に応えるかたちで，この研究領域の高度な知識を身につけた人材

を育成する． 
 この研究領域には，身体の動きや表情や姿勢と感情といった行動と心理を扱う行

動学，親子の分離過程と自立行動の発達を扱う発達行動学，内発的動機づけ，達成

動機，責任性，愛着の発達を扱う発達心理学，末梢自律系の心理学的対応や心理変

数と事象関連脳電位を扱う精神生理学，ストレスの測定法やストレスの管理と自己

調節法を扱うストレス科学，健康行動の心理学的効果の検証，それらの行動の採択，

維持・継続の援助を扱う身体行動科学，不安・抑うつ・ストレスの認知モデル，障

害の認知行動療法を扱う行動臨床心理学，催眠現象と日常的心理現象の関係を解明

する力動臨床心理学，ストレスの評価，ストレスの身体疾患におよぼす影響の評価

を扱う心身医学，認知行動療法の理論と実際および関連領域についての研究をする

認知行動学の 10 研究指導が設置されている． 

 
 人間行動システム研究領域では，現在の高度技術社会の環境と人間との調和を高

めるために，環境とのインタフェイスや環境の制御の方式などの人間行動システム

について，システム科学や行動科学に加えて，情報処理，応用心理学，医科学，バ

イオメカニクスなどの手法を使って，多面的に研究を行う．そして，それらの成果

を教育，コミュニケーション，保健，医療，福祉，リハビリテーションなどの広い

分野に活用することを目的としている． 

 この研究領域には，情報技術（IT）の飛躍的な進展に対応する教育システムを構

築する教育工学，色彩環境システムについての認知心理的，比較文化的な検討をす

る環境・色彩認知科学，人間と機械が形成するシステムのエルゴノミクス・デザイ

ンを扱う人間工学，巨大化・雑化した環境で起こるヒューマンエラーの防止対策を

扱う安全人間工学，障害者や高齢者の自立支援技術，あらゆる人に有用なインター

フェース技術を扱う福祉工学，感覚機能や運動機能の維持と障害からの回復・補償

のための手技を扱う生体機能工学，身体の構造と機能の特性の神経生理学的な解析

をする身体運動科学，運動生理学や栄養学から健康の維持・増進を考える健康生体

機能学の８研究指導が設置されている． 

 
 スポーツ科学研究領域では，スポーツにかかわる諸問題を自然科学や社会科学や

人文科学の手法によって学際的に研究する．また，競技スポーツの必要な技能向上

にかかわる指導方法，組織の在り方について，理論と実践からの研究と人材育成を

行う． 
 この研究領域には，民族スポーツの変遷や構造・機能，象徴および観光化などを
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扱うスポーツ人類学，運動に対する栄養の効果を扱う栄養学，運動・スポーツに対

する生体応答を扱う運動生理学，運動についての諸器官の構造と機能を研究する体

力科学，トレーニングによる生体応答と筋力応答を扱うトレーニング科学，技能向

上に欠くことのできないコーチングの理論と実践を扱うコーチング論の６研究指導

が設置されている． 
 
 研究指導の分野によって，教育と研究に対する考え方や進め方に，著しい違いがあり，

研究科の運営のすべての場面で，共通の指針を立てるためには，多くの討議が繰り返され

てきた．人間科学研究科の教育研究分野のうちで，隣接する研究指導を同じ研究領域のな

かで密接に連携させるとともに，内容や手法の異なる他の研究領域の相互に，人間科学研

究科の円滑な運営を共通の理解をもって進めるために，この教育研究体制は非常に有効に

機能している． 
 人間科学の構成にはまだ多くの可能性が残されているので，この研究領域の分け方は流

動的なものであり，それらの統廃合を繰り返しながら，今後一層の発展をしていくための

基盤ができたと考えられる． 
 

３）学習カリキュラム 

 さらに，人間科学研究科の研究指導の周辺を補う必要がある分野も多くあり，これらの

分野については，専門の研究者である非常勤講師による40余りの講議を設置している． 

生命科学専攻と健康科学専攻のいずれの学生にも，所属する研究指導の演習に専念するだ

けでなく，研究科の設置当初からの理念にあるように，同じ研究領域や他の研究領域の講

議や演習を成るべく広く履修するように薦めている． 

 
３．入学者の多様化 
１）修士課程の推薦入学 
 人間を中心においた総合科学を形成することを理念として，人間科学部に続いてこの大

学院人間科学研究科が設置された．したがって，人間総合科学の基礎をすでに習得した人

間科学部からの入学者を確保することが，新しい教育研究環境を早く整備するために是非

必要である． 
 このために，人間科学部の新規卒業生を推薦入学によって優先的に入学させる制度が設

けられている．３年次までの総合成績が上位の１／３以内であることと，研究計画が妥当

なものであることなどの要件で選抜されて，前年度の６月に，就職活動や他大学院の受験

に先立って入学が予約される．そのあとで，４年次の卒業研究の成績が80点以上であるこ

とが，最終的な入学許可の要件となる 
 
２）修士課程の一般入試 
 研究指導の分野が広がるにつれて，人間科学部にない専門分野を習得した学生も受け入

れる必要に迫られる．このために早稲田大学の他の学部や他の大学の学部からの入学者を

受け入れるために，一般入試制度が設けられている．これらの入学者は，入学してから人

間科学研究科の多様な講議や演習を履修する教育環境の中で，人間科学の理念を把握する
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ことを期待されている． 
 入学試験は語学と専門科目と研究計画であるが，このような可能性を持った学生を受入

れやすくするために，とくに専門科目の出題の範囲や受験生が解答する問題を選択する方

法について，毎年，修正を重ねてきた．初期には，出題の範囲が広く，人間科学部での教

育カリキュラムに沿ったものであったために，人間科学部以外からは受験が難しいように

受け取られていた．しかし，現在は他の学部や他の大学の学部からの入学者が約１／３を

占めるようになった． 
 なお，人間科学部の卒業生で，推薦入学に応募できなかった者も，推薦入学者とほぼ同

数がこの一般入試で入学している．この場合にも，研究指導の専門分野が複雑に重なり会

っているために，出題の範囲と解答する問題の選択の難しさに，受験生による差がなるべ

く生じないように，検討を続けている． 
 一般入試の修正とそれに対する受験生の対応が定着したこの数年間は，入学者の数は毎

年５％ぐらい着実に増加しており，１学年が70人ぐらいになっている．このような多様な

入学者の特色を人間科学研究科の活性化に役立てられるように，さらに毎年度，入学試験

の方法についての全面的な検討を続けている．入学者の経路にも，また推薦成績の順位に

も，大学院の修士課程の終了時の修士論文を含めた成績とは，相関があまり見られないこ

とにも注目している． 
 
３）科目等履修生 
 科目等履修生としても，多様な動機をもった聴講生が種々な講議や演習に参加しており，

このなかには社会人や外国人も多く，また，将来，修士課程へ進学する学生も半数ぐらい

いる． 
 このような実体を充分に把握して，充実した科目等履修ができるように，科目等履修生

の教育環境についても，充分な配慮をしなければならない． 
 
４）博士後期課程 
人間科学研究科が他の既存の研究科とは違った教育研究の環境をもっていることから，

人間科学研究科の修士課程の修了者が博士後期課程へ進学することが多い．しかし，早稲

田大学大学院の他の研究科や他の大学大学院の研究科からの入学者も，教育研究分野の活

動の充実にとって重要であり，入学試験で，語学の能力に加えて，広い分野の研究計画を

積極的に受け入れるように努めてきた．その結果，人間科学研究科以外からの入学者も増

えつつあり，近年は１学年が25人ぐらいになっている． 
 なお，語学の試験は，修士課程も博士後期課程も，数年前から英語だけにした．それは，

現在の国際会議やインターネットや文献情報検索などには，基礎的な学術英語の使用能力

が不可欠になってきているためである．その他の言語については，それぞれの専門分野で，

必要に応じて高度な能力を学生自身が習得するべきものと考えている． 
 
５）社会人入試 
 修士課程と博士後期課程の社会人入学制度が2001年度から発足して，初年度にすでにど

ちらの課程にも約１割の入学者があった．社会人経験を最も適切に活かせるような研究指
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導が人間科学研究科にしかない教育研究分野があり，能力の高い入学者が集まっているの

で，その教育研究の成果に注目しながら，今後さらに積極的に受け入れて，人間科学研究

科の新たな展開を計る． 
 
６）外国人学生 
 外国人学生は，修士課程にも博士課程にも毎年１〜３人は在学している．韓国や中国な

どの東南アジアからが多く，今後も，これらの学生を積極的に受け入れたいと考えている．

このために，日本語の使用能力が教育研究の目的を達成するのに十分であることを要件と

するとともに，入試で日本語が母国語でないために不利にならないような配慮もしている． 
 
４．博士（人間科学）の学位授与 
１）課程内 
 課程内博士では，人間科学研究科の博士後期課程へ審査を申請し，合格して博士（人間

科学）の学位を授与された者は，1996年度から毎年その数が増え続けて，2000年度までに

合わせて47人に達している． 

課程内博士の学位は，研究者としての出発点を保証するもので，博士後期課程に在学３

年で学位論文の研究を完成させることを原則としており，近年は半数以上がそのような経

過をたどっている．しかし，学位論文を提出できないで，単位取得退学をする場合も，半

数近くいるので，博士後期課程の研究指導はに一層の努力をしなければならない． 

 

２）課程外 

 課程外博士では，1997 年度から 26 人に学位を授与した．これまでは研究経歴の長い研

究者が多いが，一方で，課程内に近い若い研究者も増えている．研究環境もさまざまに異

なるが，人間科学研究科で審査をするのに適切な学位論文の研究がまだ多く潜在している

と考えられる． 

 このような人間総合科学の見地から審査するのに適切な学位論文の研究を，人間

科学研究科のどの研究分野でも，できるだけ取り上げることができるように，申請要件

や審査方法などにも配慮している． 

 

３）審査方法 

 人間科学研究科の研究分野の中に位置づけた学術的な見地から審査をするが，さらに外

部からの専門分野の審査員を加える場合もある． 

 今後も課程内博士も課程外博士も年度毎の申請件数が増えるが，学位論文の審査の日程

や方法についても改善を重ねて，博士学位（人間科学）の学術的な内容を充分に高く保つ

ように，慎重に試行していく． 

 

５．学内の関連機関との連携 

１）他研究科 

 人間科学研究科は教育研究分野は多岐にわたっているために，早稲田大学の他のいくつ

もの研究科にも近い教育研究分野があり，それらが協同して学生の研究指導をすることに
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よって，教育研究の成果を高められる可能性も多くある．このような方法がとれるように，

研究科の相互の運営の連携や，各学部も含めた教員の交流などについて，制度化すること

が，今後の人間科学研究科にとっても早稲田大学全体にとっても，発展のためのひとつの

課題であると考える． 

 

２）人間科学部 

 1987年に設立された人間科学部は，早稲田大学の既存の学部とは違って，人間を中心に

おいた総合科学という従来にない学問体系を創っていく遠大な試みであって，当然，学部

から大学院へ引き継がれて発展するものであるから，人間科学部の設立とあわせて大学院

人間科学研究科の設置計画が，当初からすでに進められていた． 

 このように大学院人間科学研究科の設立の母体となった人間科学部が，福祉や情報の分

野を拡張して再編成する企画が現在進んでいる．人間科学研究科としては，10年間の教育

研究の実績から新しい分野の基盤を提供して，この再編成を支援していく役割を果たさな

ければならない． 

 人間科学研究科では，福祉科学の分野では，関連するいくつもの研究指導にまたがって，

教育研究がすでに進められており，情報科学の分野についても，教育技術からの広がりが

期待される． 

 
３）人間総合研究センター 
 人間総合研究センターという大学内の共同利用施設が，人間科学部と同時に1987年から

同じ所沢キャンパスに開設されて，人文科学・社会科学・自然科学にわたる学際的な人間

総合科学の研究プロジェクトが展開された．これは，人間科学部，とくに将来の大学院人

間科学研究科と連携して，教育活動・研究活動を支援していくことを意図したものであっ

た． 
 この10年間，人間科学研究科の教育研究に重要な役割を果たしてきたが，今後さらに連

携を緊密に保つためには，研究科の立場からの人間総合研究センターの運営への参加や，

大学院学生の研究活動への参加に研究センターの身分を与えるなどの，形式の面からの補

強が期待される． 
 
６．次世代の教育研究体制への展開 
 大学院の研究教育に対する社会からの養成はますます多様になってくるので，人間科学

研究科の修士課程でも，高度な専門職の能力を養成するためのコースを導入する計画もあ

り，将来は，博士後期課程は，学位論文の指導・審査と学位授与の機構として，修士課程

と違った運営組織になっていくことも考えられる． 
 時代の動向を先取りして，研究教育体制の改革のための長期的な企画を常に検討を続け

ていかなければならないと心掛けている． 
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 総括 

 

1） 設立理念と目的 

 

人間総合研究センター(人総研)は早稲田大学100 周年記念行事の一環として、1987 年、

人間科学部と同時に、人間科学部、人間科学研究科と連携して人間を研究する全学組織の

研究センターとして創設された。人総研が目指すものは、人間、社会、自然の調和と秩序

ある発展を目指し、人間の存在および行動に関する諸問題を、人間発達の観点から総合的

かつ科学的に探求し、もって健康にして幸福な人間生活および積極的な社会生活の確立に

資することである。 

 

2） 設置箇所および研究施設 

 

 組織の拠点は所沢校地におかれる。研究施設として人間科学部100号館の６階に所長室、

会議室、3つの研究室がある(計 243.7㎡)。現在10のプロジェクトのうち実験室が必要と

される6つのプロジェクトが3つの実験室に間仕切りをいれ研究を進めている。人総研事

務所は所沢における人間科学部事務所におかれている。 

また、高田牧舎2階の一部を人総研分室として、管理委員会、プロジェクト会合に使用

している(78㎡)。 

 

3） 研究体制 

 

人総研の研究は人間に関する自然科学系から社会人文科学系、基礎研究から応用研究に

いたる幅の広いものである。研究体制は、2 年期限（継続可）のプロジェクト制である。

開設当初は７つのプロジェクトが設置されたが、現在は10のプロジェクトを擁している。 

研究員は1999年度現在、学内の教員によりなる兼任研究員が69名、他大学や学外研究

施設の研究者である客員研究員が96名である。兼任研究員は人間科学部39名、文学部11

名、理工学部7名、教育学部5名、法学部4名、社会科学部とアジア太平洋研究センター

が各１名（2001年度）とほぼ全学部にわたる学際的研究センターである。人総研には専任

の研究員として7名の助手がおり、プロジェクトの研究を補佐している。研究員の研究発

表の場としては、人総研紀要 [ヒューマンサイエンス]が 年2回発行されている。 

 

4） 管理運営体制 

 

運営は、プロジェクトをまとめ、その評価をし、人総研としての企画をたてる管理委員

会と、プロジェクトの改廃を決定するプロジェクト組織運営委員会によりおこなわれてい

る。管理委員会の委員構成はプロジェクト代表者と学部選出委員、教務部長それに若干名

の所長指名者よりなる。プロジェクト組織運営委員会はプロジェクト代表者とプロジェク

ト選出者、それに若干名の所長指名者よりなる。運営予算は一般研究費のほか、外部資金

の導入に力をいれるものとしている。また、管理委員会下部組織として、人総研主体のシ
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ンポジウムの企画、出版の企画をおこなう企画委員会、人総研紀要であるヒューマンサイ

エンス誌の編集を行う編集委員会、人総研の活動を広く内外に知らしめる広報委員会があ

った。人総研の活動をさらに発展させるためこれら下部組織の統合と役割の見直しがすで

に行われ(2001 年度)、企画委員会と広報委員会が融合し、企画運営委員会となっている。

今後も管理委員会のありかた、プロジェクト組織運営委員会のあり方の検討を行っていく

予定である。 
 人総研の事務組織は人間総合研究センター事務所であるが、人間科学部の事務職員が兼

務している。統括は人間科学部を本属とする事務長が兼務して行っている。大学の情報化

推進プログラムを前提に、職員の情報化スキル向上を図ることにより、「ネットワーク型オ

フィス」を実現し、具体的には、人間科学部・人間科学研究科・人間総合研究センター事

務機構の統合化を図り、業務効率を向上させ、余剰力を人総研の企画・開発分野に重点的

に振り向け、研究センター運営を直接的にサポートできる事務組織を再構築していく必要

がある。 
  

5）研究活動 
 
 現在 10 の研究プロジェクトが設置されており、活発な研究活動が展開されている。プ

ロジェクトのテーマは人間とその社会の重要な面を追求するもので、1）社会変動と人間

発達、2）流動化社会と生活の質、3）バイオエシックス、4）福祉･リハビリテーション研

究、5）「新しい」学校モデル研究、6）ヘルス･フィットネス サポート、7）ストレス･マ

ネジメント、8）学術フロンティア推進事業･ニューロンにおけるシグナリング機構、9）
性、10）東洋医学の人間科学的研究（井深大基金による）である。また、萌芽的研究プロ

ジェクトとして 1998 年より２年間、公募により採択された２つのプロジェクト「親と子：

その分離･対立相の検討」「文化の伝統と変容」が研究をすすめてきた。 
年 7-8 回行われる管理委員会において、研究状況の報告が各プロジェクトにより文書と

口頭で行われ、相互の意見交換により研究の発展を促している。またそれが内部評価シス

テムとなっている。研究プロジェクトおよび萌芽的研究プロジェクトでは学会誌、紀要に

成果を発表するばかりではなく、多くのシンポジウムを通して結果を社会に還元すること、

ニュースレターや報告書を発行することで広く情報提供をすることも行ってきた。紀要で

あるヒューマンサイエンスも年 2 号が定期的に刊行され、プロジェクト研究員、客員研究

員さらに学外の専門家が論文や総説を掲載している。 
 人総研では研究の国際化をすすめるため海外の研究施設とも研究の提携を結び、米国の

オレゴン健康科学大学ヴォーラム研究所と中国の中国中医研究院と共同研究を行っている。 

 研究論文の多くは国際誌に掲載されているが、成果は各学部の各人の点検評価の報告書

に記されることになっているので、人総研を本属とする7名の助手の研究成果について言

及しておくと、5年間で80に及ぶ論文等と130におよぶ学会発表があった。また、科学研

究費は5件ほど採択されている。  
 

 
6）研究環境 
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学内の兼任研究員は 70 人前後、客員研究員は国外の研究員を含め 100 人前後であり、

この5年間大きな変動はない。これは研究プロジェクトの改廃がほとんど行われてこなか

ったことを示す一つであろうと考えられる。プロジェクトの研究の中心となるべき助手が

いくつかのプロジェクトにはいない状態であり、その点を解消することが今後の課題であ

る。 

 実験室も同様で、所沢校地にある 3 つの実験室を半分に仕切り、6 のプロジェクトが研

究をすすめており、さらに会議室も一つのプロジェクトが使用している状態である。毎年

3 月に各プロジェクトが実験室使用計画書を提出し、管理委員会において検討の上、利用

している状況であり、すべてのプロジェクトに行き渡ることはない。実験室の確保も解決

しなければならない問題である。また、高田牧舎 2 階の人総研分室の会議室では、各プロ

ジェクトの研究会合には必ずしも広さが充分ではなく、外部で行わざるを得ない場合も多

い。 
 研究費はこの 5 年間で 3,700 万円／年から3,200 万円／年と減少しており、一つのプロ

ジェクトで使える研究費も減少の一途をたどっている。研究費は、管理委員会に各プロジ

ェクトから提出された「研究計画書」と「予算申請書」をもとに検討した上で基礎額を一

次配分し、さらに共通費の残額を活動内容に応じて傾斜再配分をおこなっているが、今後

は一次配分の減額、再配分の見直しをせざるを得ない状態である。受託研究も1995年には

2,100万円ほどあったものが、1999年では450万円と減っており、外部資金の導入方法も

検討していかなければならない。文部省の大型研究費としては1998年より文部省学術フロ

ンティア推進事業において、プロジェクト［ニューロンにおけるシグナリング機構］が認

められ、1999年度から、東伏見キャンパスを研究拠点として研究が進められている。 

 

7）人総研企画事業 

 

 人総研の年間に行われた研究成果、事業成果は「人間総合研究センター事業報告」とし

て毎年まとめられている。 

人総研では年間に多くの主催または共催のシンポジウムを開催している。そのうちいく

つかは国際シンポジウムである。内容は学術的な交流を促す専門的なものから、人間科学

を一般に広めることを目的としたものまで広範囲である。また、年に1回は人総研企画の

一般発表も含む総合的なシンポジウムも開催している。今後もシンポジウム開催を振興し

ていくが、人総研企画のシンポジウムをより全国的、国際的な発表の場にしていくことが

必要と思われる。それに関して、長期の将来構想として、人間総合科学会設立などの議論

をはじめたところである。 

人総研ではシンポジウムだけではなく、一般の方たちへの研究結果の還元の意味も含め

て、毎月１回土曜日に「土曜講座」をおこなっている。人総研内外の専門家に、生活に密

着した問題について解説をお願いし、質問に答える形式をとっている。1987 年より始まり、

1999 年までに 181 回を記録している。また、この 5 年間に参加した人数は 5,500 人を数

えた。また、所沢市とその近隣市に住む小学生を対象とした、ヒューマンサイエンスオー

プンスクール「脳」をおこなっている。ねずみの脳を実際に解剖するもので、授業におい
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ては児童の活発な質問があり、大変有意義なものである。 
人総研 10 周年記念として人総研における研究成果をもとにした叢書を発行する企画を

たて、2000 年度からコロナ社より出版することとなった。すでに 3 冊出版されている。

これにより、人総研の研究の全貌が明らかになると同時に、人間科学の理解がすすむこと

を期待している。 

 

8）今後の発展 
 
 人総研における研究活動と、人間科学の普及活動は軌道にのりつつあるが、プロジェク

ト研究テーマの更新、さらなる国際化等を考えた新たな展開のための仕組みを考えていく

必要がある。すでに、大学院生後期課程の学生が研究できるポジション（リサーチアシス

タント）を人総研に導入したが、大学内の研究施設や研究科との研究の提携なども視野に

入れた改革も必要であろう。 
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