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は、1年生の約1,100人が著名人らによる
大人数講義と少人数によるグループワー
ク形式の授業を交互に行うなど、授業のあ
り方がダイナミックに変わったことで、学生
たちがすごく元気になっています。こうした
改革が全学に浸透し、ひいては日本の大学
が大きく変わるきっかけになれば」と、三
島良直学長は改革の手応えを語ります。

新しい時代に何が必要なのか
発想できる最高の「知」を養う

　このうち教育面では、理工系総合大学
としては画期的と言える、大規模な教養
教育の改革に注目が集まっています。核
となる「リベラルアーツ研究教育院」に
は、池上彰特命教授をはじめ、第一線の
教授陣を多数招請。理工系人材としてイ
ノベーションに挑むために必要な最高の
「知」を養います。
　「本学の教養教育は博士後期課程まで
必修で、幅広い視野と物の見方を養うとと
もに、人生を見つめる契機になります。ま
た、大学院は国境を越えて研究する世界
ですから、大学院での公用語は英語でもい
い。そう言うと初めは驚きますが、学生が主
体的に学ぶ教育環境の中で、語学力などグ

ローバルな力を身につけることができます」
　授業は短期間で集中的に学ぶクォー
ター制により学修効果が向上。学修ポー
トフォリオも活用し、何をどれだけ学んだ
か、履修結果を達成度で評価するととも
に、キャリア形成に生かしています（2）。
　また、海外から一流の教授陣を招き、英
語で修了可能なプログラムを増やすとと
もに、世界トップクラスの大学との単位互
換のためのチューニングを行っています。
こうした中、大学院では2019年度をめど
に、専門科目をすべて英語で提供すること
を目指しています。

「世界の研究ハブ」として
真のイノベーションを創出

　東工大では、国際的に知と人材の還流
を促す「世界の研究ハブ」として革新的な
科学や技術を先導し、真のイノベーション
を創出する研究改革を推進しています。
　その核となるのが「科学技術創成研究院」
（IIR、右頁上図参照）です。2016年4月の
発足とともに、最先端研究を小規模のチー
ムで機動的に推進するための「研究ユニッ
ト」10個が設置されました。これは、卓越し
たリーダーが“尖った”研究を大きく育てる

学部と大学院を統合した
わが国初の「学院」が誕生

　理工系総合大学として最高の「知」が
集結する東京工業大学は昨年、従来の教
育内容を一新し、新教育システムを導入。
わが国で初めて学部と大学院を統一した
「学院」を創設し、6学院19系1専門職学
位課程に統合・再編しました。
　「カリキュラムや講義を全面的に見直
し、海外から東工大で学びたいと思えるよ
うな、世界のトップスクールとしての教育
システムを構築するのが狙いです。改革
から1年が過ぎ、現在は改善点などを精査
し対応しているところです。一方で、例えば
「東工大立志プロジェクト」という授業で

ための仕組みであり、学院と研究ユニット
間で自由に人が移動できる機動性が大きな
特徴です。昨年12月にノーベル生理学・医
学賞を受賞した大隅良典栄誉教授（3）率い
る「細胞制御工学研究ユニット」は、ノーベ
ル賞を受賞したことを受け、今年4月に「細
胞制御工学研究センター」に発展しまし
た。今後も毎年2ユニット程度増やしてい
くなど、新陳代謝を繰り返していきます。
　「ハイブリッド自動車に搭載されるニッ
ケル水素電池のように、新技術には新しい
材料の創造が不可欠です。本学は伝統的
に材料科学分野に強く、QS世界大学ラン
キングでも28位と、電気工学の19位など
と並び高い評価を受けています」（注：「工
学・情報工学分野」では世界18位）

　そう三島学長が説明するように、IIR「フ
ロンティア材料研究所」の細野秀雄教授・
元素戦略研究センター長は「鉄は超電導
にならない」という常識を覆し、2008年
に鉄系高温超電導体を発見。世界中から
注目を集め、2013年には「トムソン・ロイ
ター論文引用栄誉賞」を受賞しました。
　また、IIRと並び世界的研究拠点として、
「地球生命研究所（4）」をはじめ、「元素戦
略研究センター」や文部科学省のCOI拠
点に選定された「『以心電心』ハピネス共
創研究推進機構」があります。
　さらに、IIRには国際共同研究を加速す
るための仕組み「ワールド・リサーチ・ハ
ブ・イニシアティブ」（WRHI）も設置。世
界一流の研究者を招請し、国際共同研究
を展開するためのプロジェクトを推進。研
究活動、産学協同研究の国際的拠点化を
目指しています。
　一方、AIやビッグデータの時代を迎え、

東工大では松岡聡教授を中心に高性能
スパコンの開発を推進。今までより大幅に
性能をアップした「TSUBAME3.0」が稼
働し、Green500 List（省エネ性能の世
界スパコンランキング）で世界1位を獲得
しています。

「世界トップ10」実現に向け
ステートメントを策定

　多様性を重視した大学改革に取り組む
東工大では、理工系を目指す女性にもっ
と学んでほしいという思いから、キャンパ
スに近接して女子寮「洗足池ハウス」を開
寮。留学生との混住型で、女子学生（研究
者を含む）が安心して大学生活に打ち込
める環境を整備しました。
　また、子育て中の研究者や学生が、教
育・研究を進める上で必要な時期に産
休・育休から復帰できるよう、キャンパス
内に「てくてく保育園」を開園。一部定員
は地域に開放し、大田区の待機児童解消
にも資しています。
　「本学は創立150年を迎える2030年に、
『世界トップ10に入るリサーチ・ユニバー
シティ』を目指しています。そのために私
たちはどのように行動すべきなのか、教職
員だけでなく学生も含め全学的にワーク
ショップを重ね、ステートメントを策定し
ました。今後、構成員一人ひとりが『ちがう
未来を、見つめていく。』“Spir i t”を胸に
抱き、『尖らせる』『共鳴する』『実装する』
“Action”で新しい社会を切り拓いていく
ことにより、必ずや本学が目指す姿に達す
ることができると確信しています」と、三島
学長は力強く宣言しています。
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最高水準の教育研究環境で
“世界トップ10”の
リサーチ・ユニバーシティを
目指す

NOTES

東工大の研究体制

三島良直学長
（みしま・よしなお）

　三島良直学長のリーダーシップの下、先駆的な教育改革および研究改
革を敢行し大きな注目を集めているのが東京工業大学です。昨年は日本
の大学では初となる、学部と大学院を統合・再編した「学院（1）」を創設。
さらに、教養教育の専門家集団である「リベラルアーツ研究教育院」や、
従来の研究所等を再編・集結した「科学技術創成研究院」を設置するな
ど、全学が一体となって教育力・研究力の強化を推進しています。
　こうした中、東工大では昨秋から今春にかけ全学を挙げてワークショッ
プを重ね、「ちがう未来を、見つめていく。」“Spirit”を胸に抱き、「尖
らせる」「共鳴する」「実装する」“Action”からなる東工大改革の方向性
をまとめたステートメントを策定。創立150年を迎える2030年に向け
て、“世界トップ10”のリサーチ・ユニバーシティを目指す東工大のさ
らなる挑戦が始まっています。

2030年に向けステートメントを策定
世界トップ10のリサーチ・ユニバーシティを
目指す東工大の挑戦が続く

東京工業大学
改 革 力
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⑴ 学院
　2016年4月、日本の大学で初めて「学部」と
「大学院」を統合し「学院」を創設。学士と修
士、修士と博士課程の教育カリキュラムが継
ぎ目なく学修しやすく設計された教育体系
を提供している。これにより、入学時から大
学院までの出口を見通すことができ、自らの
興味・関心に応じて多様な選択・挑戦が可能
となっている。

⑵ 学修支援制度
　入学当初に抱く疑問や、学修上困ったこ
とがあったときに相談窓口となる「学修コン
シェルジュ」、学生1人に対し2人の教員がつ
き、修学や進路に関する支援を行う「アカデ
ミック・アドバイザー」制度を整備。学生の学
修履歴は「学修ポートフォリオ」に記録され、
具体的で効果的な支援が可能となっている。

⑶ 大隅良典栄誉教授が
 ノーベル生理学・医学賞受賞
　「オートファジーの仕組みの解明」により、
2016年ノーベル生理学・医学賞を受賞。「自
らを食べる」という意味を持つオートファジー
（Autophagy）は、細胞内にあるタンパク質
を細胞内で再分解する仕組み。飢餓状態で
活性化し、分解したタンパク質を生命維持に
必要なアミノ酸生成に用いるなど、生命活動
を支える重要な働きである。この仕組みを解
明し、がんやパーキンソン病などの医学的な
研究にもつなげた功績が評価された。

⑷ 地球生命研究所
　2012年に文部科学省「世界トップレベル
研究拠点プログラム（WPI）」に採択。WPI
は、日本において世界トップレベルの研究
拠点形成を支援するもので、「地球生命研究
所」では、地球はどうやって誕生したか、生命
は何時どこで生まれ、どのように進化してき
たのかなど、地球と生命の原点を探る。
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世界トップレベルの研究拠点
としてのノウハウを還元
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クリーン環境
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進化

（H29.4設置）

工学院

物質理工学院

情報理工学院

生命理工学院

環境・社会理工学院

リベラルアーツ研究教育院

教育へ
の反映

世界トップクラスの研究者
との連携による「世界の研
究ハブ」実現を目指して、
国際的共同研究の展開と成
果の発信を行います。

東工大立志プロジェクトでの少人数グループワーク


