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進路のヒント Ⅰ
ススメ！理系
次世代エンジニア育成のために
アマゾン・ロボティクス・チャレンジ

「Stow task」部門で世界３位に
輝いた中京大学工学部に聞く
中京大学工学部　学部長　橋本学先生

ススメ！理系
ヘッドピンを倒せ！
コントロールできるものを見つけ、
それを全て理想に近づけよう
マツダ株式会社常務執行役員　人見光夫氏

ススメ！理系
求む！ITで人の役に立ちたい学生
ITクラフトマンシップを掲げ、
働き方改革を先導する
ゾーホージャパン（株）。
これからのITエンジニアの
育て方について聞く
ManageEngine & WebNMS　事業部　事業部長
技術部長　大山一弘氏

進路のヒント Ⅱ
大学独自の奨学金制度
2020に向けて
千葉商科大学が
一般入試・センター試験利用入試に
『総合評価型』を導入

連載 16歳からの大学論
シリーズ 大学が地域の核となる
京都文教大学の挑戦

大学ジャーナルオンラインから

大学トップから高校生へのメッセージ

全米の高校生が注目するウォール・ストリート・ジャーナル/TIMESの最新ラン
キングでは総合15位、THE世界大学ランキングでは60位の南カリフォルニア
大学(略称：USC)。第11代学長のC.L.マックス・ニキアス先生は、キプロス出身
でデジタル信号処理の分野の先駆者。古典も教えておられるためか、ゆっくり
とした話しぶりと穏やかな物腰からは、アメリカで厳しい競争社会を生き抜い
てこられたとは思えないゆとりを感じさせてくれます。来日に合わせて、USC
について、日本の高校生へのメッセージをお聞きしました。

キャンパスは
世界の縮図、
グローバル社会を
生きていくのに
必要な体験を
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学部には、人文科学、映画技術、教育、
音楽、社会福祉、会計、コミュニケーション・ジャーナリズム、
工学、作業療法、建築、舞踊、老年学、薬学、美術・
デザイン、歯学、法律、理学療法、ビジネス、演劇、
医学、公共政策の２２学部がある。

注目の学部としては、USCスクール・オブ・シネマティッ
ク・アーツ（映画芸術学部）、USCアネンバーグ・スクー
ル・フォー・コミュニケーション・アンド・ジャーナリズム（コ
ミュニケーション・ジャーナリズム学部）、USCレオナード・
デイビス・スクール・オブ・ジェントロシー（老年学部）な
どがある。

研究機関は100以上あり、その中で注目されているも
のにはUSCクリエーティブ・テクノロジー研究所（ICT）、
USCリスク・アンド・エコノミック・アナリシス・オブ・テロ
リズム・イベンツ研究所（ＣＲＥＡＴＥ）、ＵＳＣアルツハイ
マー・セラピューティック研究所（ＡＴＲＩ）などがある。

著名な卒業生・校友には　安倍晋三（現内閣総理
大臣）、三木武夫（元内閣総理大臣）、山中毅（五輪
競泳　４つの銀メダル保持者）、ロバート・ミツヒロ・タカ
スギ（日系人初の連邦判事）、ジョン・ウェイン（俳優）、ニー
ル・アームストロング（宇宙飛行士）、ジョージ・ルーカス（映
画監督）、フランク・ゲーリー（建築家）らが含まれている。

USCコラム

南カリフォルニア大学　学長
（USC：University of Southern California）

C.L.マックス・ニキアス先生
（Dr.C.L.Max Nikias） 

南カリフォルニア大学(USC)の第11代学長。現人文科学の分野において
ロバート C. パッカード学長職と、マルコム R. キュリー職を兼務。USCヘル
スシステム理事会議長1991年からUSCで教鞭をとり、ナショナルリサーチセ
ンターのディレクター、学部長、学務担当副学長などを経て、2010年8月から
現職。電気工学と古典の教授職を務め、毎年秋期には新入生向けの古代
アテネにおけるデモクラシーと演劇の特別セミナーを担当している。デジタル
信号処理、デジタルメディアシステムと生体臨床医学研究の先駆者として世
界的に知られ、、その数々の発明や特許は、米国国防省によってソナー、レー
ダーやコミュニケーションシステムに採用されている。全米技術アカデミー、ア
メリカ芸術科学アカデミー、アテネアカデミー、米国発明家アカデミーなど、複
数のアメリカの国立アカデミーに所属。カーネギー財団からは、栄誉ある、アカ
デミック・リーダーシップ賞も授与されている。アテネ国立技術大学で学士号
を取得したのち、ニューヨーク州立大学バッファロー校で修士号（科学）と博
士号を取得2人の娘さんは、ともにUSCを卒業。
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USCのミッションと、
日本の高校生へのメッセージ

はじめに少し本学の紹介をすると、
西海岸の大学では最も古い歴史があり、
アイビーリーグも含むトップ 28 私立大
学の一つです。また、全米に約 3000 あ
る大学のうち、研究力があり、大学の
役割である教育と研究の双方が機能す
るリサーチユニバーシティと呼ばれる
トップ 60 の大学の中でもトップランキ
ングに位置付けられています。

このような大学としての USC のミッ
ションとは、大学で創造された知を次
の世代へ渡していくこと、言い換える
と新しい世代へ教育のサイクルを毎年
毎年つないでいくこと、そしてこれま
で蓄積してきた知を伝えるだけでなく、

新しい知を創造し、それを学生に翻訳
することの二つだと言えます。

本学には 2016 年度秋学期で 44,000
名以上の学生が在籍していますが、学
部 生 は 約 19,000 名、 大 学 院 生 が 約
25,000 名。学部 1 年生は 2,800 名です
べて高校卒業者、男女比はおよそ46：
54 です。これはアメリカの高等学校で
は女性の卒業生が多いことによるのか
もしれませんが、倣っておくと女子大
になる懼れもありますから（笑）、アド
ミッションオフィスでは、できるだけ
50:50 に保とうと苦労していると思いま
す。3 年次編入は 800 名で、多くはコ
ミュニティカレッジ出身者。この中には
一旦社会に出ていた学生も含まれてい
ます。ちなみにトップ 28 私大の中で、
コミュニティカレッジからの編入を受け

入れているのは唯一 USC だけです。大
学院生の多くは社会で 3 年以上働いて
きた人たちです。

日本人学生は学部生 39 名、大学院
生 85 名、履修証明プログラム等を受講
する学生が 73 名、全部で 197 名です。
海外の高校生が学部へ入学するのに必
要なことは募集要項を見てもらえばい
いですが、語学力に不安のある場合は、
USC 国際語学アカデミーで、例えば入
学前の夏に、2、3 ヶ月集中的に勉強し
てもらうことができます。また、たとえ
入学してくる学生が、大学教育を受け
るのに必要な資質を十分備えていなく
ても、卒業する時には花が咲くように
指導するのも大学の目的だと考えてい
ます。
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「宇宙に憧れる」「航空機が好き」その思いを技術に変える。
宇宙航空産業の集積地で体験しながら学ぶ環境をそろえ、
モノづくり現場の未来をけん引する人を育成します。

"スマートな社会"を実現する
"次世代製品"を生み出すため
企業の要請に応えて学びのカタチと環境を一新 ！
新しい発想や価値を創造できる
次世代の技術者を育成します。

■工学部　機械工学科／電気システム工学科＊1／都市建設工学科／建築学科／応用化学科／情報工学科／ロボット理工学科／宇宙航空理工学科＊2　
■経営情報学部　経営総合学科　■国際関係学部　国際学科　■人文学部　日本語日本文化学科／英語英米文化学科／コミュニケーション学科／心理学科／
　歴史地理学科　■応用生物学部　応用生物化学科／環境生物科学科／食品栄養科学科（食品栄養科学専攻、管理栄養科学専攻）　
■生命健康科学部　生命医科学科／保健看護学科／理学療法学科／作業療法学科／臨床工学科／スポーツ保健医療学科　
■現代教育学部　幼児教育学科／現代教育学科（現代教育専攻、中等教育国語数学専攻）　　　　＊1 2017年4月、既存の学科を統合し、開設　＊2 2018年4月、開設

〒487-850愛知県春日井市松本町1200
0120-873941 中部大学入学センター

文理融合７学部がワンキャンパスに集結する総合大学

電気電子システム工学科

まちづくりのプロフェッショナルに
ふさわしい知識・技術を修得します。

都市建設工学科

2018年
4月開設

【定員80名】

特別奨学生試験

4年間の授業料等を全額免除

検索中部大学

電気システム工学科 ＋ 電子情報工学科

https://www.chubu.ac.jp

中部大学の最新情報は
ホームページへアクセス！

2018年
4月開設

【定員160名】

2018年4月
定員増

【定員80名】

●全問マークシート（マークセンス方式）です。
●3教科以上を受験し、必須科目を含めた高得点の
　3教科で合否を判定します。
●試験教科・科目は学部により異なります。　

12/17（日）

お問い合わせは入学センターまで

http://www.chubu.ac.jp/
0120-873941入試情報

ホットライン

ハ ナ サ ク ヨ イ

【
併
願
可
】

成績優秀者は、前期試験の合格候補者に、一足早くなれます。

特別奨学生に選ばれなくても

前期試験の「合格」の権利を年内に。

試験日 出願期間

試験方法

最
大
で

USCに期待してもらえること

日本人の高校生が本学を選ぶにあたっ
て、大きなメリットとなるのは豊かな国際
性だと思います。本学には全米 50 州はも
とより、世界 128 の国・地域から、約 90
の異なる宗教を信仰する留学生が集まっ
ていて、その数は約 13,340 人で、全米で
は 2 番目の人数です。私は日頃から、大
学のキャンパスは世界の縮図でなければ
ならないと思っていますが、経済がグロー
バル化し、企業間の競争もグローバル化
している今、大学での国際的な体験は以
前にも増して重要です。学生時代にそれ
を十分積んでおけば、卒業してキャリア
をスタートする際、すでにそういう社会に
対応できるスキルが身についているから
です。そういう意味からも、USC のキャ
ンパスはまさに教育的（educational）な
環境だと言えるでしょう。

奨学金に関して USC は、国内最大級の
財源を持っていて、その中から年間 3 億
3 千万ドルを拠出しています。ただ、海
外からの学生に対しては大学院が中心で、
学部段階では学費に教科書代、寮費を合
わせると、他の米国トップ 20 校に進学す
る場合と同じように、日本よりはかなり高
額になることは覚悟しておいてほしいと
思います。もちろんそれに見合った将来
が得られるはずです。一方、大学院では
海外からの学生に対しても手厚く、それ
らをフルに使えば授業料が無償で、かつ
給与をもらうこともできます。

USC の学部はアカデミックなものだけでなく、スポーツからアート、さらには
エンターテイメント系まで揃っていて、卒業生にはハリウッドの著名人などもいま
す。スポーツでは一時、オリンピックで獲得した金メダル数が、日本より多いこと
もありました。また富裕層の子弟も多く、独特の雰囲気があるのも特徴の一つとい
えるかもしれません。

この留学生活で得たのは、そんな独特な世界で培った多様性への理解、そこで生
き抜くための忍耐力で、今現在でも私の人生に大きく影響していると感じさせられ
ます。

USC に入学すると、「あなたは今日からトロージャンファミリーの一員です」と
歓迎されるように、USC はファミリーであることをとても大切にしています。卒
業生の集まりなどに行っても、知らない人とでもすぐ親しくなれるのもそのため。
当然、仕事を紹介しあうことも多くなるし、生涯のネットワークにもなります。

（お二人の詳しいお話の続きは次号で）

英語での発信力を磨き、日本の広報力を
高めることに貢献したい

卒 業 生 は 語 る

山田　真梨子 さん
 （2007年人文科学部卒）

USCで日本語と国際関係を学び、
今は日本の大学の国際広報に貢献
東京大学本部広報課　特任専門職員
ウィットニー・マッシューズWhitney Matthews さん

（2008年人文科学部卒）

高い研究力を支えるのは、年間約 7 億
ドルの研究費です。多くは連邦政府の競
争的資金や民間の基金から調達していま
す。工学系、医学系を筆頭に産業界との
結びつきも強く、アメリカの中でも最大級
のスポンサープログラムでは、年間 5000
～ 6000 万ドルを支援してもらっています。

デジタルテクノロジー時代の
コミュニケーションと、
ミレニアルズ※の
マインドセットについて

私は最近、E メールの使用を自粛して
います。大学のような大きな組織を運営
するリーダーとして、毎日多くの時間を、
それを読んで返事をするのに割くのは効
率的ではないと考えたからです。チーム
のメンバーとはできるだけ顔を合わせる、
あるいは電話で話すようにしました。この
方が、時間はかかるがはるかにコミュニ
ケーションを取りやすく、しかも生産的で
す。《USC は学生との距離の近い大学で
ありたい》という強い思い入れから、私
が主導して小グループの学生との定期的
なミーテイングも始めました。短時間で
すが、大学の良い点、改善すべき点など
について、つねに貴重な意見が聞けます。
状況にもよりますが、、やはり顔と顔を合
わせ、お互いに顔の表情を見ながらコミュ
ニケーションを図ることは、感情的なつ
ながりも持ててとても有意義です。将来、
もっと VR やイマージング、没入型の技

術が進化して、バーチャルな環境で電話
会議ができるようにならば別ですが、そ
れまではできるだけ顔が見え、声の聞こ
えるコミュニケーションを大事にしたい、
E メールは TXT メッセージのサイズに限
るべきではないかとさえ考えています。

デジタルテクノロジーの進化によるだ
けではないと思いますが、ミレニアルズ
ポピュレーションの学生のマインドセット
はアメリカでも問題です。彼らは大学を
高校の延長のように考えていて、大学に
も、保護者同様、自分たちに快適な環境
を整えてくれるべきだと期待しているよう
です。

そこで私たちは新入生に対して、大学
ではこれまでの快適さから抜け出すこと
が重要で、リスクを取ることを恐れない
ようにと繰り返し伝えています。リスクを
取っても、もちろん 80% 程度は成功しま
せん。大事なことは、リスクを取り失敗
を重ね、そこからできるだけ早く立ち直る
ことを大学の 4 年間で学んでもらうこと。
なぜならそれが人生だからです。
※ミレ二アル世代のこと。1980年ごろから2000年の初期にかけ
て生まれた世代。
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アマゾン・ロボティクス・
チャレンジに参加する意義

今年の第３回アマゾン・ロボティクス・チャレンジ
には、世界各地から約 30 チームが応募し、その
中から予選を勝ち抜いた16 チームが名古屋に集
まり、それぞれが考案したユニークな人工知能ロ
ボットで、「Pick task」（商品を棚から取り出して
箱に入れる動作）と、「Stow task」を競いました。
海外からは、マサチューセッツ工科大、プリンスト
ン大、カーネギーメロン大、ボン大学などが、日
本からは、東京大、奈良先端科学技術大学院大、
鳥取大学が参加しました。

私たちのチームのこれまでの成績は、第１回ア
メリカ大会が「Pick task」部門で６位（この時は

「Stow task」部門がなく、大会名もアマゾン・ピッ
キング・チャレンジ）。ドイツのライプツィヒで行われ
た第２回では、「Pick task」部門で８位（この
時から「Stow task」部門も開設）でした。

この大会には、研究上、教育上の 2 つの点で
大きな効果があると考えています。まず研究面では、
参加学生たちが、人工知能とロボットの世界レベ
ルの最先端技術を開発することです。この大会で
上位に食い込むためには、深層学習を用いた物
体識別や、3 次元物体認識など、その時点で最
高レベルの高度な人工知能技術を開発していく必
要があります。その結果、それらの技術は研究論
文にまとめられて国内外の学会などで発表できる

レベルになります。また教育面では、この大会が、
学生たちのモティベーションアップと視野を広げるこ
とに大きく寄与していることです。本研究室からも、
応援団も含めると30 人以上の学生がこのイベント
に出場し、同じ目標をもって挑戦している世界中の
学生たちと交流しました。これは世界視野をもつエ
ンジニアを目指す学生たちにとっては、たいへん大
きな財産となります。

次世代エンジニアに求められる力

次世代エンジニアに求められる力は 4 つです。
その中で最も大切なのは、我が国が強みとするも
のづくりに関する「技術力」です。特に強調した
いのは、ハードウエアもソフトで作り、創薬にも
AI やロボットが係わる今、その価値を最大限
に活かすための高度な情報技術やシステム技術
を駆使する力が重要であるということです。また、
システムが複雑化・巨大化してくると、チームを超
えて、場合によっては他社と横の連携を図らなけ
ればならないことから、核となる要素技術に加えて、
システム全体を設計する力（グランドデザイン力）
が必須となります。

二つ目は「即戦力」。ただしこれは、アプリを
使いこなすなどの「すぐに使える技術」という狭
い意味ではなく、世界や社会の情勢がどのように
変化しても《自分なら必ず問題解決できる》とい
う強い自信の根拠、源泉となる力のことです。具
体的には、基礎数学、物理、化学などの基礎

的な力や、論理力や問題分析力、文章読解・
構成力のようなすべての分野・領域に共通する
基礎スキル、さらには粘り強さや集中力のような資
質です。

三つ目は芯（心の内部）に世界視野を持ち、
何事もグローバルに考えることができる能力です。
すべての産業において、大手企業に限らず、グロー
バル経営が不可欠になっている今、英語が話せ
るというスキル以上に、何を考えるにしても、常に
世界を見据えて考えるという自然な価値観を養うこ
とが大事です。

四つ目は、挑戦そのものを恐れないこと。挑戦
しなければ失敗はしませんが、成功もしません。ど
ちらの経験もなければエンジニアとしての成長は望
めません。産業界が求めるのは、失敗しない人
材ではなく、挑戦する人材。「挑戦しないこと」は、
失敗しないという安心感と引き替えに、成長の好
機を自ら放棄しているということに気づかなければな
りません。

工学部および機械システム工学科・
橋本研究室の人材育成方針と取組み

中京大学工学部は《ものづくり学術交流拠点》
と位置付ける名古屋キャンパスと、《IT 産学連
携拠点》と位置付ける豊田キャンパスに４学科（機
械システム工学科、電気電子工学科、情報工
学科、メディア工学科）を展開。Wコア連携と
呼ぶ独自の仕組みで、即戦力、適応力、基礎
力の養成を通じて、《次世代に活躍できる工学人
材の育成》を目指しています。

カリキュラムの特徴を一言でいうと、体験重視
の実習系科目と、分野を問わず応用可能な理論
を学ぶ座学とが協調する初年次教育、さらに早
めの研究室所属（２年後期から３年にかけて）に
よる「日々 の研究活動を通じた教育」にあります。

また中京大学は 11 の学部を有する総合大学
です。このスケールメリットや充実した施設を使っ
て、他学部の学生と連携して研究を行ったり、日
常的に交流することで、幅広い視野を養うこともで
きます。

こうした恵まれた環境をベースに、本研究室で
は、企業から高く評価される人材を育成するため
に、3 つの独自の仕組みを設けています。

一つ目は「物事に挑戦する機運を作り上げる
ための仕組み」。研究室内独自のコンテストや、

他大学との共同研究、学外コンテストなどに挑戦
し、他者から評価を受ける機会をたくさん設定し
ています。学生たちは、挑戦すればよい結果を
生むこともそうでないこともある、成功にも失敗にも
明確な理由がある、負けたときでもがんばれば次
に勝てることがあるということを学び、徐 に々挑戦
を恐れなくなります。

二つ目は「過去、現在、未来の《つながり》
を感じさせるための仕組み」です。本研究室で
は、配属が決まった時点から多くの自主課題を課
します。個々の学生に合った適切な難度の、「が
んばれば解ける」レベルの課題を設定し、振り返
りの機会を増やすことで、学生自身が自分の成長
を確認する機会を多く与えます。これにより、学生
たちはまず「過去の行動と現在の自分」がつな
がっていることを意識し始め、「努力力」（努力す
る力）の大切さを知ることになります。それらはや
がて、「現在のがんばりが未来の自分を作ってい
くに違いない」「なりたい自分になるためには奇跡
に期待してはいけない」などの確信に変わってい
くのです。

三つ目は、「社会との接点を持つための仕組
み」です。今回のような大会や卒業研究以外に
も、学生のほぼ全員が、工学部が支援する学
生主体のプロジェクト、国内外の学会発表、企
業や公的機関と行う研究プロジェクトなどにも積
極的に参加しています。企業を経験した者から
すると、学生を大学という小さな世界の中だけで
育てるのはとても難しい。そこで自分たちと異な
る価値観を持つ企業人に触れたり、他大学の
同年代の学生たちの存在を実感したりすること
で、大学や研究室は実は広い世界の中のほん
の一部の組織体に過ぎないことを自覚してもらうこ
とが必要です。自分を常に広い視野でポジショ
ニングする、このことは、グローバル時代のエン
ジニアに欠かせないことなのです。

P r o f i l e

大阪府立住吉高等学校出身。1985年大阪大学工学部溶接
工学科卒。1987年大阪大学大学院工学研究科修了。同年
三菱電機（株）入社。生産技術研究所 先端技術総合研究所
に勤務。2008年中京大学情報理工学部教授。2013年中
京大学工学部教授。2017年中京大学工学部学部長。専門
は画像情報処理、知能ロボティクス。

中京大学工学部　
学部長　
橋本　学 先生

ロボカップ2017名古屋世界大会（７月26日～30日、於：名古屋市港区のポートメッセ名古屋・
武田テバオーシャンアリーナ）に併催された知能ロボット競技大会、「第３回アマゾン・ロボティク
ス・チャレンジ」で、中京大学（知的センシング研究室）は三菱電機株式会社（先端技術総合研究
所）等との合同チーム（チーム名：MC2）で出場し、「Stow task」（商品を棚に収納する動作）部門
で世界３位、日本勢ではトップとなりました。中京大学から参加したのは工学部機械システム工
学科・橋本研究室の学生・院生の20人。橋本先生に、好成績の要因と、AI、ロボット時代に向け
た高度エンジニアの養成について、産学連携教育などをキーワードにお聞きしました。

ススメ！理系進路の
ヒント

次世代エンジニア育成のために

アマゾン・ロボティクス・チャレンジ「Stow task」部門で
世界３位に輝いた中京大学工学部に聞く
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P r o f i l e

1979年 東京大学大学院航空工学科修士課程卒業。同
年、東洋工業（現在のマツダ）入社。2001年 パワートレイン
先行開発部長、2007年 同開発本部副本部長、2010年 
同開発本部長。2011年 執行役員 パワートレイン開発本部
長、コスト革新担当補佐。2014年 常務執行役員 技術研
究所・パワートレイン開発・電気駆動シ
ステム開発担当。2015年 常務執行
役員 技術研究所・パワートレイン開発・
統合制御システム開発担当。2017年 
常務執行役員（シニア技術開発フェ
ロー）技術研究所・統合制御システム
開発担当。著書に『答えは必ずある―
逆境をはね返したマツダの発想力』（ダ
イヤモンド社：2015年）他岡山県立岡
山朝日高等学校出身。

マツダ株式会社常務執行役員　
技術研究所・パワートレイン開発・
統合制御システム開発担当
シニア技術開発フェロー
人見　光夫 氏

地球温暖化防止、CO２排出削減を旗印に、自動車産業では、ハイブリッド車
（HV）や電気自動車（EV）、燃料電池車（FCV）の改善、改良が進んでいま
す。2040年までには、イギリスやフランスが、ガソリンやディーゼルを使っ
た内燃機関（エンジン）しか持たない車の販売を禁止するとも言われてい
て、それに追随する動きが増えるとも予想されています。一方、近い将来に
おいて、世界中の車をすべてEVやFCVにするのは現実的ではないとして、
ヨーロッパを中心に内燃機関の改良をさらに進めようという動きもありま
す。日本では唯一、乗用車部門で内燃機関の改善でヨーロッパに対抗する
のがマツダ。ディーゼル車で世界最高効率の燃費を実現したパワートレイ
ン※１開発責任者の人見光夫さんに、内燃機関へのこだわり、その改善にか
ける意気込み、イノベーションを生むための秘訣についてお聞きしました。
※１　エンジンやトランスミッション、ドライブシャフトなど、パワーを生成し、伝達する機構。

　自動車産業の今後の展望と、
　私たちの選択

2011 年、スカイアクティブ※２ガソリンエン
ジンを積んだ『デミオ』は、当時の日本の法
定モードである 10-15 モードにおいて 30㎞ /
ℓという HV 車並みの数字を達成し※３、内燃
機関の改良で HV 並みの環境に優しい車が作
れることを世界に示しました。

しかし皆さん方の中には、自動車産業へ
の誤解も根強いかもしれません。内燃機関は
CO2 を排出する元凶で、地球規模での車の大
幅な増加を考えると、将来的にはすべての車
をクリーンエネルギーを使う EV や FCV に
置き換える必要があると。

もう内燃機関の時代は終わった、これから
は電気の時代だと言われ始めてしばらくする
と内燃機関に関連する大学の研究室には、学
生が集まりにくくなったと聞いています。

CO2 排出と地球温暖化の相関については、
学術的な検証に委ねるとして、クリーンなエ
ネルギーである電気や水素だけで、世界中の
自動車を動かすべきだという言説には巧妙な
トリックが潜んでいます。

まず「クリーンなエネルギーを使って」と
いう言葉が問題の本質を隠しています。

電気で言えば、確かにそれ自体はクリー
ンエネルギーですが、それがどのように生み
出されたかについても考える必要があります。
たとえば日本の場合、３.11 以降、その 90％

近くは火力発電（うち 30％近くは石炭）によ
るものです。当然、EV は火力発電による電
気で走っているということになります。EV
推進のため、その販売割合を法律で定めたカ
リフォルニア州でも、石炭を使った火力発電
所があります。また現在の EV に欠かせない
大型の電池の製造に伴う CO2 の排出も考える
必要がありますから、EV を CO2 排出量がゼ
ロでクリーンであるという誤解を生むような
伝え方は問題があると思います。［コラム］

もう一つ、近い将来、世界で 15 億台にも、
20 億台にもなると予想される車の多くを EV
にしたとして、その充電に必要な電力がどれ
ぐらい要るかを誰か考えたことがあるでしょ
うか。

国内で考えると、一年間で車が消費する
ガソリンと軽油の半分を内燃機関の代わりに

“再生可能エネルギーで走る EV”で肩代わり
するとして、EV のために今より追加で必要
な電力は一年間で 1790 億 kWh。それを現在
の発電容量比率である太陽光発電で 85％、風
力発電で 15％という分担比率で考えると、一
年あたり太陽光発電が 1520 億 kWh と風力発
電は 270 億 kWh 今より余計に発電しなけれ
ばならない。太陽光発電と風力発電の現在の
日本における稼働率はそれぞれ 13％、20％で
あるため、必要な発電設備容量はそれぞれ１
億 3000 万 kWh、1500 万 kWh となります。

内燃機関を EV に替えてガソリン、軽油の
年間消費の半分を減らすには、EV にしにく
い大型車は内燃機関のままとすると、大ざっ
ぱな試算では大型車を含めて日本にある 7700
万台の車のうち大体 4400 万台を EV にしな
いといけなくなる。台風などが接近している
暑い日にほとんどの家庭ではエアコンを使用
していますが、そんな最中の夜、みんなが
一斉に充電したらどうなるでしょうか。夏の
暑い日は日本の電力供給力の余裕は 2000 万
kw から 4000 万 kw 程度しかありません。家
庭用充電器は３kw ですから、2000 万 kw な
ら 700 万台弱の充電しかできません。それ以
上では停電します。夜は太陽光発電はできま
せんからバックアップとしての火力発電の増
強が必要になります。このバックアップ火力
発電は、今ある火力発電と合わせて現状の火
力発電相当の発電量の供給をすればいいだけ
なので稼働率は大幅に低下して、維持費が大
幅にあがりコストアップします。太陽光発電
も火力に比べると高くなりますから、皆さん
の負担をする電力料金は高くなります。さら
にいうなら、この太陽光や風力発電で得られ
た電力を電気自動車などに回さず、発電時の
CO2 発生の多い石炭発電の抑制に使えば電気
自動車に使うよりはるかに CO2 抑制効果が高
いということです。バックアップ火力発電も
充電器も準備することなくより大きな効果が
出るのです。

ヘッドピンを倒せ！
コントロールできるものを見つけ、

それを全て理想に近づけよう

また内燃機関の改善余地はまだまだ大きく
残っています。石炭発電だけですべての自動
車よりも沢山の CO2 を出しているわけですか
ら、発電領域は発電領域で CO2 を減らす努力
をし、自動車は自動車で内燃機関を改善する
といったように、双方で努力するほうがはる
かに効率的、効果的に CO2 を低減できます。
また大都市の大気汚染が進んでいるから都市
部から内燃機関車を排除するという動きに関
しても、最新の排ガス規制に不正などしない
で対応した車であれば問題は起きないと考え
ています。なぜなら大都市東京では自動車起
因の環境問題は出ていないからです。

※２　スカイアクティブテクノロジー。マツダの理想を追求するため
に新規開発されたエンジン、トランスミッション、ボディー、シャシーの
総称。2006年にスタートし、2010年にマツダの新世代技術とし
て正式発表された。
※３　カタログ燃費と実際走行時のモードとでは違うが、その乖離
は電気自動車の方が大きいとされる。

　ヘッドピンを狙え

もちろん私たちは企業ですから、内燃機関
の改良は理想論だけによるものではありませ
ん。会社の規模や財務状況、置かれたポジショ
ニングを考えた消去法による選択、決断によ
るものでもありました。

もし当時、HV や EV 開発に着手していた
としても決して利益は生んでいなかったと思
います。特にEVは全く利益などは生まなかっ
たでしょうから選択肢にはなりえませんでし
た。バブル崩壊以降、経営危機に見舞われた
弊社は、一時は外資による資本提携を受け入
れるなど、生き残りに汲々としてきました。
しかもヨーロッパの排出ガス規制は年々強ま
る一方ですから、それに対応しながら、少な
い資金で製品の独自性を出すには、強みであ
る内燃機関※４の効率改善、燃費改善に託すと
いう選択肢しかありませんでした。

そのエンジンの開発を責任者として任され
た私が心掛けていたのが、ボーリングに譬え
ればヘッドピンを狙ってそれを倒すことでし
た。それを上手に倒せば、他のピンも全て倒
せる、つまりストライクが取れる。どんな物
事も根っこはつながっていて、必ず要になる
ポイントがあり、そこを解決すると他のこと
も一気に解決できるという譬えです。

そのためには全体を俯瞰し、問題をできる
だけ絞り、シンプルなものにする必要があり
ます。

で は、 内 燃 機 関 を 改 善 す る 際 の ヘ ッ
ドピンに当たるものとは何か。それは損
失を低減すること、内燃機関には排気損
失、冷却損失、機械抵抗損失、ポンプ損
失の４大損失があり、それらを低減するた
めに人間がコントロールできる因子は圧縮比、
比熱比、燃焼時間、燃焼タイミング、壁面熱
伝導、吸排気行程圧力差、機械抵抗の７つし

かないというように整理ができました。それ
ぞれはエンジン開発者ならだれでも知ってい
ることですが、このように整理されたものは
それまで見かけたことがありませんでした。

これらの因子をどういう順で理想に近づけ
ていくかと考えた時に、まず圧縮比（本当の
狙いは膨張比）を高めることにしました。詳
しくは拙著 ( 写真 ) に譲りますが、そこに全
員で 30 名という、決して多いとは言えない
研究スタッフ（大手は 1000 人以上）の力を
振り向けました。

圧縮比は、通常のガソリンエンジン車では
11 か 12。高めれば高めるほど通常運転域の
熱効率は上がります。しかし圧縮比を上げれ
ば上げるほどノッキングという異常燃焼が出
やすくなり、それを避けると大きくトルクが
低下してくるため、誰も圧縮比１４，１５と
いう世界は試そうともしていませんでした。
そんな中である時私は、「トルクが下がると
言ってもまさか反対には回らないだろう。中
途半端に１つずつ上げて試すぐらいなら一気
に 15 で試してみたらどうだろうか」と、思い
切ってテストしてもらいました。

すると、15 にしてもそれほど大きくトルク
低下はしませんでした。後で見ると低温酸化
反応というのが起きていてトルク低下を抑制
してくれていました。私が大きな手応えを感
じたのはその時です。

これまでの常識に囚われず、パラメータ
を極端に振ってみたことがブレークスルーの
きっかけになった。その後、スカイアクティ
ブは、14 という世界一の高圧縮比ガソリンエ
ンジンと低圧縮比ディーゼルエンジン（いず
れも高膨張比）の開発に成功しました。

もう一つのヘッドピンは CAE ※５（計算解
析）を使ったシミュレーションによる開発で
した。従来の開発のやり方は、試作エンジン
を作ってテストし、問題点はエンジンに聞く
といった試行錯誤の開発であったため、新技
術領域以外からも問題が様々な形で出て、多
大な工数と時間を費していました。また使用
形態がすべて網羅できるわけでもないため、
品質問題も多数出ていました。それを試作す
る前に計算で検討できるようにしようという
のがシミュレーション開発です。安易に物を
作るとそれに頼ってしまい、また問題が出た
ら関係部門やサプライアーさんなどと調整す
るなどの手間がものすごくかかります。しか
し物がない段階で計算で検討できればそのよ
うな時間は不要になりますし、何よりも考え
を練りに練ってから進めるようになります。
この取組が功を奏し、今ではさらに進んで、
企画構想段階から開発製造段階まで、いろい
ろなレベルのモデルを取り揃えて目的に応じ
て使いこなすモデルベース開発に移行できつ
つあります。モデルには模範という意味もあ
りますので考え方、プロセスの在り方まで模

ススメ！理系進路の
ヒント
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2013年に国内で自動車が消費した燃料はガソリンが5680万㎘。これをすべて燃やすとCO2は１億
3200万トン出る。これを電気自動車が消費する電力に換算すると2190億kWh。軽油の消費量は
2435万㎘で、CO2排出量は6400万トン、電力に換算すると1032億kWhで、ガソリンと軽油とでは１
億9600万トンのCO2を排出したことになる。これは3222億kWhの電力消費に相当するが、電力使用
に際しての送電、充電のロスを１割程度と考えると実際には3580億kWhの発電が必要になる。これを
排出原単位（ある製品を１トン生産する過程で排出されるCO2の量、生産量当たりのCO2。日本は0.57
㎏-CO2/kWh。3.11以前は0.47㎏。中国は0.77㎏）から計算すると、2011年のCO2排出量は１億
6800万トンだが、2015年は２億トンとなり、電気自動車の方がCO2排出量が多いことになる。

範となるものを作り、それにそってやろうと
いうところまでこの考え方を広げつつありま
す。

※４　マツダは世界で唯一、ロータリーエンジンを商用化した。
※５　Computer Aided Engineering

　同じやるなら
　世界一を目指そう

開発に限らずいかなる仕事においても、理
想像、究極の姿を思い描いて、自分達で制
御可能な因子を並べどういう順でどこまで
やるかのロードマップを描く、そして後はそ
の実現のための具体的手段を案出し実行す
る。このような当たり前のことを当たり前に
やることがイノベーションにつながったわけ
です。もちろん実現に至る過程は苦労の連続
で、その間は悩んで悩んで悩み抜かなければ
なりません。ヘッドピンを見つけるというの

はまずこのような考え方をすることだと思い
ます。ただし目指す方向、つまり理想を達成
するための制御因子を網羅的に、しかもシン
プルに描くというのはそれほど簡単ではない。
だからシンプルに表現できなければまだわ
かっていないということだと思います。

ここで大事なのが、答えは必ず見つかる、
ヘッドピンは必ずあると信じることです。そ
して理想像をしっかり描くこと。それができ
ていれば、途中で挫折したり、目標が目移り
したりすることもなく、他人に何と言われよ
うとその達成に向けて没頭できるはずです。

私が新入社員によく言うのは、人生は短い。
だから同じ仕事をするなら世界一を目指せと
いうこと。今の世の中では世界一に到達して
も、すぐに追いつかれるから二番でいいとい
うことはありえないのです。

私の若い頃からの夢は究極の内燃機関を
作るということでした。もちろん他社に勝つ

ことだけが目的ではありません。それが社会
的に意義があると考えるからです。内燃機関
の改良、改善はまだまだ可能です。発電時の
CO2 を考慮した EV に勝つ。実用燃費を 30％
改善できれば、火力発電で得られた電気で走
る EV に勝てるので、「まずは火力発電をなく
すことに力を入れてください」と胸を張って
言えるようになります。エンジニアにとって
は、社会的に意義のあることがモチベーショ
ンにつながるのです。

最後に一言。私の経験では、自分で考え実
践してみてうまくいったものだけが身につき
ます。そしてそれしか、危機や最後の土壇場
で自信をもって使えませんし、それを身につ
けている人だけが、成功した後も次はもっと
よくしたい、もっとよくできるはずだと考え
るのではないでしょうか。人により大きな成
長を促すヘッドピンとはまさにこれだと思っ
ています。

　採用で重視すること、
　独自の研修システム

　当社は、Zoho Corporation（シリコンバ
レーで起業、現在インドに本社）で開発し
たソフトウェアを販売する日本法人とし
て、2001年に設立されました。
　製品開発は行いませんが、社員には販売
や、顧客への対応、技術サポート等を行う
上で、製品やITに関する知識・技術は不可
欠です。にもかかわらず、2007年に始めた
新卒採用（技術職）では、ITによる社会貢
献への意欲があれば、文系・理系を問わず
ITリテラシーのない学生にも門戸を開き
ました。実際、初年度に入社した３名のう

ち、ITの知識があったのは１名だけ。しか
し入社後の教育で、残り2名も大きく成長
してくれました。
　 当 時 の 新 人 研 修 も と て も ユ ニ ー ク
な も の で し た。イ ン ド 本 社 に は、Zoho 
Universityという社内教育機関（社内学校）
があります。2005年に社会貢献もかねて
開設したZoho Universityでは、裕福ではな
い家庭に育ち、経済的な理由で主に大学へ
行けないインドの子どもたちに２年間、英
語とITの知識を教え、ほとんどの卒業生を
社員に採用します。その社内学校へ、半年
間日本の新入社員を派遣し、ITや製品に
ついてだけでなく英語にも慣れてもらう
というものです。最初の３カ月間は、日本
で３カ月後に開かれるITの展示会でお客
様に製品説明ができるようになることを
目標とし、後半の3カ月では、展示会の反省
や見えてきた課題について勉強してもら
いました。
　この研修は2010年まで続きましたが、現
在は半年、ないしは一年間で日本の基本的
な商習慣を学んでもらうことを優先しな
がら、入社２年以内にはほとんどの新入社
員がインド出張を経験します。
　英語教育については、インドとのやり取
りが最高のOJTですが、TOEICの受検も

推奨していて、860点以上を取るか、２年
連続で730点以上を取るまで毎年受検して
もらっています。検定料は会社が負担して
いますが、勉強自体は社員が個別に主体的
に行っています。また、ITやセキュリティ
に関してeラーニングで自習できる環境も
整えています。　

　スーパーフレックス制や
　テレワークも、フレキシブルな
　勤務形態が強み

　週40、50時間の残業は当たり前とも言
われるSEやプログラマーに比べると、わが
社の技術職の残業時間は一日当たり１時
間以下。そのため家へ帰って趣味に没頭し
たり、ITの勉強ができたりしますから、充
実した毎日が送れ、業務に対しても新鮮な
気持ちで臨めて効率もあがります。またテ
レワークによる自宅勤務も可能で、出産を
控えて出勤に支障のでる社員などが、自分
の都合にあわせて働き方を選択できるよ
うになっています。さらに2016年からは、
テレワークと組み合わせたコアタイムの
ないスーパーフレックス制度も導入し、多
様な働き方が一層可能になりました。この
背景には、10年後、20年後、30年後も良
い会社として成長していきたいと考えた
ときに今いる社員がずっと残り続けて、一
緒に良い仕事をしてくれるような会社に
したい、そのために柔軟に働ける制度が必
要、という当社代表の考えがあります。ち
なみにインドの本社も、様々な働き方ので
きる、とても働きやすい職場と評判です。
　所属部署については、ほとんどの新入社

員は、一旦技術部に配属されますが、面談の
中で希望を聞いておき、タイミングを見て
異動できるようにしています。技術部門を
経験して営業やマーケティングに移ること
で力を発揮する人も珍しくありません。
　
　採用面接で重視すること、
　求める学生像

　弊社の今年の採用基準は、企業理念の根
幹である「人の役に立ちたい」から、「ITを
通して人の役に立ちたい」という熱い思い
が行動に表れているか、です。業界全体と
して理系の職種が不足する中、ITに詳し
くない理系の学生も含め、文系でもこうし
た意欲のある学生は積極的に採用してい
きたいと考えています。入社時に知識や技
術がなくても、本人に強い気持ちがあれば
十分やっていけることが、これまでの経験
から明らかだからです。
　面接時に重視するのは人となりです。大
学の成績は見ませんが、何を、どう学んで
きたか、そしてどんな学生時代を過ごして
きたかについてお聞きします。もちろん学
生時代だけでなく、高校時代の過ごし方に
ついて語ってもらっても構いません。総じ
て、ITに対して意欲的で、学生時代は研究
などに没頭し、自ら学ぶ力をつけた人には
伸びしろがあります。逆に情報系のリテラ
シーは豊かな人でも、努力を怠ればどんど
ん追い抜かれていきます。
　ITを使って人の役に立つことに強い思
いがあれば、グローバルなITエンジニアに
なるのは社会へ出てからでも遅くないと
思います。

インドの新人研修に参加して
総務部　豊田　陽子さん

（新卒採用一期生）

ITに関してはインドで初めてしっかり学びまし

た。技術的なことを英語で学ぶので授業や

製品トレーニングについていくことで精一杯

でしたが、インドの社員の方はとても親切に

指導してくださいましたし、向こうへ行ったか

らこそ広げられた人脈や仕事の仕方や考え

方の多様さへの気づきは帰国後の業務の

助けとなり、とても有意義な研修でした。

勤務形態や情報公開、人を大切にする企業理念に基づく経営などが評価され、第７
回「日本で一番大切にしたい会社」大賞※１で審査委員会特別賞を受賞したゾーホー
ジャパン株式会社（本社：横浜市　代表取締役社長　迫洋一郎）。2016年、2017
年と２年連続で日本における「働きがいのある会社」※２にも選ばれています。第５次
産業革命の進展に伴い、IT人材不足が叫ばれる日本。ITリテラシーのない文系出
身者も積極的に採用し、グローバルに活躍できるITエンジニアに育成するという同
社の企業理念や社内の教育体制、求める人材像についてお聞きました。
※１　本誌124号５Pに詳しい。
※２　Great Place to Work®による。GPTW®は「『働きがい』に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた
会社や組織を各国の有力なメディアで発表する活動を世界約50カ国で実施している専門機関」「米国では、毎年1月に発行される

『FORTUNE』誌を通じて「働きがいのある会社」ランキングを発表、ここに名を連ねることが一流企業の証とされている」と同社HPで

は言う。

ITクラフトマンシップを掲げ、
働き方改革を先導するゾーホージャパン（株）。
これからのITエンジニアの育て方について聞く

求む！ITで人の役に
立ちたい学生

ManageEngine & WebNMS
事業部　事業部長
技術部長
大山一弘 氏
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早稲田大学 入学センター TEL 03-3203-4331 
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 

早稲田大学
「めざせ！都の西北奨学金」「めざせ！都の西北奨学金」「めざせ！都の西北奨学金」「めざせ！都の西北奨学金」
早稲田大学
「「「「「「「「「「「「「「「めざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせめざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「「「めざせ「めざせ「めざせ「「「めざせ「 ！！！！！！！！！！！！！！！都都都都都都都都都都都都都都都ののののののののののののののの西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金西北奨学金」」」」」」」」」」」」」」」「めざせ！都の西北奨学金」

http://www.waseda.jp

■奨学金の申請資格
本学の出願資格を満たす者のうち、以下の①～⑤の条件に全て該当すること。
①2018年度一般入学試験または大学入試センター試験利用入学試験または新思考入学試験（地域連携型）を受験し、4
月入学する者

　※他大との併願可
②日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子
③次のいずれかに該当する者
　● 通信制を除く首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外の国内高等学校もしくは中等教育学校等（注）の出身者
　（注）専修学校の高等課程修了者、高等専門学校3年次修了者を含む
　● 通信制高等学校の出身者で高等学校卒業時に首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外に居住する者
　● 高等学校卒業程度認定試験（旧規程による大学入学資格検定を含む）合格者及び2018年3月31日までに合格見
込みの者で、高卒認定試験合格時に首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外に居住する者

④上記の学校を2018年3月卒業見込みの者または2017年3月以降に卒業した者（高卒認定者は1998年4月2日以
降生まれの者）

⑤父母の「最新（平成28年中）の所得証明書」記載の収入・所得金額を合算した金額が以下の者
　給与・年金収入金額（課税前）： 800万円未満
　その他、事業所得金額： 350万円未満
■採用候補者の選考・決定
申請書類に基づいて審査のうえ、採用候補者を決定します。
※本奨学金の申請・選考は入学試験の合否に全く影響いたしません。

E-mail nyusi@list.waseda.jp

半期（春学期）分授業料相当額（入学時納入金から免除）
４年間継続　※各学年で家計状況・学業成績による継続判定があります。
約1,200名（第1回：約800名、第2回：約400名）
必要な申請書類を早稲田大学奨学課宛に郵送
第1回／2017年10月16日（月）～11月28日（火）消印有効
第2回／2018年1月5日（金）～1月26日（金）消印有効

本奨学金は、首都圏以外の高等学校出身者で、学業成績優秀な受験生が
家計の事情で早稲田大学への進学を断念することのないように設立された奨学金です。
入試出願前または出願期間中に申し込むことができ、審査の結果採用候補者として認定された場合、
受験前または合格者発表前に入学後の奨学金（春学期分授業料の免除）が約束されます。

入学前予約採用給付奨学金
採用候補者
約1,200名！

※詳細は募集要項（奨学課ホームページよりダウンロード）をご参照ください。
　https://www.waseda.jp/inst/scholarship/aid/programs/pre-approved/

奨学金額・支給期間

採 用 候 補 者 数
申 請 方 法
申 請 期 間

募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集募集
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特待生合格者

通常の
1
10
以下に！

4年間の納入金合計額

4年間の納入金合計額

342,600 円

TEL.042-591-5793（アドミッションセンター）
〒191-8506　東京都日野市程久保 2-1-1
受験生応援サイト　https://ouen.meisei-u.ac.jp/

対象入学試験区分

人数

出願方法

一般入学試験【前期A方式】・【中期A方式】。

学科ごとに高得点順に合計 41名まで。
（【前期A方式】2８名まで、【中期A方式】13名まで。）

一般入学試験【前期A方式】・【中期A方式】に
出願することで自動エントリーとなります。

全学部全学科を対象に、4年間の学費が減免になる特待生奨学金制度を新設しました。

明星大学 特待生奨学金制度

入学検定料は不要

4,942,600円

教育学部 /心理学部
人文学部

4,142,600円

経済学部
経営学部

5,702,600円

デザイン学部
理工学部 /情報学部

入学金
学友会費
育星会費
同窓会費

250,000円
24,600円
48,000円
20,000円

内
訳

【前期A方式】
出願期間
　１/４（木）～１/20（土）
試験日
　１/29（月）

【中期A方式】
出願期間
　2/1（木）～2/13（火）
試験日
　2/19（月）
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出願前に採用内定が決定

給付期間は4年！！

http://www.kansai-u.ac.jp/scholarship/奨学支援グループホームページ
http://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/入試広報グループホームページ

関西大学「学の実化」入学前予約採用型給付奨学金
2018年度入試受験予定者対象
一般入試・センター利用入試の出願前に採用内定が決定する【返還義務のない】給付奨学金制度です。
※本奨学金の申請・選考結果は、入学試験の得点や合否に影響を与えるものではありません。　※本奨学金への申請や採用内定をもって他大学への受験や進学を制限することはありません。
※高等学校での評定平均値や、家計支持者の所得金額による基準があります。申し込み前に、必ず関西大学奨学支援グループのWebサイトをご確認ください｡

給付金額：年額30万円～55万円（学部・出身高校の地域により異なる）
給付期間：標準修業年限（4年間）（継続審査あり）　申請受付期間：2017.11.6（月）～11.30（木）※最終日消印有効

関大 奨学金 検索奨学金に関するお問い合わせ　学生センター奨学支援グループ
入試に関するお問い合わせ　入試センター入試広報グループ

昨年採用内定実績
約300名

申請から採用までの流れ

奨学金募集要項
ダウンロード開始

申請書類
の提出（郵送）

選考結果
通知

入学試験
出願・受験・合格
（一般入試・センター利用入試）

関西大学入学
（本採用手続き）
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大学ジャーナル全３段　105mm×247mm

2017年4月 新学科「都市生活学科」「食物栄養学科」開設

「教育」の神戸松蔭
～Open Heart SHOIN～

松蔭女子学院は
2017年に創立125周年を迎えました。

〒657-0015  神戸市灘区篠原伯母野山町1-2-1

都市生活学科（都市生活専修、食ビジネス専修）
食物栄養学科［管理栄養士養成課程］
ファッション・ハウジングデザイン学科
子ども発達学科［幼・小教員養成課程］［保育士養成課程］
心理学科［公認心理師資格取得対応］
英語学科（英語プロフェッショナル専修、グローバルコミュニケーション専修）
日本語日本文化学科
総合文芸学科

部
学
科
間
人

部
学
文

①入学生特別奨学金の受給者を
　合格者上位20％に拡大！
●一般入試（A日程・Ｂ日程）

TOPICS

阪急六甲、JR六甲道各駅からバスでらくらく通学。TEL078-882-6123お問い合わせは
お気軽に

神戸松蔭

「神戸松蔭」は、さらに学生のための変革を予定しています。

2018年度 一般入学試験日程
出願期間入試方式 試験日

A日程
1/ 5（金）10：00

～

1/18（木）17：00
1/26（金）10：00

～

2/ 7（水）17：00
2/ 7（水）10：00

～

2/21（水）17：00
2/28（水）10：00

～

3/ 8（木）17：00

1/26（金）

B日程

C日程

D日程

2/13（火）

2/26（月）

3/14（水）

※D日程では、食物栄養学科の募集はありません。
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『総合評価型』とは

　“学力試験と提出書類を組み合わせて評価”
するとされるように、受験生は、出願に当たっ
て調査書だけでなく検定試験やクラブ活動等
での実績を示す書類等を提出することで、当日
の学力試験の結果に加え、日頃の学業成績や
出欠状況、諸活動の記録などによって、多面的、
総合的な評価が受けられるというもの。言い換
えれば、推薦入試やAO入試の理念を一般入試
やセンター利用型といった学力による選抜にも
取り入れたものと言えます［コラム］。従来、調
査書は、一般入試の出願に提出は義務付けられ
てはいても、参考程度とする大学がほとんどで
すから、受験生の多い一般入試で「積極的に」
評価するというメッセージは、高校教育に大き
なインパクトを与えると考えられます。
　具体的には、一般入試『総合評価型』では、
学力試験が外国語、国語、地歴・公民、数学
から２科目選択で200点満点。調査書等の提
出書類は40点満点で、合計点の17％を占めま
す。調査書等の書類で評価されるのは、評定
平均値、出欠状況、取得した検定・資格、課外
活動状況の４項目。配点は各学部・学科のポリ
シーを反映したものになります。
　定員は初年度、商経学部25名、政策情報学
部２名、サービス創造学部５名、人間社会学部
５名、国際教養学部４名ですが、初年度の様子
次第では、今後さらに増やしていく予定と同大
入学センター。２月１日の同じ日に実施する前

期２科目型にも出願できるのも特徴ですが、こ
れは、これまでにない全く新しい入試を少しで
も受けやすくしようという受験生への配慮と考
えられます。

「導入の背景」、
求める生徒・育てたい学生像

　大学教育改革に当たって各大学には、アド
ミッション・ポリシー（入学者受け入れの方
針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編
成・実施の方針）、ディプロマ・ポリシー（卒
業認定・学位授与の方針）の３つのポリシーを
公表することが求められていますが、大学入
試に直結するのがアドミッション・ポリシー。
大学入学者に求める学力を明確にし、具体的
な入学者選抜方法を明示するものです。
　千葉商科大学では、社会から期待されて
いるのが「地域の中堅・中小企業で活躍でき
る人材育成」だとして、アドミッション・ポリ
シーでは、
①実社会における諸課題を発見し、解決する

ための専門教育と幅広い教養教育で知識・
技能を学ぶ意欲を持つ学生

②実社会の多様な人々との連携と、アクティ
ブ・ラーニング（AL）により主体性、協働
性、公平性を身につける意欲を持つ学生

③これらの学びを通して思考力・判断力・表現
力、倫理観を修得する意欲を持つ学生

を求めるとしています。千葉商科大学が卒業
生を多く輩出する中堅・中小企業では、大企

業以上にどんな現場でも協働し、物事に柔軟
に対応できる人材が求められます。そこでアク
ティブ・ラーニング（AL）を軸にした実学教
育はきわめて重要となり、実践的な学びを活性
化する積極的でコミュニケーション能力の高
い学生が求められるのです。
　しかし、特色ある教育に力を入れる大学の
多くに共通するのが、母集団の多い一般入試
では、受験生や進路指導による偏差値による
大学・学部選びが相変わらず優勢で、大学の
求める資質を持った学生を獲得しにくいとい
う悩みです。従来型の１点刻みの学力試験で
は、求める資質についての評価を入り込ませる
余地はない。また受験生側からしても、当日の
一回限りの、しかも一点刻みの選抜では、自分
が本来行きたいと考える大学に、必ずしも合
格するとは限らない、という状況があります。
　その点、今回のような総合評価型の入試で
あれば、「学力試験では合格基準点に２点足
りないが、生徒会長をしていてALをリードで

きる資質があるはずだから、ぜひ合格させた
い」といったように、大学側が自らのアドミッ
ション・ポリシーに合致した学生を獲得できる
可能性は飛躍的に高まると考えられます。

2019 年度には学力型 AO 入試を。
スピード感重視でさらなる改革に挑む

　千葉商科大学が３つのポリシーの見直し、
入試改革に要した時間はわずか１年とされま
す。この異例のスピードについて入学センター
では、「私学ならではの柔軟性とガバナンスの
確立に加えて、実学志向のALを軸とした教育
改革が進んでいたことと、入試区分や評定平
均値別に入学した学生の成績から離籍率（退
学率）までを追跡した詳細なデータの蓄積が
あり、それをベースに議論することで教職員の
意思疎通が図られているから」とコメントして
います。
　戦後二度目と言われる大学入試の大改革
は、大学入試をはさんで高校教育と大学教育
が断絶しているシステムから、両者の連携を
深め、接続性を重視するシステムへの転換を
目指しています。そのためにも、高校での学業
や課外も含めた様々な活動、取組が正当に評
価される選抜システム・手法の開発が、今す
べての大学に求められています。
　2019（平成31）年度入試には、総合評価型
を補完する学力型AO入試（仮称）の導入を予
定している千葉商科大学。多くの大学が入試
改革に臨む2020（平成32）年に、受験生に混
乱を与えることがないよう、今からその準備
を始めておきたいと入学センターは語ってい
ます。

高校教育、大学教育、その結節点である大学入試を一体的に改革し、高校・大学の連携・接続の中で、知識
及び技能と答えが一つに定まらない問題に自ら解を見出していく思考力・判断力・表現力、さらにはそれ
らの基になる主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度（次期学習指導要領の示す「学びに向かう
力、人間性等」）、いわゆる「学力の3要素」を備えた若者を育てようと始まった高大接続改革。大学入試で
は、大学入試センター試験の改革（2020〔平成32〕年度から実施の大学入学共通テスト）に加えて、これ
までのAO（2021〔平成33〕年度入試から総合型選抜）・推薦などの特別選抜（2021〔平成33〕年度入試
から学校推薦型選抜）・一般入試（2021〔平成33〕年度入試から一般選抜）の枠組について、名称の変更
も含む改革、改善が始まろうとしています。現在各大学においても国の示した行程を念頭に、改革に備え
ていますが※１、多くの大学にとって課題なのが一般入試の改革。一点刻みの選抜を避け、知識及び技能
だけでなく、3要素のすべてを多面的・総合的に判断することが求められています。こうした中、いち早く
それを先取りし、2018年度入試から新しい選抜方式を導入するのが千葉商科大学。一般入試『総合評
価型』とセンター利用入試『総合評価型』の２種類。その特徴と狙い、導入の背景、経緯を紹介します。
※１　現在、５分野で延べ28大学１センター１団体が、入学者の選抜方法や、教科の学力の測定、主体性等の評価方法について調査研究を行っている。

千葉商科大学が一般入試・センター試験利用入試に『総合評価型』を導入
学力試験だけでなく調査書、諸活動の記録も評価

　去る７月13日に公表された文部科学省による「高大接続改革の実施方針等の策定について」に
は、「平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告」も含まれている。その中の「①
大学入学者選抜に係る新たなルールについて」「②区分のあり方の見直し《一般入試の課題の改
善》」では、一般入試について以下のように記されている。
　「筆記試験に加え、《主体性をもって多様な人 と々協働して学ぶ態度》をより積極的に評価するた
め、調査書や志願者本人が記載する資料等※2の積極的な活用を促す。（かつ）各大学の入学者受
け入れの方針に基づき、調査書や志望者本人の記載する資料等をどのように活用するかについて、
各大学の募集要項等に明記することとする」
※２　エッセイ、面接、ディベート、集団討論、プレゼンテーション、各種大会や表彰等の記録、総合的な学習の時間などにおける生徒
の探求的な学習の成果等に関する資料やその面談などを含む。

2018/1/5（金）より一般入試前期日程、
センター試験利用入試前期の出願受付開始

前期3科目・給費生選抜
1/30（火）
前期3科目・全学部統一試験
1/31（水）
前期2科目
2/1（木）・2/2（金）
前期2科目・総合評価型※
2/1（木）

※前期2科目（2月1日）志願者は、
　前期2科目・総合評価型に同時出願することができます。

前期3科目・給費生選抜

出願受付期間：1/5（金）～1/22（月）
✳ネット出願のみ。割引制度もあります

TEL:047-373-9701　E-mail:info@cuc.ac.jp

2020に向けて
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１６歳から
の

大学論

第12回

P r o f i l e
１９７３年石川県生まれ。２０１0 ～１４年に文部科学省研究振興局学術調査官も兼任。２０１１～２０１４
年総長学事補佐。専門は学問論、大学論、政策科学。南部陽一郎研究奨励賞、日本金属学会論文
賞他。著書に「研究を深める５つの問い」講談社など。

京都大学学際融合教育研究推進センター
准教授　宮野　公樹先生

ずっと健康的な食事にこだわっているとか、スマホなどIT技術の進展に関

心があるとか、たいていの人は何かしらのことに興味・関心があるものです。

そして、自身の興味・関心に従って研究している、あるいは自分の興味・関

心を徹底的に突き詰めることが仕事となったのが研究者である、と一般的に

考えられているでしょう。

このような書き方だと、すぐさま読者の方は「実は、そうじゃない。つまり研

究者も興味・関心にしたがって研究しているわけじゃないと言いたいんだな」

と続きの文を連想されるでしょう。確かに、それも言いたいことの一つではあり

ます。実際、「興味・関心に従って研究しているか？」と研究者にアンケート

を採ったなら、おそらくほぼ１００％に近い数でYesと答えるでしょうが、それは

興味・関心を広く捉えた上での話。例えば、その質問に続いて、「では、あ

なたの日常的な研究活動、あるいは今取り組んでいる研究は興味・関心に

ダイレクトに沿ったものですか？」と尋ねたのならば、Yesの数は大幅に減ると

思われます。つまり、「興味・関心を突き詰める」ということは、そのまま「や

りたいことだけをやる」とイコールではないのです。

さて、この回で筆者が言いたいのは、そのような「実際の現実は違うよ」といっ

たシニカルな態度でものをわかったように振る舞うことではなく、むしろ、（大学

に勤める）研究者はなぜ興味・関心を突き詰めることを許されるのか、研究

者の興味・関心というものはそんなにたいそうなことなのか？と問うことです。こ

の問いが、研究者自身にも、そして大学を外部から見る立場の人たちにおい

ても、見事に欠落していると思うのです。

改めていうまでもなく、興味・関心の中身に優劣はありません。そもそも、

優劣など付けようがありません。誰それが何かに興味・関心を持つというもの

は極めて自由なことですし、極めて個人的なことです。一般的に「仕事」と

いうものには、どういうわけか辛いもの、我慢するもの、趣味と対極にあるも

のという通念があるため、興味・関心という自由かつ個人的なことを突き詰め

ることが仕事となった研究者に対して、世間は何かしらの憧れをもつのでしょう。

そして、研究者もまたそのような特権的な意識があるため、ノーベリストなどは、

ことあるごとに「研究者は興味・関心に従って研究することが大事」などとい

うのでしょう。しかし、企業の社長、会長が年頭訓示などで「社員は興味・

関心に従って仕事することが大事」と言われるのはついぞ聞いたことがありま

せん。もし先に述べたように、興味・関心というものに優劣も高低もないとす

れば、なぜ研究者の興味・関心だけが突き詰めるに値するもの、もっというな

ら、税金を投入するのに値すると思われているのでしょうか。

この問いへの応答は、まさにここ数回にわたって述べてきた「趣味と研究

の違い」というものに通底するため、くどくどと繰り返すつもりはありませんが、

強いて逆説的に言うなら、「私（研究者）の興味・関心だけ、なぜ特別扱

いなんだろう…。研究者ではない人だって私と同じ興味・関心を持つ人はい

るはず。しかし、なぜ私だけが仕事としてそれができるんだろう。その違いはな

んだろう。責任はなんだろう」と、最低一度は真剣に問うたことがある研究者

のみが、あるいはその問いをずっと抱き続けている研究者のみが、その興味・

関心を突き詰めるに値する、と言えるのではないでしょうか（続く）。

研究者の興味・関心
「全国まちづくりカレッジ2017 in 宇治」

　まちカレとは、行政や商店街等との協働によるまちづく

り活動に携わる学生団体・大学教職員、地域関係者が

一堂に会し、情報交換や交流を深めるまちづくり学生た

ちの全国大会です。2002年に始まり、本学も2009年

より毎回参加しています。参加校が持ち回りで担当し、

今回は京都文教大学が開催校を務めました。9月15日

（金）、16日（土）の2日間で、北は北海道から南は九州

までの25団体（大学17校、高校3校）が参加。学生の

みならず地域住民や企業・行政関係者など地域の方々

にもご来場いただき1日目は約250名、2日目は約200

名が参加しました。

　同じ学生という立場で、場所は違っても地域に出て地

域と向き合い、地域で活動を行う学生たち。他団体の取

組はやはり気になります。最初に行う活動報告会で、実

行委員が大切にしたのは、思う存分話し、思う存分聴くこ

と。参加団体が多いため、4教室に分かれて実施しまし

たが、1団体15～20分としっかり報告できる時間を設け

ました。

　続いては、グループミーティングです。まちカレの主役

は学生ですが、まちづくりには欠かせない地域の方にも

もっと参加して欲しい、という思いから、学生と地域住

民が一緒に語らえる時間を設けました。「行政との連携」

「企業との連携」「参加型イベント」「広報活動」の4つ

のキーワードのもと、行政や地元企業など地域の方から

話題提供いただき、それに基づき少人数でテーブルを囲

み議論を深めました。

　1日目の最後は、懇親会です。実行委員が力を入れた

のが「ご飯の“おとも”選手権」です。各地から集まる参加

者に、佃煮やお漬け物など白ご飯と合わせて食べるとお

いしい「ご飯のおとも」を持参いただき、どの団体のおとも

が一番おいしいかを投票で決めるユニークな企画です。

見事優勝したのは、福岡県の西南学院大学の「太宰府

梅の実ひじき」。おいしくてお腹いっぱいの企画は、参加

者からも大好評でした。

　2日目は、会場を宇治の中心部に移し、フィールドワー

クです。本学には宇治地域で活動を行う地域連携学

生プロジェクトが3つあります。プロジェクトはそれぞれの

テーマに沿ったまちあるきの手法を確立しており、参加

者にそれを体験いただき、そこから宇治の魅力を知っても

らう企画です。フィールドワークを通して面白いと感じたと

ころを写真に収め、午後からのグループワークで「今日の

ベストショット」を1枚選出。コメントと合わせてTwitterで

投稿し、投稿内容と発表から賞を選出しました。身近な

素材である写真とTwitterという手段を使うことで、学生

たちが感じた宇治の魅力の発信もできました。また、２日

目のプログラムは、宇治市が進める「宇治の魅力発信プ

ラットフォーム」と連携しており、審査には宇治市長にも

加わっていただき、宇治市賞の贈呈と総評をいただきま

した。

　約半年かけて準備を行ってきた学生実行委員会。初

めての経験ばかりで、手探りで進めてきましたが、参加者

からもプログラムについて高評価をいただき、満足度の

高いまちカレを創ることができました。この経験は今後の

プロジェクト活動や地域連携活動にも活かせるはずで

す。次回のまちカレは、2018年2月に三重県伊勢市の

皇學館大学で行われます。

京都文教大学で開催された「全国まちづくりカレッジ2017 in 宇治（まちカレ）」。
まちづくりに取り組む大学生・高校生が集い交流を深めるこの催しは、
学生実行委員の手で創られてきました。
こんなことが聴きたい、こんな話がしたい、学生たちの思いをかたちにした2日間を紹介します。

その1

開催！

法政大学の理系４学部

2018年度入試の出願方法は全て「インターネット出願」です。
一般入試は2018年1月5日（金）より出願受付を開始します。
詳しくは本学入試情報サイトをご覧下さい。

研究設備の充実した小金井キャンパス

情報科学部

理工学部

生命科学部

デザイン工学部

アイディアを情報技術で
表現することにより、新たな価値を創造
コンピュータ科学科
ディジタルメディア学科

新しい文化を構築する
「総合デザイン力」を追求
建築学科
都市環境デザイン工学科
システムデザイン学科

世界のどこでも活躍できる
マルチな理工系人材を育成
機械工学科（機械工学専修・航空操縦学専修）
電気電子工学科／応用情報工学科
経営システム工学科／創生科学科

「生命」「植物」「物質」の３領域に
基づく最新生命科学を探究
生命機能学科
環境応用化学科
応用植物科学科

※市ケ谷キャンパスT O P I C S

http://nyushi.hosei.ac.jp/ 
法政　入試 検索
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