
1 東進  進学情報

進 学情報東進 特集
大学での学びの内容を知る④（学際系）Vol.253

2015年8月21日号

大学での学びの内容を知る④（学際系）特
集
大学での学びの分野は大きく分けて「自然科学」、「人文科学」、「社会科学」の

3つに分類されることが多い。しかし、大学における学問は日々発展しており、
これまでにはなかった新しい学問分野もたくさん生まれてきている。これらの新
しい学問分野は、従来の学問分野の区分方法では分類することが難しいものも多
い。また、従来の区分の要素を 2つ以上含むような学問分野も出てきている。例
えば、「経営工学」などは、「経営学（社会科学）」の要素と「工学（自然科学）」
の要素の両方を含む分野であり、社会科学と自然科学のどちらにも分類し難い。
このように、複数の学問分野に関わる学問分野は「学際的」な分野と呼ばれてい
る。また、類似の表現で「境界領域」があり、例えば「生体医工学は医学と工学
の『境界領域』にある」のように用いる。
今回の特集では、このような学際的な学問分野について採りあげる。学問の最
先端をゆく研究者へのインタビューとあわせて、ご覧いただきたい。

1 学際系の学びの実例⑴～大阪大～
大阪大では、 1つの分野を深く学ぶことだけではなく、問題解決にあたって専
門を異にする複数の人が協力することも大事であると考え、異なった分野の人た
ちが互いの理解を深めるためのコミュニケーションスキルを高める活動の一環と
して、「学際融合教育」を展開している。「学際融合教育」とは、「学部・研究科の
枠を超えた学び」であり、自分の専攻とは異なる分野を学ぶことにより複眼的な
視野を養うための教育でもある。分野は違えども、否、違うからこそ学ばない手
はないのである。深く、しかしまた時には広く、専門を横断的に学ぶことによっ
て得るものは間違いなく大きい。大阪大は、新たな学びに積極的に挑戦しようと
する人たちに、全学的な支援のもと魅力的な科目とプログラムを提供していきた
いと考えているのである。
「学際融合教育」は、具体的には「知のジムナスティックス」、「副専攻／高度副
プログラム」、「社会人向け高度プログラム」、「学際融合教育科目」から構成され
ている。このうち、「知のジムナスティックス」は全学部の 3年次以上の学生が
履修することができる。また、「知のジムナスティックス」では、全学から提供さ
れている390以上の科目の中から、自分のニーズに合わせて自由に科目を選択で
きる。「副専攻／高度副プログラム」は大学院生を対象としており、異なる専攻の
学生と協働して学ぶことができる。
学際融合教育を実施している教育組織の 1つに「大阪大学コミュニケーション

デザイン・センター（CSCD）」がある。このCSCDは、主に大学院生を対象に
全学共通教育を行うことと、社学連携・市民サポートを先頭に立って実践しプロ
デュースすることが 2大ミッションであるとされている。大学院生に対して全学
で共通のカリキュラムを提供するのは珍しい。
図 1　大阪大の組織図（2015年度）

図２　大阪大「学際融合教育」の教育課程での位置づけ
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◆人間生活は対人コミュニケーションが基本◆
大阪大ではその教育目標として教養・デザイン力・

国際性の 3つを掲げている。コミュニケーションデ
ザインセンター（CSCD）はその中の「デザイン力」
を養うために、科学技術や、臨床、アート＆コミュ
ニケーション、デザイン＆メディアなど幅広い分野
のプログラムを実施している。ここでいう「デザイ
ン」とは主にコミュニケーションデザインのことで、CSCDはその能力の育成を
目的としたユニークなプログラムを、「大学院生の共通教育」として全学の大学院
生を対象に開講している。
池田教授はその中で「臨床コミュニケーション」を担当している。一般的には
臨床コミュニケーションというと、医療現場における医療関係者と患者や家族の
間で行わるもののよう思えるが、その手法・技法は心理カウンセリングや法律相
談、友人間の悩み事の解決など、さまざまな場面で採り入れられていることがわ
かるはずだ。
池田教授の授業で行われる臨床コミュニケーションは「人間が社会生活を行う
限り続いてゆく、ある具体的な結果を引き出すために行う対人コミュニケーショ
ン」としている。対人コミュニケーションを良好に行うためには、そのための能
力が必要だという考えから、まず土台となる基礎の入門編として位置づけられて
いる。
「さまざまなメディアがどんなに発達しても、人間のコミュニケーションは対人
コミュニケーションが基本にあります。言葉のコミュニケーションは自分の経験
や学んできたこと、過去の成功や失敗などを、自分のことだけではなく、相手や
第三者の視点でとらえ直して考えることが必要です。それは日常生活の中でコミュ
ニケーションを発見することでもあります。これは対人コミュニケーションを上
手く行い、責任ある大人として行動するために、死ぬまで続くとても重要なこと
です。」
医療関係者、カウンセラー、教育者などの専門家以外にとっても「臨床コミュ
ニケーション」を学び、自分の人生に活かしていくことが必要だということだ。
◆社会人として必要な強さ・しなやかさ・バランス感覚を兼ね備えた知性を養う◆
池田教授の「臨床コミュニケーション」授業に参加してみた。
この日のテーマは「良きサマリア人のたとえ。」聖書の題材から《自己が善行を

実践する》ことと《他者が善行を受ける》ことの相互の関連性について考える。
さらに、「災難に遭ったり急病になった人のような窮地にある人を救うため、無償
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で善意の行動を取ったとした場合、良識的に誠
実にその人ができることをしたのなら、たとえ
失敗してもその結果につき責任を問われない」
という緊急時の救護についての法制度などにつ
いて話し合うものだ。対話型授業の形式で、講
義の後半からは学生どうしが意見交換をしてそ
の結果をまとめて発表する。

CSCDのプログラムは、異なる専門性の間の
相互理解、自分の専門性の特質の理解、社会と
のコミュニケーションの必要性を理解すること
目標にしている。この日の授業のように演習や
ワークショップ形式を組み込み、従来の講義形
式による知識の習得とは異なったアプローチに
より議論や調査などで学生が自ら身体を動かし
て講義に参加するなど、多様な内容となっている。
大阪大のコミュニケーションデザイン教育に

ついて池田教授は、「現在は、社会活動のあらゆる場面において具体的な結果を引
き出すために、人とのコミュニケーションが不可欠であることはいうまでもあり
ません。私たちは対話に基づいて現場の臨場感を反映させるような教育、文理融
合、学際、領域横断型の共同研究を続けています。学生は柔軟な発想で新しい形
式の授業を楽しんでいます。対話型の実践教育を進めていく中で、学生からの新
しい視点に驚かされたりすることもあります。理論の枠組みにとらわれていて変
わらなければならないのは、実は学生の側ではなく教師や大学管理者なのかもし
れないと感じさせられます」と語るが、当事者である学生にとって、とても重要
な一面についても指摘する。
「学歴や経歴が立派な人たちにも、不祥事を起こす人がいます。それはメディア
で報じられる中にもしばしば見られます。修士・博士課程に進んでも、実際に社
会人になったときや、場合によっては教鞭をとるようになったとき、人間として
問題のある人にならないようにふさわしい教養を身につけることが必要です。エ
リートを目指す前に良識ある判断ができる人間になる。合理性だけでなく情動も
踏まえた意見を述べることができる。そして責任 (Responsibility と
Accountability)ある人間になる。そのための学びが必要だと考えています。」
◆「文化人類学」は研究対象が広いのでわかりにくいかもしれない◆

CSCDの科目は、基本的に文理融合科目で、文系の学生も理系の学生も一緒に
受講する。担当教員のバックグラウンドも多彩で、科学技術コミュニケーション、
医療人類学、まちづくり、臨床哲学等の研究者だけではなく、劇作家、アートプ
ロデューサー、映像クリエイター、看護師など、総合大学でもなかなか授業では
出会えない人たちとも対話を楽しむことができるそうだ。
池田教授の専門研究も「文化人類学」だ。文化人類学とは、人間について、「文

化」という概念を中心に、経験的な調査法（＝主にインタビューと参与観察）を
駆使して考察する研究分野だが、池田教授はその中でも医療人類学を研究してき
た人だ。
「そもそも“文化”という言葉の決定的な定義がなく、人類学者が考える文化の
概念がきわめて多くの意味があり、人間の生活一般におけるもろもろの現象を対
象とするものなので、文化人類学はきわめて学際的な学問であることが特徴です。
他の国の言語、風俗、社会習慣を調べる。他者を調べて、自分の国に持ち帰り、
自分たちは何者かを考えることともいえるでしょう。そして、それぞれの社会に
はそれぞれの文化・習慣がある。けっして自分たちがベストではないことに気づ
くことが、この研究の意義だと思います。ただし研究対象がとても広いので分か
りにくいともいえます。」
◆緊張感を持って、それを持続させてほしい◆
幅広い学問領域から自分の進む道を見つけるのは簡単なことではないだろう。
しかし自分の興味を見出し、先に進むことが大事だ。池田教授に高校生に対する
アドバイスをうかがった。
「まず受験に際しては、自分で大学の情報収集をするべきです。大学の特色を
知ってください。大学側にも、マスプロ教育、社会に対する就活予備校化など脱
却するべき課題があり、意識改革をしつつあります。受験生の皆さんは、まず志
望大学を選択する理由を自分なりに自分の視点で見つけてください。また大学に
入ったらあれをしよう、これをしようと夢を持つのはいいですが、大学で遊ぼう
という方向に行くのは最悪です。一方受験の流れで大学生活が続くのもつまらな
い。受験勉強で得た緊張感とは別の新しい緊張感を持続させてもらいたいです。
自分で自分を律しながら楽しみと喜びを見つけることが大事なことだと思います。」
池田教授のアドバイスやユーモアに触れることは高校生にも可能だ。たとえば

以下のサイトにアクセスしてみてほしい。
●努力しないでノーベル賞級の研究ができる方法

http://cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/990127kyo.html

●人文社会系ゼミで学ぶ高校生のためのライフデザイン

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/090622maeb.html

2 学際系の学びの実例⑵～早稲田大～
早稲田大には13の学部があるが、学問分野としては典型的なものが多い。その
なかで学際的なものは「文化構想学部」、「人間科学部」が挙げられる。一方、大
学院レベルになると学問分野の幅が広がり、「環境・エネルギー研究科」、「情報生
産システム研究科」、「人間科学研究科」、「国際コミュニケーション研究科」のよ
うに学際的な学問分野を扱う研究科も設置されている。
なかでも「環境・エネルギー研究科」は、2007年度に開設された比較的新しい

研究科である。ここでは、環境・エネルギーに関わる教育を行うとともに、全学
的な研究組織である環境総合研究センターとの連携体制のもと、学内外の研究者
や諸機関とも協力してこの分野に関わる研究を推進している。科学技術の発展に
よって、われわれの生活は豊かになった反面、さまざまな環境・資源問題が起こっ
ている。問題解決のためには多様な視点を持つことがきわめて重要であり、環境
関連分野の研究の専門性を高めるとともに、その枠を越えて連携する領域統合型
のアプローチが必要である。また、自然科学、人文・社会科学に関わる知見と、
それらを活用する工学的な手法を結集することが不可欠である。
図 3　早稲田大の組織図（2015年度）

◆自然界に存在しているバイオマス資源◆
早稲田大の大学院には、環境とエネルギーの研

究や人材の養成を目的にした環境・エネルギー研
究科がある。
環境・エネルギー研究科の納富 信教授は、農業
や林業を中心にしたバイオマス資源の開発やその
評価方法の研究をしている。
「草木や動物のように自然界に存在しているよう
なものをバイオマス資源といいますが、その資源
が社会で十分に使われていない部分があるんですね。例えば、日本は 3分の 2が
森林でおおわれていますが、住宅様式が変わったこともあって、現在木材はそれ
ほど使われていません。森林には空気をきれいにするとか水を貯えるなどの重要
な働きがありますが、伐採など適度に人間の手が入らないと荒れてしまってそう
いう機能が低下してしまう。ですから、森林バイオマスを有効に使うことはとて
も大事なことなんです」と納富教授は、森林資源を使う必要性を説明してくれた。
なお、人間の手が入らないと荒れるというのは、里山のように人間の影響を受
けた森林を指している。富士の樹海のように人間の手が入っていない森林は、自
然の生態が成り立っているので荒れるということはない。
◆バイオマスを専門にする学問はない◆
ところで、バイオマスと地球の温暖化をセットでイメージする人も多いだろう。
まず石油や石炭を燃やすと二酸化炭素が放出される。ところが二酸化炭素は、
自然界の循環サイクルにあてはまらず大気中に溜まり続けるのだ。そして、二酸
化炭素が増えると、大気を温室のように覆って温度をあげてしまうので、温暖化
につながるというわけだ。

1970年代になって公害などによる大気の研究が進むと、それに伴って温暖化が
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研究されるようになった。そして温暖化が世
界的な問題として語られるようになるのは、
80年代の中期からである。
「森林バイオマスを有効に使うといっても、
燃やして熱エネルギーとして利用するか、材
料として利用するかの 2通りになります。材
料としての利用はバイオマスの利活用と呼ば
れていますが、私はこの利活用を研究してい
ます。バイオマスは、もともと農業や林業、

水産業を営む中で生活の知恵のように
いろいろ考えられてきた歴史がありまし
た。そして化石燃料を使うようになる
と、温暖化の問題が生じてバイオマスが
注目されるようになる。これが90年代
の中期です。」
バイオマスの歴史に続いて次のような
説明をしてくれた。
「バイオマスを燃やしても二酸化炭素
は放出されます。ところがバイオマスの
二酸化炭素は自然界に吸収されるので、

大気中の二酸化炭素は増えないんですね。こ
れをカーボンニュートラルといいますが、こ
の現象が注目されて90年代からバイオマスの
研究が進むわけです。ところがバイオマスを
専門にする学問はいまだにありません。環境
学はあっても残念なことにバイオマス学はな
いんです。」
学問になっていない分野を研究している。
これが大学院のおもしろいところでもある。

「学問というと真理を追究するとか謎を解明するというものを想像するかもしれ
ませんが、世の中の課題や問題を解決する。そういう取り組みも学問なんです。
だからまだ体系になっていないだけで、バイオマスを研究することも学問の 1つ
です。現在、バイオマスの研究者は、自分の専門があってそこを軸にバイオマス
にかかわっています。私の場合は機械工学が専門です。」
◆バイオマス開発の評価◆
納富教授の研究開発が、どのようなところで活用されているか聞いてみた。
「公共団体や企業と共同研究をすることが多いのですが、例えば、2002年に環
境省から委託があって、ある企業と食品廃棄物の燃料化の研究をしました。食品
廃棄物は残飯のことですが、これを発酵させてアルコール燃料をつくるというも
ので、北九州市の集合住宅で実際に行われました。別の例としては、ブリックパッ
クと呼ばれる飲料容器の利活用を株式会社明治などと共同研究しました。ブリッ
クパックの紙にはアルミニュームやプラスチックが入っているので、そこから新
しいプラスチックをつくるという開発です。そのプラスチックで牛乳受けのボッ
クスをつくりました。燃やして電気エネルギーにする前に、利活用しようという
試みの例です。そして利活用できなくなった段階ではじめて燃やして電気エネル
ギーにする。これが理想だと思います。」
納富教授は、バイオマス資源の開発や研究と同時に、その評価方法の研究もし
ている。バイオマスの評価とはどういうものか、次のように説明してくれた。
「バイオマスを利用するときに、いろいろな問題が発生するわけです。 1つは
コストの問題です。利活用にあまりにお金がかかっては、だれもやろうとしませ
ん。環境の問題もあります。開発された物は環境に良いとしても、工程のなかで
長距離の運搬が必要な場合、運ぶために環境を汚してしまうので逆に環境を悪く
してしまいます。このようにいろいろな角度から総合的に考えて、環境に良いか
そうでないかを評価することが、私の研究のメインでもあります。」
そして納富教授は、数年前に日本とタイの共同研究に参加した。
「ジャトロファという作物があって燃料として使ったときに、環境にどのような
影響があるかという評価の研究をしました。1年間で 6、 7回はタイに出張しま
した。長いときは10日間ぐらい、短いと日帰り。日帰りでも14時間ぐらい滞在で
きます。タイの研究者と良い交流をさせてもらい、タイから早稲田大学の大学院
に留学生が来るという関係も生まれました。」
◆バイオマス資源の研究には 2つの道がある◆
納富教授が席を置く早稲田大大学院の環境・エネルギー研究科は、理工学術院

という理工のグループに属する。環境・エネルギー研究は、かつては分野横断型

写真 3　牛乳受けのボックス
ブリックパックの紙から、合成させた樹脂でプラス
チック容器をつくった。表面に小さな白い点がある
がこれはアルミニューム。

写真 4　ゼミ生と談笑
納富教授のセミで学ぶ大学院修士課程の学生が、本
庄キャンパスにある納富教授の研究室で談笑する。

図 4　資源作物から燃料をつくるタイと日本の共同研究
ジャトロファが燃料資源になるのか評価した。パソコン上の
計算だけでなく、実際にタイに行って土の状態や水分の状態
を調べるところから研究は始まる。

や学問領域統合型と呼ばれ、工学系、理学系、政治経済、心理学、倫理学、教育
学、商学などの知識も使って研究していた。さまざまな知識を組み合わせながら
問題に取り組むのが、環境という領域の特徴である。
そんな環境・エネルギー研究科で、納富教授は大学院生のゼミを担当している。
「研究をするための勉強をする場で、私が講義をするのではなくて、その学生が
自分で選んだ研究テーマを、私とその学生、または学生同士でディスカッション
しながら、研究内容を高めていくという授業です。大事なことは、『自分はこう考
えるけど、あなたはそう考えるのですね』ということをお互いに認め合う姿勢を
もつことです。意見交換をしながら自分の研究を高めていくことは、社会に出て
から役に立つものだと私は考えています。」
最後に、将来バイオマス資源の研究をしたいと思う高校生の君たちには、どの
ような選択肢があるのか聞いてみた。
「大きく 2つの方法があります。 1つ目は、環境学部や環境科学部などに入学
して環境を学びながら、自分はどの方向に進めばいいのかを選択するという方法
です。 2つ目は、まったく違う勉強をしてからバイオマスや環境の分野に入ると
いう方法です。私はこの方法で、機械工学からバイオマスに入りました。どちら
が良いかということは人それぞれですが、自分の専門をもってそこからバイオマ
スを研究するという方法は、バイオマスを考える視野が広がるかもしれません。」

■高校に新科目「公共」…小学校英語、授業3倍に   
文部科学省は 8月 5日、小中高校の次期学習指導要領の原案を明らかにした。 

高校では、教科横断的な知識を活用できるよう、日本史と世界史を融合し主に
近現代史を学ぶ「歴史総合」、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることを踏
まえ政治参加意識を育む「公共」などの新科目を必修化する。小学校の英語は 3

年生から始め、現在の 3倍の授業時間を想定している。 

新科目名はいずれも仮称。中央教育審議会でさらに詳細を詰め、2016年度中に
学ぶ内容や標準の授業時間数の基準となる新指導要領案を答申する。小学校は20

年度から、中学校は21年度から全面実施する。高校は22年度から学年ごとに順次
実施される。 

11年度以降、順次実施された現行の学習指導要領では、「ゆとり教育」で減っ
た内容や授業時間を義務教育段階で充実させた。今回は小中高を通じ主体的に学
ぶ態度や課題解決型の能力を育成することが主眼。思考力や表現力を重視する大
学入試改革も見据え、高校教育は大幅に見直す。

（読売新聞　8月 6日より抜粋）

■千葉・成田に医学部新設へ…国家戦略特区活用で   
政府は 7月31日、千葉県成田市に大学の医学部新設を認める方針を決めた。地

域限定で規制緩和する国家戦略特区制度を活用する。国際的医療拠点として、海
外から優秀な留学生や外国人教員を招き、2017年 4月の開学を目指す。 

政府と市、医療関係者などで作る国家戦略特区会議の分科会が31日開かれ、医
学部新設を認めることで一致した。新設学部は、〈 1〉海外で診療や教育の経験
がある教員を確保〈 2〉授業の多くを英語で実施〈 3〉公衆衛生に関する専門職
大学院を設置――するとした。 

併設の大学病院では、成田空港に近い立地をいかし、海外から患者を積極的に
受け入れて高度医療を施す「医療ツーリズム」を行うことも想定している。

（読売新聞　8月 1日より抜粋粋）
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