
高校までの学習と大学での学習の大きく異なる点の 1つは、大学では学部・
学科に分かれてそれぞれの専門分野の知識を学んでいくことである。大学に進学
した後で自分の進むべき専門分野を選べるケースもあるが、多くの場合、大学に
進学するにあたって自分が進む学部・学科を選ばなければならない。
学部・学科を選ぶにあたっては、実際に大学でどのようなことを学ぶのかを十
分に調べておくことが重要である。名前やイメージだけで自分の進む専門分野を
決めてしまい、あとで後悔することのないように、学部・学科選びは慎重に進め
よう。
今回から 4回にわたって大学での学びの内容について紹介していく。すべて

の学部・学科を取り上げることはできないが、学問の最先端をゆく大学の先生方
のインタビューと合わせて、ぜひ参考にしてほしい。

まず、東京大を例にとって、理系の学びについて紹介しよう。
東京大は、日本初の近代的な大学として設立され、その学部編制は最もオーソ
ドックスだ。理系の学部としては、工学部、理学部、農学部、医学部、薬学部が
ある。なお、教養学部の一部でも理系の教育・研究が行われている。各学部の下
に、それぞれいくつかの学科が置かれている。
①工学部

1886年に設置された東京大の工学部には、17の学科が存在する（図 1 参照）。
物理工学、機械工学といった伝統的な専門分野から、環境、エネルギー、食料、
人口問題などの現代的な問題に工学的な観点からアプローチするシステム創成学
科など、そのラインナップは幅広い。
工学の原点は「モノづくり」であり、その根底にあるのは物理学と数学である
が、今日的なモノづくりにおいては、様々な分野の知見が必要となる。たとえば、
地球環境に配慮した「省エネ商品」の開発に注目が集まっているが、こうしたモ
ノを作る場合には、生態系への理解や排出物質が地球環境に与える影響まで視野
に入れなければならない。また、情報化社会となった現在においては、どのよう
な製品を作るにしても技術や情報が人に与える影響への理解も欠かせない
こうした観点から、東京大工学部では学際的な知見を多く取り入れながら「社
会の中で活きる科学技術」を目指して、研究が重ねられている。多くの学生は学
部を卒業してもそのまま大学院の修士課程に進学し、研究を続けている。
長年、日本の最先端のモノづくりを担ってきた東京大では、企業と共同で製品

を開発する「産学連携」も積極的に行われており、修士課程を修了した学生の多
くは、企業の研究職に就いて先進的なモノづくりに携わっている。
②理学部
モノづくりを行うのが工学であれば、その根底にある自然科学の性質や法則を
探るのが理学である。数学、物理学、化学、生物学はもちろん、天文学や情報科
学、惑星物理学なども理学に含まれる。
東京大理学部においても 10の学科が設けられており（図 1 参照）、また、大
学院にはこれらに対応した 6つの専攻がある。ここでは、実用的な学問よりは、
むしろ自然現象の本質に関わる研究が数多く行なわれている。例えば、情報科学
科では、情報処理の根本原理の究明・まったく新しい動作原理の計算機の設計・
計算機の新しい使い方の提案というように、計算機・情報そのものを研究対象と
している点を特徴としている。同学部は大教室での講義というより少人数での個
別教育を重視しており、研究室に所属したのちは数々の実験・観測・野外調査を
体験することになる。
東京大理学部には、臨海実験所、地殻化学実験施設、天文学教育研究センター、
遺伝子実験施設、2つの植物園などのさまざまな附属施設があり、研究や教育に
利用されている。

③農学部
自然の恵みを最大限に生かし、人間の生活に必要な食料、材料を得るための技
術を学ぶ農学、林学、水産学、畜産学は、大学という学問の拠点が生まれる遥か
昔から存在した学問である。東京大農学部も 1874年設立という長い歴史を持
っているが、生命化学やバイオテクノロジーなど、最先端の技術を交えながら研
究が進められている。
東京大農学部が他の学部と異なるのは、学科という単位ではなく、3つの「課
程」に分かれるということである。主としてバイオテクノロジー分野を扱う「応
用生命科学課程」、地球環境の未来を考える「環境資源科学課程」、そして動物に
対する医学に取り組む「獣医学課程」である。さらに、応用生命科学課程には 6

つの専修、環境資源科学課程には 8つの専修、獣医学課程には 1つの専修がある。
④薬学部
薬学部は「薬剤師を養成する学部」というイメージが強いが、東京大薬学部

（および旧帝大の国立大薬学部）においては、創薬研究を主とした教育カリキュ
ラムがとられている。
薬事法改正により、2006年度入学者から 6年制の薬学科課程が設けられ、薬
剤師国家試験受験資格を取得するには医学部、歯学部などと同様に 6年制課程
を経なければならなくなった。東京大でも従来の 4年制の薬科学科のほかに 6

年制の薬学科が設けられ、高度な薬剤師の教育も行われているが、主流は薬学研
究である。なお、当面は薬科学科に進学し、大学院（2年間の修士課程）に進
学・修了した場合にも、薬剤師の国家試験受験資格は与えられる。
⑤医学部
医学部には、6年制の医学科（医師養成）と、4年制の健康総合科学科がある。
前者に進学できるのは基本的に理科三類からのみである。後者は 2010年度よ
り「健康学科・看護学科」から名称が変更され、健康科学コースと看護学コース
（看護師・保健師養成）がある。
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図 1 東京大の学部・学科編制（理系）

古書店の「珠玉の一冊」をデータベース化▪�
東京都千代田区の神田神保町。多数の古書店
が軒を並べる、歴史ある「本の町」だ。古書好
きの常連客にとってはまさに「聖地」といえる
街だが、若い学生や社会人にとっては敷居が高
いと感じる人も少なくなさそうだ。
そんな街の一角に、2007年、一風変わった

「案内所」がオープンした。中には白いパソコ
ンと、大型のタッチパネル式ディスプレイ。
「明治期の歴史関連の書籍は、この書店に豊富
に揃っていますよ」。ディスプレイに映し出された検索結果を前に、案内員が書
店の位置を指差しながら説明している。訪ねてくる人は高齢者から若い世代ま

＜東京大大学院情報理工学系研究科・国立情報学研究所　高野明彦教授インタビュー＞

高野明彦教授



に基づいている。そして、それら書籍の連想
検索サイトを一括して表示できるサイトが
「想― IMAGINE Book Search（http://imag-

ine.bookmap.info/imagine）」だ。（写真 3）
「本の連想検索は、ちょうど大きな書店の
中や古書店街をさまよい歩くようなもので、
関心のある売り場に行って本を眺めていた
ら、『この本とこの本が面白そうだな』と感
じて手にとってみる、その感覚に近いもの
だと思います。ネット上にものすごく大き
な書店を作って、大量の本を集めて、いろ
いろさまよえるようにしたのが『IMAGINE

Book Search』だといえます」
「IMAGINE Book Search」（写真 4）はさ
らに、データベースとデータベースの横の
つながりを意識しており、本だけでなく、
他の検索情報サイトとも連携している。た
とえば旅行会社の国内観光情報サイトの検
索結果を同時表示することもでき、ここで
『イルカ』と検索することで、イルカに関連
する書籍と同時にイルカ・ウォッチングの
できる観光情報なども表示される。

「将来的にはいろんな分野に連想検索を広げて、データベース同士を見比べる
ことでさらに『連想』を広げられる、そんなシステムにしていきたいですね」
コンピュータに考えさせるとはどういうことか？▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�
コンピュータサイエンスの分野で連想検索という独自の研究を続ける高野教授
は、もともとはプログラミング言語の企業研究者だった。民間企業（日立製作所）
に約 20年間務めた後、2001年から国立情報学研究所の教授となり、翌年、東
京大学大学院コンピュータ科学専攻教授となった。
「民間にいた当時、FORTRANや PASCAL、Cといったプログラミング言語
がありましたが、計算機に適したもっとも効率的な言語はどのようなものなのか
を研究していました。そのときに考えていたのは、人間がコンピュータに『どの
ような手順で問題を解くか』を指示する言語は、必ず破綻するということです。
人間が指示するべきなのは『何を解くのか』であって、『どのように解くか』は
コンピュータが過去の蓄積から最適な解法を自動的に探し出して適用するのでな
ければならない。言い換えれば、人間は『方程式』を作り、コンピュータはそれ
を解くということです」
わかりやすい例として、高野教授は「鶴亀算」を例に挙げる。小学生は「鶴亀
算」の解き方を、たとえばこのように考える。「鶴と亀が 14匹いて、足の合計
が 36本あります。もし、14匹全部が鶴だとしたら、足は 28本のはずです。
もし鶴が 1匹減って亀が 1匹増えると、足は 2本増えます。36本に増えるまで
8本足が足りないので、鶴が 4匹減って亀が 4匹増えるとちょうどいい。だか
ら鶴が 10匹、亀が 4匹」と。しかし、このような「解法」をいちいち人間が考
えて指示して、計算だけをコンピュータにさせていると、必ずヒューマンエラー
が起きるというわけだ。だから、コンピュータには「鶴と亀が 14匹いて、足の
合計が 36本。鶴と亀は何匹か」という「問い」を「x+y=14,2x+4y=36（xは
鶴の数、yは亀の数）」という方程式の形で提示して、それをコンピュータに解
かせることが理想的であるというわけだ。
このような高野教授の発想は、「何を探しているのか」さえ入力すれば、膨大
な数のデータベースから適した情報を検索エンジンに探させる、連想検索の考え
方にも結びついているようだ。
情報の信ぴょう性を担保するためのネットワークづくり▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�
従来、プログラミングの研究に没頭していた高野教授に「転換期」が訪れたの
は、1995年頃だったという。きっかけはインターネットの急速な拡大だった。
その当時について、意外な感想で振り返る。
「率直にいうと、プログラマーにとってはつまらない時代になったなと感じま
した。ネットユーザーは『情報を世界中からすばやく入手できるようになった』
と喜んでいましたが、価値を発信し、価値を受信しているユーザーの大半はノン
プログラマーです。ネット上でプログラマーは、ノンプログラマーの情報を単に
運んでいるだけ。言い換えれば、『水道管』のようなインフラを作っているみた
いなもので、個人的にはそれではあまりにもノンクリエイティブだなぁと感じた
ものです」
ある意味で「単純」ともいえるインターネットというシステムの中では、人が

で、男女を問わず幅広い。
この「本と街の案内所」は、神保町に存

在する 176店の古書店が加盟する神田古書
店連盟が中心となって立ち上げられた。そ
して、案内のための「核」となっているの
が、古書店の情報データベースなどを盛り
込んだ webサイト「Book Townじんぼう」
（http://jimbou.info/）（写真 1）だ。国立情
報学研究所・東京大学大学院情報理工学系研
究科で研究を重ねる高野明彦教授（P1 写真）たちのチーム、「NPO法人連想出
版」が制作を手がけている。
高野教授は、一見理科系とは関係なさそうに見えるこの取り組みの魅力をこう
語る。
「研究をするのであれば、地域に貢献できる研究をしたい。そうした想いから、
東京大と情報学研究所にほど近い神保町のデータベース作りは始まりました。も
ともとは大学図書館などの情報データベースを作成していましたが、神保町の長
い歴史の中で選び抜かれた書籍は、まさに知の世界における『宝の山』だといえ
ます。その蓄積をデータ化するために、ボランティアチームと共に、ご許可をい
ただいたお店を一軒ずつ巡って各書店の紹介原稿を書いたり、蔵書リストの提供
をお願いしました。また、これと同時に、神保町界隈の喫茶店・飲食店・おすす
めの散歩コースなどを紹介するサイトを作るなどして、多くの人に神保町に関心
を持ってもらえるような発信を試みました」
このサイトにリンクされている古書のデータは、52店 40万冊以上に及ぶ。

しかし、「Book Town じんぼう」で利用できる古書検索エンジン（「古書じんぼ
う」）には、単に膨大な点数だけではない、他にはない特徴がある。それが「連
想検索」のシステムだ。
自分の「考え」が反映される、連想検索の魅力▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�
連想検索とは何か。たとえば、本の検索エンジンで「海の生き物」と入力して

みる。すると、「海」「生き物」といった単語がタイトルに入った書籍はもちろん、
目次や概要にそうした単語が入っている書籍もピックアップされる。もしここで、
「イルカの生態について詳しい書籍を調べたい」と思ったら、イルカの生態に関
係ありそうな書籍欄の横にある「チェックボックス」にチェックを入れて、再検
索をかける。するとイルカの生態に関係しそうな書籍を並べた次の検索結果が、
ずらりと並べられる。書籍を複数、選択することもできる。選択した書籍と、登
録されている全書籍のタイトルや目次の『単語』を比較して、データベースの中
から近似したものを探し出してくる仕組みだ（図 2）。
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写真 1 神保町の古書店、古書を調べられる「Book Town
じんぼう」

図 2

従来までの検索エンジン 連想検索型検索エンジン

1.キーワードを
入力
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２．検索結果の
表示

２．検索結果の
表示

３．２の結果から「アタリ」
の結果を（複数）選択

４．新しい検索結果の
表示

検索者
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「つまり連想検索は、『〜のようなもの』を、データベースの中から拾ってく
るシステムだといえます。私たちがあるテーマに興味を持ち、情報を調べよう
とするとき、調べたい内容は曖昧である場合がほとんどです。そういうとき、
インターネットで『ある言葉』に該当するものを 1回検索しただけだと、情報
が偏っていたり、本当に必要な情報にたどり着けなかったりする。そこで『検
索結果の中で Aと Bと Cに近い気がする。これに似たものを探してほしい』と、
もう一回検索システムに指示する。そうすると、同じテーマを調べていても、
選ばせた本の組み合わせによって検索結果がまったく異なってくる。連想検索
の回数を重ねるごとに、検索のオリジナリティが増し、より自分の考えている
ものに近い検索結果へと近づいていくのです」
たとえば従来型の検索エンジンのシステムの中で、「自分が欲している情報」

にたどりつけるか否かは、検索者のカンにかかっているともいえる。しかし連
想検索では、個人の感性や考えを、「近似」という方法論でコンピュータが必死
に読み取り、探してきてくれるわけだ。
この連想検索の仕組みを導入しているのは、「古書じんぼう」だけに留まらない。
約 1万 3000冊の「新書」をデータベース化し、連想検索をビジュアル的に見る
ことができる「新書マップ」（http://shinshomap.info/search.php）、（写真 2）さ
らには日本の国会図書館・各大学の図書館の蔵書を含む 940万冊の書籍情報を検
索できるサイト「WebcatPlus」（http://webcatplus.nii.ac.jp/）などもこの仕組み

写真 2 あるキーワードを入力すると、関連したテーマが円
に現れる

写真 3 抽出されたテーマを選択すると、そのテーマに関連す
る新書の立ったテーマ書棚が表示される。テーマは
1000を超えるという。

写真 4 情報検索ポータブルサイト「想ー IMAGINE Book
Search」。08年にグッドデザイン賞も受賞した。



誤った情報判断に陥ってしまう可能性もあると指摘する。
「たとえばリンク集というものは、あくまで製作者の限られた知識の中で作ら
れたネットワークという限界性があります。また従来型の検索エンジンも、検索
順はいうなればサイト間の『人気投票』であり、内容によって並べられたもので
はありません。そうした環境では、リンクが多かったり検索上位に登場したりす
る『正解らしきもの』にみんなの注目が集中してしまう危険性がある。情報が増
えれば増えるほど、事象が複雑になればなるほど、ユーザーはそうした正解らし
きものへと流れてしまいやすく、一人ひとりが深く考えてみることに挑戦しなく
なってしまう気がします」
そうした中で見つけた 1つの活路が、データベースを活用した連想検索だっ

たわけだ。この発想を活かしたシステムづくりによって、高野教授は「インター
ネットでの情報収集に対する考え方を少しでも変えていければ」と期待する。
「世の中には、人智によって解明されているものと、いまだに解明されていな
い未知のものがあります。たとえば、今年発生してしまった原発事故で明らかに
なったように、放射能が人体に与える影響といったものにはカンペキな答えはど
こにもありません。それをちゃんと認識できていなかったために事故対策や政治
判断も混乱しました。現時点でどこまでが解明されており、どこからが解明され
ていないのかという『人間の知の限界』に、人はもっと敏感にならなければなり
ません。そのときにインターネットは、より信ぴょう性の高い情報を、古今東西
を問わず広く集めて、提示できるものであってほしいのです。確かな情報を提示
するための技術開発はまだまだ不足していると思うし、裏を返せば、インターネ
ットはまだまだ改善の余地があると私は信じています」
システムがネット利用のあり方を変えていくのと同時に、ネットユーザー自身
の意識も変わっていかなくてはならない、というわけだ。それは、これからイン
ターネットを活用して知識を膨らませていく、若い学生・受験生に向けたメッセ
ージでもある。
「インターネットは『便利なもの』、あるいは『儲かるもの』という認識がある
かもしれません。しかし、そうした尺度とは違った発想で使ってみると、思わぬ
深さを発見できることもあります。便利さだけを追求しすぎないで、時には『な
ぜこんな情報ばかり出てくるのか』、『今見つけた情報は目立たないけど面白いな』
などと、じっくり時間をかけて付き合ってみてはいかがでしょうか。情報・知識
というものにもっと純粋に、真摯な気持ちで向き合ったとき、これまでにはない
新しい発想は生まれてくるのだと思います」

早稲田大理工学部は、2008年に 100周年を迎える目前の、2007年 4月に 3

つの学部・研究科に再編された。新しい学部は、基幹理工学部、創造理工学部、
先進理工学部の 3つである。
①基幹理工学部
基幹理工学部は、「情報」「数理」「機械」「電子」「材料」「表現」をキーワード

に、現代の科学技術の基幹を担う数理科学、情報科学、機械科学、材料科学、電
子光科学、表現科学等の基本を修得し、社会から期待される新しい分野に挑戦す
る能力をもつ人材の育成をめざしている。また、基幹理工学部では、学部一括で
募集を行い、1年次に学部共通のカリキュラムで学習する。すなわち、全学科に
共通して必要となる、微積分や線形代数などの数理科学の基礎や、モデリング、
シミュレーションといった基礎工学、さらには情報科学や表現工学などを学び、
自分が関心のある領域や将来どんな分野で活躍したいかを見極めたうえで、2年
進級時に志望の専門分野に応じて学科を決定する。基幹理工学部は、数学科、応
用数理学科、情報理工学科、機械科学・航空学科、電子光システム学科、表現工
学科の 6学科を擁する。その中でも最もユニークなのは、「表現工学科」であろ
う。ここでは立体映像表現、ヒューマンエルゴノミクス（人間工学）、音響学、
音響表現、音コミュニケーション、音楽、インターメディア作曲、映像制作、コ
ンピュータグラフィックス、芸術表現、メディアデザイン、芸術記号論、ファッ
ションなどを学ぶことができる。
②創造理工学部
創造理工学部では「ヒューマン」「生活」「環境」という 3つのキーワードに

基づき、社会が直面するさまざまな問題を科学技術の観点から解決し、多様な価
値に基づく新しい豊かさの創造をめざしている。建築学科、総合機械工学科、経
営システム工学科、社会環境工学科、環境資源工学科の 5学科がある。このう
ち、経営システム工学とは、システム概念を用いて組織における問題発見および
解決を行う、すなわち経営システムのデザイン・開発・運用・保守および改善・
管理などを統合した経営目標達成のための工学、科学技術である。
機械系の学科としては、機械科学・航空学科（基幹理工学部）と総合機械工学
科（創造理工学部）がある。機械科学・航空学科（基幹理工学部）では、機械工
学の基礎的な知識と技術を学び、それらを総合化して実践できる力を養う。主な
研究領域としては熱流体、設計、精密機械、機械材料、力学系、システム制御、
航空・宇宙などがある。一方、総合機械工学科（創造理工学部）は、ものづくり
の技術をいかに社会で役立てていくかを追究する。「デザイン・共創」、「ロボテ
ィクス・医療福祉」、「環境・エネルギー」の 3つのコースを設置しており、従
来の機械工学分野に加え学際分野、境界分野についても学び、社会に貢献できる
能力を養う。
③先進理工学部
先進理工学部は、「物質」「生命」「システム」をキーワードに、自然科学を基
礎として、最先端の理学・工学・医学の融合領域まで、世界最高水準の研究・教
育および社会への実践的な貢献を実行する先進的な学部である。物理学科、応用
物理学科、化学・生命化学科、応用化学科、生命医科学科、電気・情報生命工学
科の 6学科がある。
先進理工学部には、いくつかの互いに関連のある学科があるが、その違いをみ
ていこう。物理学科は自然現象を理論と実験の両面から探求し、ミクロからマク
ロに至るあらゆる階層の自然現象を理解するために不可欠な物理法則に関する研
究・教育を行っている。一方、応用物理学科では、物理学を駆使し、時代を切り
拓く科学技術を創造する人材の育成を目指している。また、現代のキーテクノロ
ジーの基礎となっている計測・情報工学、光工学、物性物理学、複雑系の物理学
や応用数学について幅広く学ぶことができる。
化学・生命化学科では、原子・分子の立場から物質の構造、性質、化学反応を
理解し、新しい法則の発見、新しい化学反応の開発、新しい物質の創製を目指し
ている。一方、応用化学科では、化学を利用して人々の生活と社会を支え、発展
させることを目的とし、知識としての化学のみならず「使える化学」を強く意識
している。
また、先進理工学部には、「生命」という名前のついた学科が 3つある。これ
らは、いずれも生命工学に立脚している点では共通の部分もあるが、それぞれに
特色のある研究・教育活動を行なっている。電気・情報生命工学科では、「生命
体は電気信号を仲立ちとした情報体」であるということをもとに、生命科学と電
気電子情報とを融合し、これら各領域を深く極めるテーマにも、複数の領域を組
み合わせたテーマにも挑戦している。化学・生命化学科では、化学、すなわち原
子・分子を出発点として生命現象を基礎から応用まで幅広く理解できるように、
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東京大では、入学時に学部・学科を選択することはできず、1〜 2年次
は全員が駒場キャンパスの教養学部（前期課程）に所属する。各学部・学
科（後期課程）に分かれるのは 3年次以降となる。
まず、「文科一類」「文科二類」「文科三類」「理科一類」「理科二類」「理

科三類」という、6つの「科類」のいずれかを選択して受験する。入学し
た科類によって進学しやすい学部・学科と進学しにくい学部・学科がある
ので、注意したい。※ 2008年度より導入された「全科類枠」により、進
路選択の幅が広がった。
たとえば、医学部医学科に進学できるのは、原則的には理科三類だけで
ある。
また、理科一類からは工学部・理学部、理科二類からは理学部、薬学部、
農学部、医学部健康総合科学科に進学するものが多いが、理科一類から農
学部へ、または理科二類から工学部へ進学することも可能だ。しかしなが
ら、各学部・学科は受け入れ人数の制限を科類ごとに設けており、希望者
が制限人数を超えた学部・学科では、入学後 1年半の成績による選考が行
われる。

東京大の「進振り」制度

工学部

理学部

農学部

薬学部

教養学部（後期課程）

医学部健康総合科学科

医学部医学科

理科一類

理科二類

理科三類

進学者が多い

進学者がやや多い

進学者は少ない

進振りのおもな例

2 理系の学びの実例（2）〜早稲田大〜



充実したカリキュラムを組んで学生の教育と研究指導を行っている。生命医科学
科は、生命現象に関する分子科学の理解から医学の基礎、さらには理工学、バイ
オテクノロジーの分野に至る幅広い分野の学習ができるようにカリキュラムを作
成している。これらを基礎にして、生命現象や病気の解明、新しい医薬品や医療
機器、診断や治療方法の開発を行うことのできる人材の育成を目指している。

人の身体もロボットの身体も、「倒立振子」の状態になっている。だから、二
足歩行は難しいのだという。
「普通の振り子は、支点が上部にあり重心が下部にある。だから左右に揺れて
いても、振り子の重みによっていずれは直立の状態に戻ろうとします。まっすぐ
に立っている人間、およびロボットはこれとまったく逆で、支点が下部にあり重
心が上部にある状態です。ちょっとでも左右に揺れてしまうと、自重でパタンと
倒れてしまう。このような不安定な物体（力学系）を歩行させようとするのであ
れば、転倒をうまく利用しつつ姿勢を制御させる必要が不可欠となります」
姿勢を制御させながらの歩行は、物体が大きくなればなるほど、困難になると
もいう。
「よく『ガンダムを作って歩かせることはできるのか』と質問されますが、結
論から言えば『地上では』極めて難しいといえます。物体の重さは、寸法が増え
ると、その 3乗に比例して増加します。私たちが作っている人に近いヒューマ
ノイドがだいたい 150cm,55kgぐらいですが、ガンダムの寸法はこれの約 10

倍ぐらいですので、重さは約 1000倍にも膨れ上がります（アニメの設定上、
ガンダムの大きさは 18ｍ、43.4t）。まず、これだけの重さを動かせるだけの電
動モーターがありません。さらに、強度の問題もあります。重さが寸法の 3乗
に比例するのに対して、強度は同じ材質の場合、寸法の 2乗に比例します。す
ると、重さを強度で割った値はどんどん大きくなる、つまり強度が足りなくなっ
て壊れやすくなるのです。その上、先ほど述べた姿勢の制御も、ますます難しく
なる。もし仮に、ガンダムのような大型ロボットが実現できるとすれば、それは
自重がなくなる宇宙空間となるのでしょう」
もちろんこのような大型ロボットは現時点では存在しないが、裏を返せば、ロボ

ットは小さくなればなるほど作りやすく、制御しやすくなるということになる。し
かし高西教授の研究室では、小型ロボットよりもあえて人間の大きさに近い、比較
的大型のロボットを中心に手がけている。そこには、明確な理由があるという。
「我々がヒューマノイドを作るのは、ロボットそのものを実用に役立てるとい
うよりもむしろ、ロボットを通じて人間の身体機能や運動の仕組みを解明したい
からです。もし人間サイズでロボットを作らないと、人間と同じ機能上の問題が
生じない可能性がある。ロボット工学を通じて人間の解明に寄与する、そのため
に数値上人間に似せたロボットを作っているわけです」
そうした発想をもとに、フルートを演奏するというユニークなロボットも手が
けた。
「人が楽器を演奏するメカニズムというものは、実は科学的には解明しきれてい
ません。人に対して演奏時の測定を行うことが難しいからです。たとえばフルー
トの場合、正しく音を出すためには微妙な息遣い、姿勢、そして唇と歌口（息を
吹き込む部分）との距離といった要素が重要だといわれていますが、その理想的
な数値がわからない。そこでまず、フルート奏者の人に話を聞き、様々な要素を
可能な限り定量化（数値化）して反映させたロボットを作りました。そして、何
度もトライ＆エラーを重ね、様々な要素を修正していく。すると、人に近い理想
的な演奏へと近づいていきます。そのときに得られた数値データこそ、『人間がフ
ルートを吹くときのメカニズム』に限りなく近いデータだといえるわけです」
科学の基本は、様々な現象を定量化することだといわれている。しかし、人間の
メカニズムの定量化は、思いのほか難しいのだ。だからこそ、「擬似的な人間」で
あるロボットを作って実験させ、人間のメカニズム解明に役立てるというわけだ。
無限に広がるロボット研究の可能性▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�

ロボット工学を用いた人のメカニズム解
明が大いに役立つ分野、それが医療や介護
の分野だ。高西教授は 1980年代から、リ
ハビリや歯学の専門科などと協力して「あ
ご関節ロボット」を作り、そこで得られた
データをもとに「あごに負担のかからない
リハビリ・歯の治療」といった研究に貢献
してきた。
そして近年、医学との共同研究のための

環境が整備された。早稲田大と東京女子医科大は 2008年、医・理・工融合研
究のための共同連携施設「早稲田大学先端生命医科学センター」を設立（写真 5）。
高西研究室もこの施設の中に入り、東京女子医科大の脳外科医や麻酔科医らと協
力しながら「メディカル・ロボティクス」の研究を進めている。
「たとえば、医学生・インターン生の利用を想定した、医療技術向上のための
練習用ロボットなどを作成しています。口から管を通す『気管挿管』においては、
医師の手技が足りないと大きな医療ミスにつながってしまいかねません。しかし、
医大生・インターン生らは動かない人形を使って練習したり、ベテラン医師に付
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図 4 早稲田大の理工系学部

基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部

数学科
応用数理学科
情報理工学科
機械科学・航空学科
電子光システム学科
表現工学科

建築学科
総合機械工学科
経営システム工学科
社会環境工学科
環境資源工学科

物理学科
応用物理学科
科学・生命化学科
応用化学科
生命医科学科
電気・情報生命工学科

＜早稲田大　創造理工学部総合機械工学科　高西淳夫教授のインタビュー＞

伝統と革新性をもつ「ワセダのロボット工学」▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�
日本は世界有数のロボット大国だ。国際ロボ

ット連盟が調査した世界ロボット市場統計
（「World Robotics 2008」）によると、生産労
働者 1万人あたりの産業用ロボット台数が最も
多いのは日本（310台）となっており、ロボッ
トの実用化において最も進んだ国だといえる。
それと同時に、『鉄腕アトム』『鉄人 28号』『ド
ラえもん』『機動戦士ガンダム』など、ロボット
をモチーフとした創作も非常に盛んに展開され
続けてきた。
そうした日本の中でもとりわけ、古くからロボット研究・開発が盛んであっ

たのが早稲田大学である。1973年、旧理工学部の加藤一郎教授（故人）らの研
究グループが、世界初の人間型二足歩行ロボット「WABOT-1」を開発したこと
でも知られている。
その加藤教授に学び、早稲田のロボット工学の伝統をいまに引き継いでいる

のが、同大創造理工学部の高西淳夫教授（写真）である。
「ロボットと一口に言っても、人間に近い特性をもつロボット（ヒューマノイ
ド）から産業用ロボット、ヒトの身体機能の一部を代替させるサイボーグまで
多種多様な種類があります。現在、我々が主として力を注いでいるのがヒュー
マノイドの分野で、特に医療・介護などへ応用できるロボットを追究していま
す」
高西教授は子どものころから、機械いじりの大好きな「科学少年」だった。
小学生のころからゲルマニウムラジオやトランジスタラジオを作ったり、「Uコ
ン」と呼ばれるワイヤーで飛ばす模型飛行機などを作って遊んでいたという。
「当時は、『鉄腕アトム』や『鉄人 28号』をテレビでやっていましたから、夢
中になって観ていましたね。自分ではまったく記憶していなかったのですが、
小学校の卒業文集には『将来は宇宙用のロボットを開発したい』と書いていた
ようです（笑）。当時は『ジェミニ計画（二度目の有人宇宙飛行計画）』が進めら
れていたり、アポロ 17号が持ち帰った『月の石』が日本で展示されたりしてい
ましたから、そうしたことに大いに感化されていました」
幼いころの夢は、ほぼ、実現することになる。早稲田大理工学部機械工学科

に入学した後、加藤教授のゼミに入り、そのまま大学院に進学してロボット研
究に没頭した。学部時代、卒業研究として最初に挑戦したプロジェクトが「義
手」の研究だった。手の平を失った人が身に付ける「筋電式電動義手」という
もので、前腕の筋肉が発信する電気信号をキャッチして動く、当時としては画
期的な「サイボーグ」であった。
大学院に進学すると、研究の方向性が少し変わってきた。先輩に誘われ、高

西教授は二足歩行ロボットの研究チームの一員となる。現在につながる、ヒュ
ーマノイドの研究の始まりだった。
ロボット研究は、ロボットの実用化がすべてではない▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�▪�
「ロボットに二足歩行させるということは、見た目以上に難しいことです。人
間にとってはごく自然な行動のように思えますが、実は絶妙なバランスで力を
コントロールして歩いている。そのことがロボットを作ってみると、本当によ
くわかるのです」

写真 5　2008年にオープンした早稲田大学先端生命医科学セ
ンター。早稲田大、東京女子医科大の学生・研究者の
みならず、企業研究者も多数在籍し、日々最先端の融
合研究を進めている。

高西淳夫教授
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InformationInformation
■履修単位の「質」追求　一橋大
大学で各科目の履修者に与えられる「単位」が、「質」を問われる時代になっ
てきた。各科目の成績に応じて軽重をつけ、取得した単位の質を数値化する「Ｇ
ＰＡ」が一定値以上であることを卒業要件とする大学も出てきている。一橋大
（国立市）も昨年度から採用した。及第点ぎりぎりでも必要な単位をそろえさえ
すれば大学を卒業できる、という時代は去りつつあるようだ。
一橋大は 2010年度入学生から、全 4学部でＧＰＡを卒業要件として適用す
る。入学だけでなく卒業にも高いハードルを学生に課すことになる。
教育・学生担当理事の落合一泰副学長に聞いた。
――ねらいは。
「教育の質の保証が大前提。教えっ放しでなく、アウトプットも重視しようと
いうこと。国際化が進み、ＧＰＡなしでは海外の大学と交換留学などをやって
いくのが難しい事情もある」
「従来は単位をそろえることが重要だったから、楽勝科目などの情報が飛び交
い、教育上、大きな障害だった。そこで卒業にはＧＰＡ 1.8が必要とした。将
来は 2.0にしたい」
――この 1年の取り組みや成果は。
「ＧＰＡ導入にあたっては、低成績の学生への目配りが大事。そのための作業
部会を設けた。ＧＰＡが低いまま 4年生になると、回復は難しい。授業への出
席率などを見て、ＧＰＡが低くなりそうな学生を早い段階で見つけるようにし
ている。1年目の夏学期の成績が出た昨年 10月、ＧＰＡが低い学生対象の説明
会もした。よい成績が取れそうにない科目の履修を撤回できる制度も認めた」
「暫定的な結果だが、（本格導入した）昨年度の 1年生に占めるＧＰＡの低い
学生の割合は、試行的にやった 09年度より数％下がった。教員の学生に対する
態度も変わったと思う」
――今後の課題は。
「本学は伝統的にゼミを重視し、ゼミを基盤に卒業論文も書く。卒論をＧＰＡ
の対象にすべきかどうかが今後の議論になるだろう。ＧＰＡを優秀者表彰に使
って学生の励みにもしたい。もともと学部間の垣根が低く、他学部の授業を容
易に取れることが一橋大の長所。ＧＰＡ導入に際しても一層推し進めたい点だ」
――入るのも、出るのも難しい大学になります。
「就職や資格取得などのため、今も一定割合の学生が留年している。ＧＰＡ導
入でさらに留年者が増えるのでは困る。ただ、きちんとしたケアは必要だが、数
年前からの試行を見る限りＧＰＡだけで卒業率が下がることはないようだ。学
生を信頼しているし、本格導入した 1期生が卒業する 3年後がとても楽しみだ」

（朝日新聞　6月 14日より抜粋）

■同志社大、博士課程を無償化へ 34 歳未満の学生対象
同志社大学（京都市）は、法科大学院とビジネススクールを除くすべての大学
院博士課程の学費を来年 4月から年齢制限付きで無償にする。国内外の優秀な
若手研究者を集めるねらい。大学院生への経済支援は京都大や慶応大でもあり、
大学の生き残りをかけた動きが広がっている。
同志社大によると、博士課程の入学時に 34歳未満の学生が対象。入学金や授
業料などを 3年間、返済が要らない奨学金として支給する。八田英二学長は
「意欲ある学生を受け入れ、世界で活躍できる人材を育てたい」と話す。
また、5年一貫制の大学院「脳科学研究科」を来年 4月、学研都市キャンパ

ス（京都府木津川市）に新設する。初年度は定員 10人で、学費は入学時に 32

歳未満なら 5年間無償にする。
（朝日新聞　7月 4日より抜粋）
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き添われながらも実地で、技術を磨くとい
うケースが大半でした。そこで人間の上半
身を模したロボット（写真 6）を作り、そ
れを用いて気管挿管の練習をすると術式の
スピードや正確さを点数化して表示するシ
ステムを目指しています。2011年内の実用
化に向け、詰めの段階に至っています」
これと似たものとして、人間の皮膚をも
したツールに縫合、結紮を行い、術式の正
確さを測る装置（写真 7）も製作している。
日々ユニークな研究を重ねる高西教授の研
究室。ここで学ぶには、原則的には、創造
理工学部総合機械工学科に入学し、3年次の
ゼミに加入する。4年生から本格的な研究
（卒業研究）が始まり、その後も約 9割の学生が大学院に進学をして研究を重ね
る。
「ロボットは一人で作るのではなく、ある人は制御システムを担当し、ある人
は電子回路を担当し、ある人はコンピュータソフトを担当するという形で、チ
ームを組んで 1つのロボット製作に挑みます。工学的な知識はもちろん、生物
学の知識や医学的な見地が必要な場面も多く、他分野の講義や女子医大の先生
方に紹介していただいたセミナーに参加して学ぶ学生もたくさんいます」
ますます多様な知識が必要となっている、ロボット研究の分野。それゆえ、
研究に携わる人も、今後は一層多様化していくと高西教授は考えている。
「感情をもったロボットといったものが、今後は生まれてくるかもしれません。
しかし、感情を工学的に解明した研究はまだ少ない。私の研究室では文学部の
木村裕教授の協力を仰ぎながら、感情のメカニズムを説明する『情動方程式』
といったものを研究しています。つまり、心理学を学ぶ人が将来、ロボット研
究に携わることも考えられるのです。ロボット研究がいろんな人にとって身近
となる未来を、期待しています」
最後に、大学での研究を志す学生に向けたメッセージを伺った。
「まず、大学での学びは論理能力を磨くためのものだと考えてほしいのです。
高校までの勉強は、答えが 1つの問題を解くものが大半ですが、研究の世界に
『答えが 1つのもの』は存在しないといっても過言ではありません。特にロボッ
トの世界は、材料、回路、ソフトウェアに無限の組み合わせパターンがありま
す。目的に合った最適な組み合わせは何か、その論理を組み立てる能力を、養
ってほしいと思います。もう一点は、チームワークの大切さを学んでほしいと
いうことです。技術が複雑化した現在、社会に出て 1人で行う研究というもの
は、ほぼ存在しなくなっています。チームで一丸となって、個々人の能力を引
き出せる人になってほしい。その基本は、友達を大切にすることだと思います。
大学に入ってからも、仲間付き合いを大切にしてください」

2012年度入試から変更されるセンター試験の理科および地理歴史・公
民について、2科目受験した場合、高得点科目と第 1解答科目のいずれで
合否を判定するかを、前回に引き続き調査した。7月中に各大学の入学者
選抜要項が発表されるため、これに合わせて多くの大学で変更が発表され
ると予想される。

2012 年センター試験の理科および地理歴史・公民
の 2 科目受験について

2012 年度センター試験で理科、地理・公民を 2 科目受験した場合に合否判定に利用する科目
①　難関国立大学
大学 理科 地歴・公民 備考

※括弧は今後変更の可能性があるもの

北海道 (高得点科目) (高得点科目)
東北 第 1解答科目 第 1解答科目
東京 第 1解答科目 第 1解答科目
東京工業 - 第 1解答科目
一橋 第 1解答科目 第 1解答科目
名古屋 第 1解答科目 第 1解答科目
京都 (高得点科目) (高得点科目)
大阪 第 1解答科目 第 1解答科目 人間科学部、経済学部の一部を除く
神戸 第 1解答科目 第 1解答科目
九州 第 1解答科目 第 1解答科目

② その他の国公立大学で、第 1 解答科目を指定している大学

国立

公立

帯広畜産、茨城(数学、理科の 2教科から 3科目および各教科それぞれ 2科目を課す
学部・学科・課程を除く)、埼玉(教育学部を除く)、東京農工、金沢(人間社会学域学校
教育学類・地域創造学類を除く)、京都教育(教育学部技術領域・家庭領域専攻〔前期〕
を除く)、京都工芸繊維、大阪教育、和歌山、岡山、広島、山口、高知、九州工業
札幌医科(保健医療学部看護学科を除く)、福島県立医科(看護学部を除く)、
石川県立、長野県看護、京都府立、大阪市立(経済学部以外)、神戸市外国語、
岡山県立、県立広島、山口県立、北九州市立、沖縄県立看護

写真 6　医学生が気管挿管を練習するための上半身ヒューマノ
イド。挿管の正確さをコンピュータ形跡する。

写真 7　皮膚の縫合、結紮もリアルに再現。

■ＧＰＡ
グレード・ポイント・アベレージの略。米国の大学では一般的な成績評価方法。各科目の成績に応じて点数

（グレード・ポイント）を与え、平均値を卒業や退学の基準などに活用する。文部科学省の調査では 08年度現在、
国公私立の 330大学（約 46％）が学部段階で導入。33大学が卒業判定の基準にしているが、国立大では 6大
学にとどまる。


