
 

Instructions for use

Title 大学院博士課程の現状と問題点 : 大学院重点化をめぐって

Author(s) 渡邉, 暉夫

Citation 高等教育ジャーナル, 2, 39-69

Issue Date 1997

DOI 10.14943/J.HighEdu.2.39

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/29844

Type bulletin (article)

File Information 2_P39-69.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


高等教育ジャーナル（北大），第2号 （1997）　　　　　　　　　　　　　　　　J. Higher Education (Hokkaido Univ.), No.2 (1997)

-39-

1. はじめに

　高等教育の改革について本格的に議論されるよ

うになったのは，今から 10 年ほど前（1987 年秋）

の大学審議会の設置と審議会への文部大臣の諮問

「大学等における教育研究の高度化，個性化及び

活性化等のための具体的方策について」が契機で

あろう。翌年から大学院部会が活動を開始し，ま

ず，「大学院制度の弾力化について」答申を行い，

以来，1991（平成元年）年 5 月に「大学院の整備

充実について」を，11 月に「大学院の量的整備に

ついて」を答申するなどの活動を続けてきた。こ

のような動きに対応して，北海道大学（以下，北

大）の大学院改革も議論されてきた。北大では

1993 年に地球環境科学研究科が設立された。この

新設は大学院重点化施策の一環であり，理学部の

改革とも連動し，理学研究科の生物科学専攻が重

点化された。また，教養部担当の理学部教員の所

属も関連するところであったので，教養部の廃止

とも関連した。以後，1995 年度に理学研究科のす

べての専攻が重点化を終えた。同じ年，獣医学研

究科が重点化された。工学研究科も来年度で重点

化が完了する。農学部の重点化も来年度から開始

される見込みである。こうして，北大は大学院に

重点を置いた大学として，21 世紀を迎えようとし

ている。水産学部についてはキャンパスが函館に

あるため，恒常的な研究会への参加は不可能で

あった。文系の研究科重点化構想も検討中である

と聞いているがこの研究会では把握できていな

い。

　本研究会では大学院重点化の理念を明確にし，

望ましい方向を目指す推進力を一層強力にするた

めに貢献することを目的とした。重点化が実現さ

れたり要求している理系の大学院の教育・研究指

導の問題を中心に検討が加えられた。問題点は率

直に指摘されている。重点化した大学院では，研

究費が多くなったこと，重点化に伴う設備の充実

もあったこと，助手定員の振替とはいえ教授・助

教授が増え，研究が活性化したことなど，これま

でにはない著しい前進があった。顕著な変化は，

院生定員枠の増加（実員では微増ないし倍増）で

ある。院生への門戸が広げられた結果，全体とし

て活発な研究活動が展開されるようになった。し

かし，同時に，教官・職員の多忙さは異常とも言

える状態で，教官は土・日や正月休みを返上して

院生の論文指導にあたり，定員削減で長い間減少

傾向にある事務，技術職員は，超過勤務が常態化

している。院生増が優先され，増築されない研究

室の狭あいさが問題となっており，研究は非能率

的になりはじめている。このまま推移すれば一時

的には研究の高揚は見られるものの，やがて，教

官・院生とも研究の「共倒れ」になり，重点化の

実が上がらないのではないかという声も出始め

た。実験の基礎的訓練も不十分なまま，修士課程

2 年目に入ってしまうこともあると報告されてい

る。大学院生の休学，退学が目立つという指摘も

ある。また，研究者を目指して，かつて大学院に

進学した教官にとって，院生の気質の変化には戸
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惑いを感じる場合も多い。

　この他に，院生の経済的自立や研究支援体制の

充実，研究費・旅費の増額などの諸課題を抱えて

いる大学院の実情を分析し，院生への研究指導に

ついて検討することは，大学院の充実のために避

けては通れない。大学院の抱える問題は，大学院

の目指すべき課題とともに，別途，大学審議会の

報告「大学院の教育・研究の質的向上に関する審

議のまとめ」（平成 8 年 10 月 1 日）でも述べら

れているが，私たちはさらに北大の現状を踏み込

んで分析した。

　大学院重点化の歪みを放置すれば学部教育等に

弊害が出る恐れがある。新しい大学改革は教養部

の廃止とほぼ同時に進行してきたので，大学全体

を見直した改革を実り多いものにするためには，

大学院の質の充実とともに学部一貫教育の内容が

問われている。

　研究会での討論は，なによりも委員自身にとっ

て「大学院」の抱える問題をより深く認識する過

程であったが，大学改革全体，学部一貫教育の在

り方や大学入試制度に在り方にも議論が及んだ。

なお，博士課程は 4 年生学部では前期（修士）と

後期にわかれ，指導内容も異なるので，本報告で

は分けて記述されることがある。

　本研究委員会は 5 月 14 日に最初の会合をもち，

7 月 14 日，10 月 23 日，11 月 20 日，1 月 16 日，

1 月 22 日，1 月 29 日と 7 回の研究会を開いて検

討を重ね，報告書のまとめにあたった。さらに最

終取りまとめの段取りを野口，阿部と渡辺で行

い，膨大な工学部の報告を圧縮する作業が工学部

委員の間で行われた。その後，渡辺が各委員と連

絡をとって報告をまとめた。ただし，委員が多忙

なため，検討が不十分に終わった点が多いと感じ

ている。会合で委員全員が揃うことは一度も無

かったことは，この間の委員の多忙さを如実に物

語っていよう。

　委員会の構成は以下の通りである。　　　

　渡邉暉夫（理学研究科：研究会総括）；阿部和

厚（医学部：高等教育開発研究部部長）；石川健

三（理学研究科）；喜多村　 （理学研究科）；吉田

重光（歯学部）；野村靖幸（薬学部）；有賀實芳（薬

学部）；野口徹（工学部）；榎戸武揚（工学部）；篠

原邦夫（工学部）；波多野隆介（農学部）；小沼操

（獣医学研究科）；前野紀一（低温科学研究所）；長

谷部清（地球環境科学研究科）

　また，以下の方々には委員会で話題提供や審議

へ参加を通じて，ご協力をいただいた。

　丹保憲仁（総長）；鈴木久男（理学研究科）；長

澤徹明（農学部）

2. 大学院の課題：近代文明の到達点を振
り返って

　研究会では第 2 回目の会合でイギリスの大学改

革を視察してきた丹保総長の報告を受けた。総長

の報告や個人見解は別途明らかにされているが

（例えば，丹保 1996），ここでは，総長報告を含め

本研究会の方向付けにとって重要な点を，研究会

の考えとしてまとめる。

　フランス革命以降の近代文明の特徴は産業別社

会であり，高速多量輸送と生産の単純化，消費の

社会化によって築きあげた社会であるともいえ

る。その結果，無限と考えられた地球を対象に，

資源の分割と所有の偏りが世界的に進行した。21

世紀を目前に，食糧問題・エネルギー消費と地球

温暖化問題・飢餓問題・環境問題その他人類の生

存にかかわる問題（例えば，エイズ）が発生し，

深刻化した。今日の文明は，行き詰まりとも思え

る様相を呈している部分が目立ってきた。構造的

に有限である地球を対象にした21世紀の文明の

創出が求められるという指摘もある。世界は競争

から共生の時代に入りつつあり，グローバルな環

境問題は，近代の生産と消費の関係そのものを変

えることを要求している。近代社会に貢献した

ヨーロッパ文明は，リベラル・アーツを導入した

米国の教育によって文明のリーダーシップを取っ

て代わられた。遅れて近代化を開始した日本は，

第2次大戦後リベラル・アーツの教育システムを
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導入すると共に，縦割社会の構造の中で産業別シ

ステムを効率的に運用し，経済成長の面では画期

的成功を収めた。もちろん，このことは戦後日本

の到達点を単純に美化するものではないが，近代

文明の重要な担い手として日本が成長したことは

疑いがない。しかし同時に，日本は近代文明の生

み出す問題にも真っ先に直面することとなった。

水道工学を例に取れば，現代の工業が支えている

長距離導水システムは，度重なる大都市の渇水に

より，社会の，あるいは生産の構造を変え得なく

ては問題が解決できないところまできた。日本

は，1960 年代の高度成長以来，科学技術の進展と

これに伴われる問題に直面した。特に 1970 年代

以降は，電子的な情報科学技術の発展が知識体系

の急速な発展を促し，「生物としての人間がもつ

体内情報としての知恵がともすれば知識に追随し

得ない時代でもあった」。「知識の体系としての科

学に，知恵の体系である人文系の教育が遅れを取

らずに充実し，できれば知識を誘導する形で作動

させる得るような教育体系が必要」となった（引

用は丹保 1996）。我々は「人間の理性の基礎を

しっかりと学ぶ場を作り上げていかなければなら

ない」（丹保 1996）時代を迎えた。

　1980 年代は日本にさらなる転換をも求めた。

1960年代の「高度成長」，70 年代の「ソフトサイ

エンス」に続いて，1980 年代には「科学技術立国」

「技術立国」が科学技術庁や通産省から打ち出さ

れた。「立国」という国家単位の目標の裏には，ア

メリカが仮想敵，競争目標として設定されている

（中山茂 1995）。したがって，国際水準（包括的に

はアメリカの水準とも言える）に達しようとした

日本の科学技術力は，「立国」のスローガンを掲

げると同時に，アメリカのあからさまな防衛措置

にあい，摩擦が生ずる。ここに，摩擦の解消につ

ながる「国際化の重視」の概念が，科学技術会議

第 11 号答申で述べられるようになる。「立国」と

「国際化」という矛盾する概念（中山茂  同上）を

包含しつつ，日本の80年代の科学技術政策はすす

められたが，ここにアメリカを中心とする日本へ

の批判，たとえば「基礎科学ただ乗り論」が浮上

する。日本の科学技術が国際水準に達したのは，

「ただ乗り」だったからである，との指摘をその

まま受け入れるものではないが，ここでは立ち

入った議論はしない。しかし，「ただ乗り論」の

浮上によって，日本自身も基礎科学への政策的充

実を指向せざるを得なくなった。アメリカがこれ

まで誇ってきた大学院の充実を参考に，日本でも

大学院制度を見直し，国際化と創造的研究を実現

させる大学院制度を追及しなければならなくなっ

たのは，このような背景があったからでもあろ

う。最近では「技術創造立国」が唱えられている。

こうした大学外の動きに対して，大学は，内在的

要求と自律に基づいて，如何に回答を見い出し，

文明の創成に貢献出来るかが問われている。研究

会では，我々に課せられていることは情報の享受

と利用者という立場ではなく，high levelな情報の

発信者となることである，との認識を共通なもの

とした。情報の交換を通して知的インバランスの

ない社会の中で，日本の大学の存在意義を示して

ゆくためには，理系では 4 年ではなく，実質的に

6 年一貫という方向が必要という声も大きい。こ

の現状を踏まえ，博士前期課程（修士）をどう捉

えるかを提言し，さらに後期課程で何が獲得され

るべきかも検討する。

3. 北大における大学院の現状：重点化と
その進行

　1980 年代から北大における大学院構想は各々の

研究科で議論が進められてきたが，最初の契機は

独立大学院として 1970 年代に設立された環境科

学研究科の廃止と地球環境科学研究科の設置で

あった。環境問題が大きくクローズアップされて

くる中で，環境科学研究科が廃止されなければな

らなかった事情は別途明かにされるべきことであ

ろうが，この点はこの研究会の任務ではない。北

大は，代わって重点化された地球環境科学研究科

と理学研究科の改祖に 1993 年に踏み出した。す
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でにそのころ，工学研究科では新しい改革案がだ

されおり，1990 年代は医，歯，薬，獣医の生命科

学研究科構想も含めて，大学全体の重点化へと動

き出した。重点化の経緯は既に略述したところで

あるので，繰り返さない。最近ではスーパー・ファ

カルティー構想の下に，大学院を組み替えてゆこ

うという考えも出されてきている。各研究科は4

年生学部に続く大学院と 6 年生学部に続く大学院

とでは自ずと課題がことなる。

3. 1　4 年制学部につづく大学院： 理学研究科，

工学研究科，農学研究科，薬学研究科，地球環境

科学研究科

　博士前期課程（修士課程）：4 年制の理系学部で

は、卒業年度は少なくとも学生は講座配属となっ

て研究的内容を学ぶ。卒業論文を書き、博士前期

（修士）課程へ進む。重点化により院生定員は増

加（理学研究科ではほぼ倍増）し，また重点化を

目指して大学院生の数がどこでも急増している。

全国から大学院生を受け入れるが，受験では特に

語学の成績が合否に大きく響くという指摘があっ

た。合格者が院生定員に満たない場合は再募集を

求められるが，そのスペース（増加した院生数に

対応できる講義室，セミナー室，研究室の大きさ

と数）が確保されているとは言えない。

修士課程では授業（講義）が行われているが，研

究科や専攻，教官によって重点の置き方や内容が

かなり違う。全国の大学から進学してくるので，

大学によっては学部教育で実験・実習をあまり

行ってないところもあり，研究指導では学部レベ

ルから教育しなければならないことも少なくな

い。一方で他大学から進学してきた院生は研究に

意欲的であることが多い。しかし，学部の出身大

学を問わず，研究に関する院生の意欲やテーマの

理解度が不足しているとの指摘が少なからずあ

り，院生の自主的意欲を引き出すスクーリングが

重要である。また，院生数だけの増加は研究テー

マの設定を難しいものにしている。大学院生は修

士課程修了で就職する例が多く，入学してからの

講義中心の初期研修，2 年目の就職活動，論文執

筆となると、正味の研究期間は 1 年あるいは 1 年

もないことになる。また，どこに就職できるかが

問題であり，教官に就職の世話という大変な負担

がある。

　博士（後期）課程：博士課程の定員は修士課程

のほぼ半数であり，重点化して定員が多くなった

が，全体を見ると，充足率は 100 %には達してい

ない。分野にもよるが，需要（ドクターの社会的

ニーズ）があまりない分野もある。基礎科学では

この点が問題である。いたずらに充足率を追及す

ることは，近い将来，深刻な就職浪人を抱えるこ

とにもなるが，研究員制度の充実等，研究体制・

研究支援体制が充実されることが大学院の充実に

もつながる。ただし，薬学研究科は以上の傾向と

はやや趣きを異にし，研究者の社会的需要も多

い。この点では 6 年生の医，歯，獣医などとの関

係が深い。

　社会人受け入れ：博士課程では企業の研究者の

リフレッシュ教育と関連して，分野により社会人

の受け入れをしている。4年制の卒業者で企業等

で研究職に従事し，論文を何編か書くと，大学院

博士課程入学の資格ありとして受け入れているの

が実情である。しかし，人を送り出す企業側に十

分な余力がないと，また，大学側で受け入れに足

る余裕（設備など）がないと，大学院在学は名目

だけとなり，場合によっては大学は単に学位を授

与するだけの機関になってしまう。これは将来的

に大学院の形骸化を招くという危惧が表明された

りしている。

3. 2　6 年制学部につづく大学院：獣医学研究科，

医学部と歯学部の大学院

　6 年制学部につづく大学院で重点化しているの

は獣医学研究科のみである。獣医学部では4年制

であったところを修士課程を結合して6年制とし

た。学部のカリキュラムは他の 4 年制と類似して

いる。たとえば，4 年生はすでに各研究室配属と

なって，そのまま，5～6 年へと進む。研究室配
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属は，人数割りである。学生のうちに3年ほどの

研究経験がある。博士課程では講義形式の授業は

ほとんどない。ただし，夏休みに集中特別講座（講

義）をもつ研究室もある。もともと学生数が少な

いため，数名の受講では授業にならない。就職は

最近のバイオテクノロジーブームにより，医薬系

の企業への就職需要がある。

　医学部では，大多数の卒業生が大学で6年の教

育をうけ育っていくという体制は，数十年前に確

立していた。大学院と呼ばなくても、卒後教育中

心の学校が古くから機能していた。研究中心の大

学院大学は，米国でジョンズ・ホプキンズ大学で

始まっている。この大学院は，病院の設立ととも

に計画され，10 年後の 1876 年に開校された。研

究中心のこの大学は，その後のアメリカ独自の大

学院教育のモデルとなった。また，米国では，学

位をもつ人口が最も多いのは，医学系と法学系で

ある。

　歯学部では，卒業生の大部分が最終的には開業

医となることが多いが，学部教育では歯科医師と

しての基礎の基礎を学ぶだけであることから，卒

後学習の必要性に対する意識は高く，引き続き何

らかの形で大学に残って専門医や認定医を目指す

という傾向が強い。しかしながら，大学院に進学

しなくとも研修生，研究生，医員などの形で大学

に在籍して研究を行うことによっても博士の学位

を取得することができる（論文博士）ことから，

これまでは大学院に進学する者はそれほど多くな

かった。ところが，近年の歯学の発展により基礎

研究のみならず臨床面においても高度化と先端化

が進み，常に新たな知識と技能を自らのものとす

ることが要求されるようになったこと，また歯科

医療に対して患者が要求するニーズも多岐に亘

り，高度な医療への要求が高まってきたことなど

から，最近では研究マインドをもった高度職業人

としての歯科医師を志向して大学院に進学する学

生が増加する傾向にある。

以上の研究科では，博士の学位をもった人々が専

門を生かして社会的に活動する場が，4 年生学部

につづく大学院出身の人々に比べて，保障されて

いる。

4. 研究科の特徴

4. 1　地球環境科学研究科

　本研究科は，環境科学研究科の基幹講座の一

部，理学研究科の生物学，高分子化学，地質学鉱

物学専攻の一部と環境化学講座，低温科学研究所

からなる 3 専攻で 1993 年度に出発し，翌年，地

球物理学の枠を利用し，さらに水産学研究科の一

部の協力によって4専攻となったものである。そ

の構成は地圏環境科学専攻，生態環境科学専攻，

物質環境科学専攻および大気海洋圏環境科学専攻

よりなる。ここでは，物質環境科学専攻を中心に

現状をのべるが，低温科学研究所に関わることに

もふれる。（大）講座は 20 である。物質環境科学

専攻は 5 つの（大）講座よりなる。

( 1 ) 入学者と試験

　俗に言う“足を持たない大学院”であるために，

入学希望者は主に本学理工系学部および他大学の

自然科学系卒業者である。物質環境科学専攻で

は，化学系学科以外の卒業者，たとえば，教育大

学や教育学部，水産学部等の卒業者で化学系以外

の進学者も受け入れている。したがって，入学者

はすべての専攻においていろいろな大学出身者で

占められ，学部と直結した大学院には見られない

様相を呈する。よく言えば，能力も実験技量もバ

ラエティに富んでいるが，指導者泣かせが無いわ

けではない。

　低温科学研究所の物理部門は従来は理学研究科

地球物理学専攻から院生を受け入れていた。新し

い改革では独自に院生を募集することになり，全

国的に募集が注目されるようになり，院生の出身

大学が大きく拡大された。他の部門でも，院生の

出身学部は多様になった。結果として，学際的研

究が指向できるようになったが，一方で，院生の

学部の教育過程が以前とは大きくこと異なるた

め，大学院での研究遂行に支障をきたす場合も生
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まれる恐れが出てきている。院生の意欲と研究の

幅の広がりを生かすためには，スクーリングの充

実が望まれ，全学的協力が必要になってきてい

る。

( 2 ) カリキュラム

　4 専攻間の関わりはない。フィールドワークを

主体とする専攻と実験室での研究を主体とする専

攻から成り立っているために，環境科学に対する

基礎・専門科目を学習させることがなかなか困難

な状況にある。しかしながら，環境科学に対する

知識や学力を幅広く身につけるために，他専攻の

講義を少なくとも1科目以上履修することを義務

づけている。

　全学教育（特に初学年）の関わり：物質環境科

学専攻をはじめとして教官の一部は，理学部に所

属することから，当面の間，全学教育に関わるこ

とになっている。学部の教育に関わり，卒業研究

も受け入れている専攻もあるが，卒業研究にはほ

とんどかかわらないのが物質環境科学専攻であ

る。責任部局と全学教育（特に初学年）の関わり，

初学年生と学部・物質環境科学専攻の関係，およ

び全学教育における授業にどう関わっていくかな

ど，解決されなければならない問題もある。

( 3 ) 大学院生の確保

　各専攻の修士の入学定員，入学者実数，修了者

数を表 1 に示す。教官数（助手を除く）は順に 20，

43，23，31 名である。

　大学院大学への昇格が全国規模で展開されるな

か，足を持たない大学院としては，入学者の確保

は大変な努力を要する。全国の関連機関，大学へ，

本研究科・本専攻のポスター，パンフレット等の

配布・広報活動を行っている。物質環境科学専攻

は，教官数に対し募集定員が少なく，定員内の院

生数では，教官の本来的職務である院生の研究指

導に携われない教官が生じる。いまのところ入学

者も定員を越え，期待どおりの数が確保できてい

る現状にある。

( 4 ) 卒業と就職

　入学者の内，病欠者，経済的理由による者を除

けば，おおむね修学年限で卒業している。近年の

不況のために就職状況は芳しくなく，厳しい状況

にある。物質環境科学専攻は，研究科設置母体が

理学部化学科であり，理学部化学科時代には，長

い歴史と伝統，多くの先輩による種々の情報に恵

まれており，就職に関してはどれほども苦労する

ことはなかった。物質環境科学専攻の歴史はまだ

浅く，社会に十分知られるに至っておらず，専攻

として懸命に社会へ情報提供・宣伝活動を展開中

であるが，尚一層の努力が必要であるといえる。

( 5 ) 将来の展望

　どの専攻においても学生の確保が最大の問題で

ある。研究成果をあげると院生が集まるという図

式が簡単に成立するわけではない。特に他分野か

ら院生を集めるのは一層困難である。教官の中に

は，全国的な「地球環境研究フロンティア」構想

の中で重要な任務を分担し，博士院生を職員とし

て雇用し，博士号を取りながら研究・仕事をする

という魅力ある身分を作る努力を積極的にしてい

る人もいる。もしもこの考えがうまく行けば，北

大に多くの院生が集まるであろうと言われてい

る。しかし，建物が当初計画の 1 / 3 だけ進んで

表 1 　地球環境科学科　修士課程の入学者定員，入学

者実数，修了者数

定員　　平成5　　　6　　　　7　　　8　

地圏環境

（29）　　　 23　　     28　       33　　　27

　　　　　　　　　   23　　   28　　　32

生態環境

（43）　         39　         55　       49            57

　　　　　　　　　  42　       53        　49

物質環境

（23）             22　   　  44            37　　　34

　　　　　　　　　  31            34　    　35

大気海洋圏環境

（31）　　                         5　　   29　        37 　

（増設）         46　　　  　　       11　　　29
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先が見えないのが，不安材料である。現在はゼミ

室，実験室，研究室が分散している院生もおり，

また，同じ研究グループでありながら，離れた建

物に入ってしまい，日常的交流が支障をきたして

いる場合もある。地球環境科学研究科が，その役

割を果たすには，全学的に連携がとりやすく，研

究の組織者としての役割が果たせる建物が必要で

ある。

研究科として先輩がいない（少ない）ために，就

職を思うにまかせない状況であり，公務員など職

場の開拓に努力している状況にある。全学の協力

が望まれるところである。

（文責：長谷部　清）

4. 2　理学研究科

　理学研究科は生物科学専攻に続き，物理学，地

球惑星科学専攻の重点化が 1995 年度に実現し，

1996 年度には化学専攻，数学専攻の重点化が実現

した。この重点化によって，旧来の生物学専攻と

高分子化学専攻の合体，地質学鉱物学専攻と地球

物理学専攻の合体，化学専攻と化学第二専攻の合

体が実現した。

　数学専攻はいわゆる大講座（以下講座）3（代

数構造学，空間構造学，数理解析学），協力講座1

（情報数理）よりなる。物理学専攻は量子物理学，

電子物性物理学，凝縮系物理学，非線形物理学の

4 講座に量子物性物理学，相転移物性物理学の 2

協力講座よりなる。化学専攻は分子構造化学，物

性解析化学，機能分子化学，生命分子化学，分子

変換化学の 5 講座と超分子化学，生体制御化学の

2 協力講座で構成される。生物科学専攻は 6 講座

（系統進化学，形態機能学，行動知能学，生体情

報分子学，生体高分子解析学，生体高分子設計学）

と 2 協力講座（海洋生物科学，資源海藻学），地

球惑星科学専攻は4講座（地球惑星物質圏科学，

地球惑星進化科学，地球惑星流体科学，地球惑星

物理科学）と 1 協力講座（地球惑星変動学）から

構成される。

( 1 ) カリキュラムの特徴

　研究科共通の講義として生命化学特別講義I～

IV，科学基礎論特別講義，科学史特別講義，先端

科学特別講義（集中）があり，さらに地球科学系

の講義その他を加える考えもあるという。しか

し，専攻ごとに細かい講義科目が多く設定されて

いることが特徴で，その数は，修士ではいわゆる

修士論文の単位（物理学の場合は論文輪講しかな

い）以外に，少ない専攻でも約 40，多い専攻では

75を越える。院生数を考えれば，1 講義あたりの

受講者は少ない。細分化している科学の状況を反

映しているのであろうか？博士課程後期の研究の

単位数は数学専攻では 2 単位と少なく，ついで化

学が 7 単位，地球惑星は 14 単位で，生物科学専

攻は 10 単位である。

　教官数の変化は表 2 に示す。理学研究科全体で

教授，助教授が各々 9 名増加し，講師，助手，教

務職員が順に10，8，5 名減少した。理学部教官

の地球環境科学研究科への転出もあって，専攻に

よって差はあるものの，重点化が教官の待遇改善

をもたらした。しかし，これは必ずしも研究条件

の改善を意味してはいない。院生増もあって，理

学研究科は深刻な研究室不足となった。1997 年度

（平成 9 年度）の大学院入学予定者は5年前に較

べ修士課程で 1.8 倍強，博士後期課程で 1.56 倍で

ある。院生実数は平成 8 年度で修士課程 455 名，

博士後期課程 288 名である。1985 年の院生数は

修士課程 101 名，博士課程 37 名，計 138 名であっ

たから，12 年前に較べ，院生数は約 5.4 倍となっ

た。これが，新2号館が増築されただけの理学研

究科で研究を遂行している。過年度生は博士後期

課程では現在 40 名，前期課程では 12 名である。

修士での過年度生や休学・退学が定員増とどのよ

うな関連性があるかは今後注意深く検討されるべ

きであろう。

　研究費は増加したが，研究室の改築，プレハブ

建築の経費などに使われ，実質研究費は減少さえ

している場合がある。幸いにも，関係者の努力で

理学部の再開発も見通しがつきつつあるが，それ

にしても再開発完了までには今後 10 年ほどを要
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するという。教育研究の質を向上させるためには

院生の受け入れ数について現実的な対応が求めら

れている。なお，留学生は現在 34 名（うち国費

は 17 名）で，アジア諸国からの留学が多いが，オ

セアニア，ブラジル，メキシコ，エジプト，ノル

ウェー，ポーランドなど世界各地からきている。

学術振興会長期・短期の研究員は現在5名で，短

期研究員は性格上，イギリス，フランス，アメリ

カ，ドイツなどのいわゆる先進諸国からの受け入

れが目立つ

( 2 ) 理学研究の特徴

　ここで，簡単に理学研究の特徴を述べておきた

い。自然科学の研究は生産活動や技術を通して生

まれた人間の自然認識を出発点とし，科学として

発展してきたものであり，その源流は，呪術的，

神秘的，宗教的要素を含みつつも古代エジプトほ

かのオリエントの科学の中にみられる客観的，合

理的な自然観察である。エラストテネス（B.C.

275─ 194？）は地球の円周を合理的に求めてさ

えいた。また，化石からかつての海が陸地になっ

たという地殻変動の記録を正しく残したのは，西

洋では，あのレオナルド・ダ・ヴィンチ（1452─

1519）であり，東洋ではさらに歴史を遡り，朱子

（1130─1200）だと言われている（井尻・湊 1974）。

また，中世の錬金術や占星術も科学の芽がある。

錬金術や占星術と言うと無から有を生む魔術や妖

術と思われがちであるが，実際は「物や現象とし

て現れているものの裏側にある本質を見極める」

ための真摯な追及があった。この本質を見抜こう

という姿勢こそ，（理学）研究の本質に他ならな

い。19 世紀以降，自然科学は生産技術と深く結び

付くことによって急速に進展し，自然科学的認識

は社会に大きな影響を与えるようになった。しか

し，現在の陸地が過去に海底であったという認識

を得ても，つまり，自然科学の成果が人間の認識

を変えはしても，直接的にすぐには社会に還元し

えない場合が多い。素粒子の研究が工学に今すぐ

役立つわけでもない。理学は工学と違って，生産

活動や社会との関連が必ずしも鮮明ではない分野

が多いが，その重要性は，人類の歴史から判断す

れば，軽視されるべきものではない。ただし，社

会的需要が少ない事実を無視するわけにはゆかな

い。そのため，毎年博士課程後期の院生を定員分

入学させることが質の向上につながるのか疑問視

する声がある。

　とはいえ，物の本質を見極めることのできる研

究者を育てることが，そして，基礎的・先駆的研

究を押し進めつつ，幅の広い視野，高度の専門性，

豊かな人間性をもった研究者を要請することが，

理学研究科の使命であるが，これは同時に大学全

体に科せられた使命である。

　なお，以下に委員のいる専攻科の様子を中心に

表2　理学研究科の大学院重点化に伴う教官定員の推移

設置年度　専攻名　　　　　 教授　　　  助教授　　   講師　　　 助手　　  教務職員　 　  計　             備考
　　　　　　　　　　　　移行後　移行前　移行後　移行前　移行後　移行前　移行後　移行前　移行後　移行前　移行後　移行前

5年度　生物化学専攻           17       14        17      14          0        5        10        9         0        2        44       44            ( 1 )
6年度　物理化学専攻           15       14        14      13          3        3          5        7         0        0        37       37            ( 2 )
6年度　地球惑星科学専攻   14       13        13      12          3        3          5       10        0        1        35       39            ( 3 )
7年度　数学専攻                   19       17        18      16          2        3          7       11        0        0        46       47            ( 4 )
7年度　化学専攻                   16       14        16      14          2        6         18      16        0        2        52       52
            計                                  81       72        78      69        10      20         45      53        0        5       214      219

(1) 平成５年度　行動知能講座の学年進行で教授1，助教授2増　平成7年度学年進行助手2増
(2) 平成６年度　留学生担当専門教官講師1増
(3) 大学院環境科学研究科　教授1，助教授2，助手2　振替減
(4) 平成 7年度　高等教育機能開発センター　助手1　振替減
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大学院の問題を検討する。したがって，生物科学

と数学については簡単な専攻の紹介にとどめる。

各専攻ではCOE（Center of Excellence）構想を視

野に入れて，研究・教育に取り組んでいる。

　生物科学専攻は6大講座52名のスタッフによっ

て現在生物科学の最も重要な研究分野をカバーし

ており，大学における生物科学の拠点として国際

的にも最大級規模のものとなっている。重点化に

よって広く公募により人材を求め，スタッフは充

実し，特色ある研究をすすめている。生物科学専

攻は今年度，外部評価を受けた。時間的にも労力

的にも大変な仕事であったが，得られたものを多

かったという。生物科学科外部評価委員会（1997）

は以下のようにまとめている。

　「一つには教官サイドの意識改革にある。点検

評価といえば単に形式的なもので，ともすれば消

極的な態度であったが，今回の外部評価のように

重点化後の教育研究について見直しを行い，今度

の改善及び活性化につなげてゆくという明確な目

的意識を持って第三者による客観的な評価を受け

るのであれば，これは非常に重要なことであると

いう認識を持ってもらえたことである。もう一つ

には，外部評価によって教官に新たな刺激を与え

ることになり，今後もある期間（5 年に一度ある

いは 10 年に一度）ごとに行う必要があると考え

るようになったことである。」

　数学専攻は他大学の研究科と異なり，純粋数学

のみならず，応用数学も充実している点で全国で

も特色のある専攻である。この点もあって，博士

前期課程の院生は多い。しかし，院生の急増は深

刻でプレハブ教室の増設で当面の急場をしのいで

いる。就学人口の減少に伴い，教職への就職口は

少なくなるので，博士後期を修了した院生の就職

は深刻となろう。これは他の基礎科学分野も同様

であろう。

( 3 ) 物理学専攻

　物理学は物質，空間等に関する自然現象の普遍

的基本法則を探求し， 同時に基本法則に基づく諸

現象を解明する学問である。普遍的な自然法則は

多くの場合 単純な形で表現される。このことを理

解する過程として，学部，修士，博士（後期）の

3段階に分ける。学部では 既に完全に理解されて

いる古典的かつ基本的な法則や事柄が教育され

る。一方，大学院修士（博士 前期）課程では，よ

り 高度であり理解が現在進行中である先端の事柄

が教育されると共 に，院生は時には未知の物理学

に関する研究を始める。さらに進んだ博士後期課

程 では本格的な研究が始められ，後期課程の大学

院生は 研究者への道を歩む。 物理学科での教育

は，長い間学生が基本的な事柄を着実に身につけ

る事を目指して分かれて来た。物理学専攻へと重

点化されて以後の学部教育は以前と同じであっ

て，大学 院教育に関する基本方針は今の所明確な

ものは出ていない。

　また，研究方法や手段の差 により，理論研究と

実験研究とに分類される。実験研究分野では，時

には大型とな る実験装置を使い，実験的手段によ

り物理法則を探求する。理論研究分野では， 計

算・考察等に基づき物理法則を探求する。装置は

ほとんど使わないが，近年は 高速計算機 等を使

うことも多い。

　第 2 物理学科構想が長い間物理学科の念願で

あったが，遂に実現されなかった。物理学が充実

していないと理学研究の基礎が脆弱になってしま

うと心配して退官した物理学科の教官もいた。少

ない教官数で負担がかかり， 教官は忙しすぎ，毎

日研究・教育・管理運営等の生活に追われている。

(a) 学生、大学院生の教育について

　博士（後期）課程は研究者と成ること，修士課

程は高度の知識所有者と成ることと考える。

　アメリカ式 修士課程では授業中心であり，学生

は学部と同程度の 時間（数コマ／日）講義をと

る。講義では，多量の宿題が（毎週）課され多数

の科目を同時にとることは至難である。 本専攻で

は修士課程の授業カリキュラムを重点化に際 して

充実させた。必修科目群は論文輪講2科目の4単

位とし，さらに，3 つの科目群から10単位以上を

各々含み，合計 30 単位以上を修得することとし，
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基礎学力の充実を目指した。

　但し，教官定員は不変であるため，教官はより

忙しくなった。内容は学部講義の次の段階のレベ

ルで，各教官の専門に近い事柄に関して、出来る

だけ物理学専攻とし ての共通性の高い項目を含ま

せている。問題点は講義の分野が限られることで

あり，また，実験分野では，実験時間が長く講義

とのバランスが難しい。

　授業以外では，セミナー（教官＋院生，院生＋

院生 ）形式での研究成果の発表，討論等や輪講形

式での教科書や論文の精読を行っている。

　研究会出席や学会発表も院生にとって重要であ

るが，現在では公的な単位にはなっていない。

　院生が 研究者に育つのに必要なことは技術面で

は，

①基礎及び必要な知識の習得

②研究の進め方の習得

③研究テーマの探し方の習得（センス）

④研究テーマの遂行

などであり，

精神面では

①精神的スタミナ，集中力，継続力

②研究を遂行する自信を持つ（経験で身につ

く？）であろう。

　大学院生は勉学に殆んどの時間を費やす事が可

能である。但し，バランスのとれた発達をするた

めにスポーツ，読書，芸術（実技・ 鑑賞）等の全

人格的な事柄を行う ことも重要であろう。このよ

うな人間教育は大学院からでは遅すぎるのであっ

て，大学院でも全人格的成長を追及するにしろ，

学部教育やさらには入試以前にバランスのとれた

成長が追及されていなければならない。

( 4 ) 化学専攻

(a) 組織の沿革

　化学専攻の母体となる化学科，化学第二学科

は，各々，昭和 5 年，昭和 38 年に設置され，度

重なる講座増を経て化学科は 6 つの（小）講座，

化学第二学科は 8 つの（小）講座を擁する学科と

なった。以来，それぞれの学科の特徴を生かしつ

つ別々の運営を行ってきたが，平成7年度学部入

学生からの制度改革により両学科が統合され，新

しい化学科（定員 78 名）として生まれ変わった。

大学院についても，化学専攻，化学第二専攻とし

て独立の組織体として運営されてきたが，これに

ついても平成 7 年の大学院重点化に伴い統合さ

れ，化学専攻として新たに発足した。これにより，

基幹 5 大講座（ 15 研究室）と2 協力講座（電子

科学研究所，2 研究室；免疫科学研究所，2 研究

室）からなる大きな専攻となるとともに，学生定

員も博士前期課程 48 名，博士後期課程 23 名へと

増員され，現在に至っている。通常，学部卒業生

の 90 ％近くが博士前期課程に進学するため，実

際の学生数は定員の 150 パーセント程度となるの

が実状である。また，大学院重点化後では博士後

期課程に進学する学生も増え，毎年，定員を充足

している。

(b) 教育の現状と問題点

　大学院における教育・研究の重要性が増すなか

で，その役割は極めて重大である。特に，化学は

様々な物質や材料を扱う学問であり，化学専攻に

おいては，このような多種多様のニーズに応える

べく，有機化学，無機化学，物理化学などの基礎

分野はもとより，生物化学や量子化学，計算化学

などの分野についても重きを置いて教育・研究を

行っている。大学院教育が多種多様なニーズに応

えるのは社会の要請であるが，経験や実習が重要

となる化学では，この要請が問題として浮かび上

がる。すなわち，経験や実習を充実させるには on

job training ，すなわち，実際の研究に基づいた教

育が効果的と考えられるが，一方で，大学院にお

けるスクーリングはこれを補完するための専門分

野の教育に片寄りがちである。従って，スクーリ

ングでは広い知識や考える力を養うための教育が

軽視されがちになる。事実，大学院におけるス

クーリングは，研究室のゼミと同等の学生数で行

われることもしばしば見受けられる。専門家を育

てることも重要であるが，創造的な広い視野を持

つ学生を育てることも求められる大学院教育の大
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きな問題点の一つであると考えられる。大学院教

育においては，実社会において必要となる知識や

技術を教育することも重要である。しかしなが

ら，大学院教育が化学・科学技術の進歩に追いつ

いていない。教育設備は旧態以前であり，これに

基づいた教育は社会のニーズとかけ離れざるを得

ない。いきおい，研究室レベルでの実験装置や設

備を用いて教育を行なわざるを得ず，これも専門

的な分野へ片寄った教育を助長させることになる

のが現状である。また，専門分野への偏重は，幅

広い人的・知的交流を妨げる結果にもなりかねな

い。事実，専門分野が異なるために，互いに有意

義な研究討論や情報交換できない学生は数多い。

これにより，学生は独自の研究を進めるためのセ

ンスを養うことが難しくなり，博士前期，後期課

程の学生ともに，研究の遂行を教官に頼らざるを

得ず，創造的な研究能力を培うことができなくな

る恐れがある。化学専攻の特異性もあろうが，知

識や専門分野にとらわれないバランスのとれた大

学院教育を行うことが緊急の課題であろう。

( 5 ) 地球惑星科学専攻

　全地球的な観測や共同研究が遂行され，太陽系

の観察も大きく前進した今世紀後半の状況を踏ま

えて，旧来の学問の狭い枠に閉じこもることな

く，新しい惑星像を解明すべく，組織を改めた。

つまり，地質学鉱物学・地球物理学の両学科，付

属施設，観測所，センターなどよりなる総合的な

地球科学の分野のほか，あらたに地球以外の惑星

物質科学を研究するグループを設けた。研究対象

が大きいだけに，これをカバーするには1大学で

は十分ではなく，スタッフは国内外の研究機関と

共同の研究を当然のこととしている。このように

活動の幅が広がる一方で，研究者を受け入れるス

ペースはほとんど無く，狭苦しい思いをして研究

室を使っているほか，院生のカリキュラムの構成

には苦労するようになった。院生は基礎がきちん

と修得できないまま，進級する傾向が見られるこ

とがある。

　院生の講義室，研究室が不足しており，プレハ

ブの増築などで対応している。新しい専攻になっ

て，交流も意識的に追及されだした。院生の進路

希望は多様であって，修士論文のレベルの理解の

仕方に教官と院生とで落差がある。3年で学位を

取ることが難しい場合があるし，院生の方でも3

年以内に学位をとることに執着しない例がみられ

る。

(a) 大学院生の教育

　修士課程では講義を行っているが，受講者は多

いわけではない。また，フィールド・ワークがあ

り，講義は院生の個別状況に対応しない限り，実

現できない。国際共同の調査船にのる研究や，外

国の研究機関でデータを出す例もあるが，現状で

はこのような研究を支える制度は整っていない。

この点では，時間割にこだわる講義システムは研

究指導の弊害でしかない。旧来型の講座ゼミある

いは教室ゼミが実情に合っていて，指導の重きを

なしている点がある。講義時間にとらわれない単

位認定が実質的に行なわれている。他大学との交

流や学会活動の活用などが有効であり，1大学に

とどまらない全国共通の集中講義や研究会が講義

として評価されることが望ましい。院生のフィー

ルド指導等，時間と経費のかかる指導には手が周

りかねる場合があって，基礎的訓練が行き届いて

いる言えない場合がある。現状では院生の自覚的

研究意欲が旺盛でないと，分析技術の修得もまま

ならない。院生の研究テーマを広く追及しようと

すれば必然的に他の研究機関との院生.教官の交

流が不可欠であるが，交流のための経費は保障さ

れていない。ただし，高度化促進経費などを有効

に使い，他大学から教官を呼び，短期の講義を実

施し，院生の多様な要求に答える努力が追及され

ている。また，予算執行の制約から，年度末の予

定の込み入っている時期に教官を呼ばざるを得な

いことがあって（初めの頃より改善されてきてい

る），教官・院生に不満が残っている。専攻では

広い知識と高い専門性を備えた院生の教育を目標

としているが，多様な院生の要求に応えるには決

して十分ではない。博士前期課程は試験の受験者
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も多く，定員を充足しているが，博士後期課程は

やや定員割れの傾向が見え始めている。修士での

就職は企業の要求は多いが，院生の希望する職種

とは一致しない場合もある。

( 6 ) 研究の細分化と総合化

　研究の進歩は院生の修得すべき課題を多様なも

のにしているが，学部の卒業研究も論文講読中

心，データの解析中心，フィールド・ワーク中心

など多様になっている。研究の進展に対応するた

めには，狭くとも一定の深さをもった研究を必要

とすることが多いが，このために総合的視野を十

分に修得しきれないことが多い。院生は高校の頃

から受験などのため，狭い分野に閉じ込められが

ちであったので，総合的な研究に対しては消化不

良になっていることがあると見られる場合もあ

る。院生一人ひとりの到達点と得手・不得手を的

確に判断した指導が必要であるが，現状の教官の

多忙さではきめの細かい指導までは手が回らな

い。

　論文作成にあたっては，他大学教官の協力をあ

おぐことがもあり，最近は副査として関係する学

外関係者が目立って多くなった。これは学外者へ

の旅費が補助されるようになったためであって，

大学院の研究の閉鎖性を取り除くのに大変役立っ

ている。学外の副査の審査は院生に緊張感を与え

ている。このような前進面は今後も多いに伸ばし

たいが，一方で，実質的に院生を指導しながら，

助手であるために副査にもなれないという不合理

なことが起こっている。資格があれば研究員とし

て院生指導の任務が公式に認められるべきであろ

う。助手の問題は改めて後で話題に上げる。

（文責：石川健三，喜多村　　）

4. 3　 獣医学研究科　　

　獣医学研究科は1995 年 4 月（平成 7 年度）か

ら大学院講座制（いわゆる大学院重点化）に移行

し，それまでの形態機能学専攻と予防治療学専攻

の2 専攻を獣医学専攻のみの1専攻に，学生定員

は 13 名から 19 名となった。大学院重点化の目的

は動物生命科学の高度な学術研究を推進するとと

もに独創的な研究能力と高度の技能を有する人材

を養成することにある。このためには獣医学本来

の目的である動物体の構造・機能の解明とその疾

病の予防・治療に関する教育研究をさらに推進す

るとともに，地球生態系保全に貢献できるように

獣医学の拡大と学際化に対応していかねばならな

い。このような理念の下に平成7年度から新しい

カリキュラムを組んだ。その現状と問題点は次の

通りである。

( 1 ) 研究科の学生定員と入学者数

　重点化前後での入学者の内訳を以下に示す。入

学者数は毎年定員数を超過している。

平成 8 年度　入学者数 21 名

　（北大卒　3 名，　他大学卒 9 名，留学生 9 名）

平成 7 年度　入学者数 19 名

　（北大卒 12 名，　他大学卒 5 名，留学生 2 名）

平成6年度　入学者数26名

　（北大卒 12 名，　他大学卒 7 名，留学生 7 名）

平成 5 年度　入学者数 15 名

　（北大卒 10 名，　他大学卒 1 名，留学生 4 名）

学部卒業生 40 名のうち，進学（外国留学，本研

究科，北大内の他研究科，他大学研究科）はここ

数年 5─ 12 名である。本研究科への進学は平成

8年と平成 9 年（予定者）は前年までに較べて減

少している。

( 2 ) 現行スクーリングの特徴　

　本研究科のカリキュラムは必修が 3 科目 26 単

位，選択が 25 科目，各 2 単位で 2 科目以上の履

修となっており，博士論文をまとめるばかりでな

く学術的な知識を身につけるよう配慮している。

　本研究科カリキュラムの特徴は以下の 2 点にあ

る。

(a) 選択科目の開講形態

　選択 25 科目中，半数づつ隔年開講でほとんど

は夏期および冬期休業期間中に 1 週間（5 日）単

位で集中講義を実施する形態をとっている。この

授業形態は一般学生に短期間に濃厚な授業を実施

でき，他大学や他研究科の学生ならびに社会人入
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学者にとっても就学しやすくしている。将来はリ

カレント教育や生涯教育に利用する計画である。

尚，社会人の入学者は博士課程1年次1名，9年

度募集合格者3名がいる。

(b) 高度化推進特別経費の利用

　高度化推進特別経費によって，昨年度と本年度

17-18 名の講師を招へいし，3 日間にわたり集中

講義を実施してもらい，これを大学院の授業に利

用している。多方面の分野の講師の講義と討論を

通じて広い知識と研究の考え方を学び効果があ

がっている。

( 3 ) 問題点

・大学院の学生定員が 19 名と少ないことと，選

択科目の要修得単位が 4 単位，2 科目と少ないた

め各科目ごとの履修者数が少なく，効率的な授業

ができていない。

・留学生が 1 / 3～ 1 / 2 弱を占めているが，母国

での教育課程での履修状況に違いがある。このた

め，個々の状況に応じた授業ならびに研究指導を

行なわなければならないことが多く，多大な努力

が要求されている。

・本学から大学院への進学者が減少傾向にある。

また，入学者数は日本人学生だけでは定員に満た

ず，留学生を含めてやっと充足している。これは

一つには大学院修了後の就職について不安がある

ものと思われる。事実，これまでとは異なり，大

学教官や公立の研究職の就職口は狭き門となりつ

つあり，教官は努力して就職口を開拓しなければ

ならなくなってきた。日本人入学者数がこのま

ま，ないし，減少するなら，博士課程の院生への

課題あるいは達成目標も変わらざるを得ない。

( 4 ) 社会人入学の問題点

　現在，獣医学研究科には博士課程 1 年次に 1 名，

9 年募集合格者に 3 名の社会人入学者がいる。社

会に門戸を広げたこの制度は同時に考慮しなけれ

ばならない問題を含んでいる。社会人入学者はフ

ルタイムではないうえに，会社などでのテーマを

大学に持ち込むので，院生の間で差別感が起り，

大学院の研究・教育に支障を来しやすい。また，

社会人に門戸が広がることはこれまでの進学者が

少なくなり，大学院では固有の研究テーマを追求

できなくなる。そして，大学院が学位授与のため

の機関になってしまう恐れさえないとはいえな

い。この点は工学研究科でも問題視された点であ

る。

( 5 ) 今後の検討事項

・授業の開講については各講座（従来の4～5教

室）ごとに授業を開講することにより，効果的な

授業を行なうなどの工夫が必要。　　

・支援体制の問題。獣医学研究科は大学院重点化

となったが教官数はもとのままであり，各教室は

学部教育，国際化にともなう外国人学生や外国人

研修生の教育のために膨大な時間とエネルギーを

費やしている。大学院教育をさらに充実させるに

は教官数の充実が必要である。しかしこれが望め

ない現状では教育研究の支援体制の改善が急務で

ある。

・生化学共通講義の例にあるように医・歯・獣な

いしは理系大学院での全学共通講義を多く開講す

ることにより，各教官の負担を軽減すると同時に

幅広い知識を与えるようにつとめる必要がある。

このためには全学共通講義の内容アレンジメント

等の事務を行うところとし高等教育機能開発総合

センターが中心的役割を荷う必要がある。

・社会人入学者は今後も増加して行くものと考え

られる。社会人の入学者の研究・教育について一

定の制約を設け，上述の問題が生じないように考

慮する必要がある。

（文責：小沼　操）

4. 4　工　学　研　究　科

( 1 ) 現状

(a) 概要

　工学研究科は 1997 年 4 月で，材料・化学系，情

報エレクロニクス系，物理工学系および社会工学

系の 4 系全ての重点化・改組が完了する。これに

伴い，大学院の教育課程も新システムに移行す

る。新課程では大学院での教育目標を次のように



高等教育ジャーナル（北大），第2号 （1997）　　　　　　　　　　　　　　　　J. Higher Education (Hokkaido Univ.), No.2 (1997)

-52-

表 3　工学研究科の学生構成

修士課程　　　定員　　在籍数　　（本学部出身者以外）　（外国人）

1年　　　 316              582　　　　　（68）　　　　　  （25）
2年　　　 296              553　　　　　（73）　　　　    　（30）
計　        　611　        1135　　　   　（141）　　　　   　（55）

博士課程　　　定員　　在籍数　　（社会人特別入学）　　（外国人）

1年　　     148　　      127　　　　　（31）　　　　    　（17）
2年　　     132　　        89　　　　　（20）　　　　    　（24）
3年　     　121　　      106　　　　　（22）　　　　    　（22）
計　　        401　　      322　　　　　（73）　　　　    　（63）

（1996 年 11 月現在，（）内は内数，入学時点）

定めている。修士（博士前期）課程では，「深い

学識と，専攻分野の研究能力を持つ高等技術者の

養成」，博士課程では「豊かな学識と，自立して

研究活動を行うに必要な高度の研究能力を持つ高

等技術者および研究者の養成」（工学部教育研究

機構調査会報告書，昭和 62 年 12 月）。新課程で

は，狭い専門領域にとらわれず，創造性に寄与す

る広い研究上の視野を持たせることを目標に，主

専修・副専修制による「双峰制」教育を制度化し

た。

(b) 研究科の組織および学生の構成

　新工学研究科は，4 系，10 専攻，42 講座＋2 協

力講座，137 分野＋9 協力分野からなっている。現

在の教員数は，教授 130 名，助教授 125 名，講師

3 名，助手 163 名（1997 年 1 月）である。

工学研究科の修士課程および博士課程の定員，在

籍数，および外国人留学生等を表 3 に示した。

　修士課程学生の在籍数は定員の約  1.9  倍で，こ

れは学部学生定員の約 80 ％に相当する。学部卒

業者の修士進学率は約 70 ％で，本学工学部以外

の出身が約 10 ％である。修士課程の外国人留学

生は約 5 ％である。博士課程在籍者は年によって

差があるが，定員に近い数に達している。この内，

社会人特別入学制度による者が約 1 / 4 である。博

士課程の外国人は約 20 ％である。これらの傾向

は 4 系で大きな違いはない。博士修士を合わせた

外国人の出身国別は，中国が55名で最も多く，以

下韓国，インドネシア，イラン，バングラデシュ

の順である。

(c) スクーリングの状況

【必要単位】　従来より工学研究科では修士課程の

スクーリングを重視してきた。重点化に伴う教科

課程ではこれがさらに強化された。学部教育を含

めた基本的な考え方は，学部では基礎教科を重点

とし，特化した専門教育は修士課程で行うという

方向である。ここでは学部学生の大部分が修士に

進学すると想定している。

　新課程では主専修・副専修による履修が制度化

された。学生は所属する大講座の科目を主専修と

して 12 単位，および，あらかじめ選択した大講

座の科目 8 単位を副専修として履修する。このほ

か各主専修の特別演習 10 単位を履修する。博士

課程ではさらに別の副専修 8 単位を履修する。他

大学からの入学者は，主専修の科目を含めること

ができる。

【講義形態，評価】　多くの場合，学部講義と同様

の形態である。教科書または配布資料を用い，英

語である場合も多い。輪講形式，討論形式の授業

も行われている。受講人数は，主専攻開講科目で

最小 10-15 名，副専修開講科目では最大 50 名に
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なる。レポートによる評価が一般的であるが，定

期試験による評価も増えている。

【留学生への対応】　修士課程から日本で学ぶ留学

生にとって，日本語の授業内容の理解には困難が

ある。一部に授業を全て英語で行う試み（英米人

等の教官の他，日本人教官による講義でも）もあ

り，英語圏およびマレーシヤ，バングラデシュ等

からの学生には大きな利益になっている。しかし

中国等非英語圏からの学生にはなお困難がある。

【修士論文研究】　各分野には常時 10 名内外の大

学院生がおり，卒論生を含め最大 20 名になる。多

くの場合，博士―修士―学部生の大まかなグルー

プをつくり，各研究室の課題に関連したテーマを

実施する。卒論と同じ研究分野の場合が多いが，

分野が変わることもある（20 ％程度か）。研究内

容はかなり高度化し，修士でも新規性と一定の完

成度，成果が要求される。学会論文集掲載のレベ

ルに達するものも多い。評価は発表と質疑討論に

よる。一般に，卒論～修士課程における学生の成

長には著しいものがある。

【進路】　修士修了者は学部卒業生に比べ，（1）基

礎学力，（2）自主性，企画力，（3）外国語，コン

ピュータ等の基本的能力，（4）学会発表等，自己

表現の経験，（5）学問，産業分野への理解，等に

おいて優れているとされる。ほとんどの企業が修

士修了学生の採用を歓迎する。修士の就職状況は

極めて良い。博士後期課程への進学率は 10～20

％程度である。

(d) 博士後期課程

［研究体制］　博士での研究体制は，課程博士を強

調する割りには旧来とさほど変わっていない。新

課程では，副専修単位の修得が義務づけられてい

る。論文の提出資格は系，専攻で若干異なるが，

平均的には 1-3 編のオリジナル論文が要求される。

博士後期課程からの入学では新開拓分野への取り

組みは容易ではなく，テーマは既設分野の展開に

なりがちである。

【学位取得率，進路】　入学者の多くが年限内に学

位を得る。（ただし，専攻による差が大きい）。可

能性が高い学生を進学させていることとともに，

指導教官，研究室の支援に負うところが大きい。

進路のほとんどは大手企業で，専門性が生かせる

部門が多い。博士を指定しての求人はまだ少ない

が，博士も修士と同じ感覚で採用する企業が出て

きている。大学教員，公立研究所のポストは少な

い。

【社会人特別入学制度】　課程博士の約 1 / 4 が本

制度によるものである。独自のテーマと，ある程

度の業績を持って入学する例が多く，年限短縮で

修了する割合が多い。社会人としての本務と，課

程博士のスクーリングの両立の問題が指摘されて

いる。

【論文博士】　年間学位授与数の約半数が論文博士

である。社会人特別入学制度の導入によっても，

現在のところこの傾向に変わりがない。十分な業

績を背景に提出され，一般に3編以上のオリジナ

ル論文が提出資格であるが，実際には5編以上等，

増加の傾向がある。指導教官の負担は大きいが，

卒業生や社会人の継続教育に役立つとともに，学

位レベルの維持の観点からも，継続を望む声が大

きい。

( 2 ) 新教育課程の理念を実現する上での問題

(a) 主専修・副専修制実施上の問題

　工学分野における修士課程の教育は，これまで

も学生の受入れ先である産業界から一定の評価を

受けている。主専修・副専修制は，これまでの実

績をさらに充実発展させ，また創造性豊かな人材

の育成に有効と考えられるが，実施においていく

つかの問題が生じている。それらは次のようにま

とめられる。

①副専修として在籍講座に隣接する専門分野の講

座を選択することが多い。このため履修教科，

分野がむしろ限定され，幅の広さ，異なった視

野を持たせるとの理念が生かされない。逆に離

れた分野を副専修とする場合は，近隣分野の知

識，理解がほとんど無い学生が生じる。

②他専攻，他系の副専修で，基礎的な学部講義を

履修していない場合，学習に困難が伴う。
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③副専修科目では受講人数が学部の授業なみに多

い場合がある。一方，一般性が高く教育効果の

大きい講義でも，主専修科目になると受講者が

限られる。

④シラバスがまだ確定していない。特化した分野

での自分の研究成果の講義等，教育効果に疑問

がある例もあるようである。講義の到達目標の

明確化が望まれる。

　その他，時間割編成上の問題（教室の数，履修

必要科目の並列開講など），特定教官の合否判

定が即留年・修了延期等を左右する等の問題も

指摘されている。

　これらは，指導教官，教科担当教官の判断によ

る，学部講義を含む他教科での振替など，履修

条件の柔軟化によって改善できる。教官，学生

の負担増については，4 学期制の採用，系間，

専攻間の科目共通化などにより，緩和可能であ

る。より困難な問題は次の点である。

⑤修士への進学率を現状の 70 ％から大幅に増加

させることが可能かどうか。進学率が 60～70

％程度で頭打ちになるならば，大多数の修士進

学を想定し，学部専門教育を最小限にするとの

方向には無理が生ずる。専門分野別に行われる

公務員試験，および，今後展開が予想される国

際技術者資格（PE）への対応等には特に困難が

あるであろう。学部段階で一定の専門教育を行

うことを前提とし，かつ大学院教科課程と適合

させることが必要である。双峰制の「1峰」を

学部段階である程度形成することが，この制度

の理念の実現にむしろ有効ではないか。

(b) 大学院入学試験

　入学試験方法は，他大学，他学部からの入学等，

学生の多様化に対応する重要な問題である。現

在，工学研究科では各系が特徴に応じて独自の入

学試験を行っているが，この観点から種々の改善

努力がなされている。基本的には，試験科目を基

礎的科目に限定する方向である。しかし，学部教

育体系の維持，入学後の修学上の問題，修士課程

教育のレベル維持の両立等が課題である。これら

の 1 解決法として推薦入学制度の導入が検討さ

れ，試験問題の公開は一部ですでに実行されてい

る。

(c) 修士論文研究

　現状では，修士 1 年では教科履修に大部分の時

間を費やす。修士 2 年の前半は進路についての活

動（就職活動）に精力を使う。研究に専念しうる

のは2年後半のみである。研究をより完成度の高

いものにするには改善が必要である。

(d) 修士学生数の増加に伴う問題

　修士進学率の増加は研究活動の活性化をもたら

したが，同時に教官の教育負担が著しく増加し

た。また最近は，勉学研究意欲および能力が十分

でない学生の割合が増え，指導に手数がかかる。

さらに顕著な傾向として，修士学生の休・退学，

種々の不祥事等の増加が目立つ。大多数を修士に

進学させるとの意見に対し，無制限な学生増加に

歯止めをかけ，意欲・資質・人格に優れた者のみ

入学させるべきとの意見が増えている。

(e) 博士後期課程の問題

【定員充足率】　まず，博士への進学率が低い。そ

の理由は（1）企業の受入体制が十分でなく，待

遇も特別ではない等，進路上の問題，（2）奨学金，

研究助成などの経済的問題，および（3）学生の

挑戦意欲，学位取得後の職種への柔軟性等，学生

側の問題，に分けられる。大学の研究の高度化，

企業の創造的事業展開には博士レベルの人材が必

要であり，経済的支援と教育環境の整備が必要で

ある。しかし，質を問わない量の充実は修士と同

じく危険である。

【課程博士の要件】　狭い専門分野に偏った徒弟制

度的教育は新課程にふさわしくない。系統的な思

考，フィロソフィーの体得と，研究者としての指

導性の訓練が必要である。双峰制による新課程

は，幅広い基礎分野への理解に有効と考えられる

が，さらに，旧来のスクーリングが教官からの一

方通行になりがちであったのに対し，発表・質疑

を盛込んだ双方向教育が必要であろう。また，こ

れらと研究とのバランスが求められる。



高等教育ジャーナル（北大），第2号 （1997）　　　　　　　　　　　　　　　　J. Higher Education (Hokkaido Univ.), No.2 (1997)

-55-

【博士留学生】　経済的支援の不十分さに加え，博

士後期からの進学者では，その分野での基礎学

力，言語力でハンディがある。価値観および生活

習慣の差からの誤解もありがちで，研究の遂行が

スムーズでない場合もある。しかし，個人差はあ

るが，日本人学生に種々の良い刺激，効果があり，

研究の発展に寄与するので，体制の整備，受入れ

の推進が望まれる。ただし，学位の判定に特別扱

いがあってはならない。

( 3 ) より良き大学院教育を目指して

(a) 大学院教育の目的

　高等教育進学率の高まり，生涯学習ニーズの高

まり，ボーダレス社会への変遷を受けて大学院で

の人材養成需要は大きく変化し，後継者の養成の

みから，広く高等技術者，社会人，留学生の養成

を含むものに変わりつつある。すなわち，①総合

的価値判断・先駆者視野を有する独創性豊かな研

究者養成：基礎的，先駆的な学術研究，世界的な

学術研究の拠点となる研究を推進する中で，高度

の専門性，豊かな人間性を身につけた，国際的に

活躍できる研究者を養成する。②複眼的視野・研

究手法を持つ高等技術者養成：社会の各分野での

構造変革に対応し得る柔軟で高度な専門的知識・

技術を持ち，新産業の創出や情報化，国際化に対

応できる創造性豊かな人材を養成する。③新たな

技術革新に対応する社会人再教育：急速な技術革

新や知識の陳腐化に対応して，リフレッシュ教育

の機会を求める社会人に対し，実社会で得た実務

的な知識・技術を学術理論として再構築し，総合

的な視点，洞察力を養うとともに学術の新たな進

展を教授する。④先駆的研究を推進する留学生養

成：グローバル化のさらなる進展に対応し，留学

生の積極的受入れを通じて国際的に通用する研究

者，高度職業人の養成に貢献し，かつ北大を学術

情報の蓄積・発信の場とする。

(b) 工学部における大学院重点化

　多様な人材養成に対応する大学院教育では，広

い工学基礎を修得させた後に，明確な専門性を持

つ教育・研究集団に属させて，高度の創造能力を

身に付けさせることが求められる。このために，

従来の学術領域区分を超えた共通の工学基礎を担

当する教育組織（学部学科目）と，学科・専攻の

枠にとらわれずに，技術の対象，課題処理法に柔

軟に対応しうる教育研究組織（研究科・専修）を

構築する。

　工学部では，学部共通科目および系共通科目か

らなる工学基礎科目を新設し，これらを学部教育

にくさび型に組み込む基礎科目重視のカリキュラ

ムとし，専門性の高い科目は大学院で教育するこ

ととした。工学研究科では，専門性の高い主専修

科目とその周辺専門領域の副専修科目を履修する

「双峰型の主専修・副専修方式」として，複眼的

視野と高い専門性を両立させる。従来の123講座

が専門性の明確な42大講座（従来の講座を分野と

し，3-4 分野よりなる）に変わり，各大講座が主・

副専修教科を担当する。

　学部では基礎教科重視とともに，各学科に特有

の目的意識を与えることに留意し，広く浅く各学

科ごとの色の付いた学生を育てる。大学院では，

その専門色を深めるとともに，周辺にもう1色を

与えることになる。

(c) 双峰制カリキュラム有効化への提言

　現状では，学部，修士課程，博士課程の各段階

において，人材育成の目的が不明確になりがちで

ある。特に，教官側に研究中心の意識が残ってい

るため，目的に沿った専修カリキュラムの体系化

が十分でない。具体的には，自講座の学生が履修

する主専修教科と他専攻の学生も履修する副専修

教科の内容，性格，学部カリキュラムとの関連，

社会人・留学生への配慮等である。

　現在，工学研究科はその 3 / 4 が重点化した段

階であり，新制度の成果を待たなければならない

が，以下にいくつかの検討課題を挙げる。

　平成元年 9 月に学校教育法施行規則及び大学院

設置基準が改正され，大学院制度の弾力化が図ら

れた。�(イ) 修業年限は，従来修士課程は 2 年で

あったのが，標準2年と改められ，学生の実績等

により最短 1 年とした。(ロ) 入学資格は，優秀な
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学生は学部 3 年次から修士課程に進学できるよう

に改められた。(ハ) 博士課程への入学も，学部卒

業後，大学，研究所等で 2 年以上の研究歴があれ

ば修士課程を修了していなくとも，博士後期課程

に進学できる。

①この改正を受けて，生涯学習の観点から入 学者

選抜方法の多様化，修業年限の弾力運用が必要

である。それぞれの目的，特色や専 門分野等の

特性に応じ，評価尺度を多元化，複数化し，受

験生の能力・適性を多面的に判定する工夫，ま

た転系，転学部へも積極的に対応することが特

色ある研究者・技術者の養成に繋がり，あわせ

て試験地獄の解消にも役立つ。このため教育理

念や目的を明確にした上で，望ましい能力・適

性を明らかにする。

②広い視点を与える 42 の主・副専修を自由 に履

修され得るためには，時間割編成等に改善が必

要である。主・副専修専用の各時間帯を設け

る，4学期制，夏期休暇時の集中 講義等の方策

が必要である。更には他の研究 科との共通講

義の設定，履修方法の確立，同等科目の単位相

互認定も重要な課題である。

③社会人特別入学が積極的に行われているが，現

状は学位の授与を目的とする博士後期課程 が

主であり，単位聴講生，社会人入学学生の リフ

レッシュ，リカレント教育に関連する教 科の

開講が今後の課題である。現在の 4 教科 8 単

位を最小とするカリキュラムでの対応は 検討

を要する。学部や他大学の単位の認定， スクー

リング内容の公表と評価が課題とな る。この

際，各専修の主・副カリキュラム目標を明らか

にし，各教科のシラバス作成において，目標と

の整合性，学部科目との関連性・連携の強化を

はかる。特に学部卒業生にも博士課程入学が可

能であること等の周知が不可欠である。

④欧州，北米を中心に進められている，技術者資

格の国際的な相互承認を図る動きに対  応し，

その前提となる大学の工学教育のプログラムを

明示し，評価法を他大学と共通化し，単位の相

互認定法を確立する。

⑤多様な学生の教育に対応するため，指導教 官の

指導のもと，副専修科目の他専修科目 への振

替え等，弾力的に運用する。更に，1  単位で，

複数回開講する先端的教科あるいは，ビデオ，

通信衛星等を利用した教科，夜 間開講，北大の

地理的状況を考慮したサテライト校の採用等を

視野に入れ，リサーチアシスタント，ティーチ

ングアシスタントの活用が必要となる。

　最も重要なことは，上記課題を解決するために

は，それを推進する教官の意識の集約と，その努

力を成果として認め，研究業績と併せ正当に評価

する事が不可欠である。

　工学研究科では，大多数の学生が大学院に進学

し，実質，大学院一貫 6 年教育ができる状況には

あるが，学生は夏期に行われる入学試験の受験・

合格が前提になる。このため，4 年目前期は時間

がとられ，卒論研究，科目履修とも不十分になっ

ている。推薦入学制が可能となれば大学院進学の

4 年目学生には，各学科の色を付けるカリキュラ

ムとあわせ，早めに主専修カリキュラムを履行さ

せ，修士 1 年目に副専修科目の履修，2 年目には

修士論文に専念し，今以上にスクーリングを充実

させることも可能となる。

　平成 7 年度，我国の工学系大学院への進学者は

修士 24,400 人，博士 3,100 人である。この内，国

立大学は修士 16,200 人，博士 2,600  人であり，北

大工学研究科学生数は 3.5 ％及び 5 ％に相当する。

すなわち，全国の工学系修士，博士の30人，及び

20 人に一人は北大の教育を受けているのであっ

て，その影響力は非常に大きいといえる。グロー

バル化社会の中では単位の相互認定，マルチメ

ディア活用教育は当然として，むしろシラバスに

は現れない価値が重要になる。すなわち，先駆的，

国際的評価をうける生の教官の指導を直接受け，

優れた仲間と競い合う中で得られる価値，いわば

教育・研究における「匠の能力」が問われるであ

ろう。大学院における人材養成の変化に対応し

て，今後多様な院生が入学してくると予想される
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が，先人が教育研究への努力の中で，本学におい

て学ぶことが彼らに有形・無形の経験・価値を与

え，社会に送り出してきたことを正しく評価し，

今後一層発展させていくことが，北大が教育の空

洞化を克服し，今後とも学術研究の蓄積，情報発

信の場として発展するための重要な視点ではなか

ろうか。

（文責：榎戸武揚，篠原邦夫，野口　徹）

4. 5  医学研究科

     医学部の大学院改革構想は，平成元年にはじ

まり，これらは医学部・歯学部・獣医学部を連携

する構想に発展したが，平成 5 年からは医系大学

院として分かれて構想されてきた。しかし，医学

研究科は，まだ重点化していない。したがって，

構想中の重点化大学院についても責任ある形では

ここでは紹介できない。しかし，医学部の教育は

他とかなり異なる。ここから始めることにする。

( 1 ) 医学部の特質：卒後教育は，医学の職業教育

の中心

　医学部卒業生の 9 割は医師になる。そのため職

業教育的要素が最も明確な学部である。ここでの

教育は，6 年制で展開される。この 6 年間は，一

般教育を除くと，医師の社会的責任と関連して膨

大な量の必修科目からなる基礎教育が展開され

る。ここでは，医師に必要な基本を学ぶ。一方，

選択による真の専門教育は，卒後に始まる。卒業

してから，内科，外科，眼科などの選択科目に分

かれての学習がはじまる。ここでの卒後教育は，

約 10 年を要し，これを主として大学が担ってい

る。したがって，職業教育としての中心は卒業教

育にあるといってよい。

　医学部では，卒業のときに就職は問題とならな

い。これも，卒業生の大部分が卒後教育へ進むこ

とが決まっているからでもある。

　卒後教育の重点化は数十年以前から確立してい

る。

( 2 ) 生涯教育の体系が確立

　医学部卒業生は，長い卒後研修の後に一人前の

医師として社会に出ても，社会的責任のもとに生

涯学びつづける。したがって，生涯学習制度はか

なり以前から機能している。これにも，医学部教

官は大きく関与している。

( 3 ) 医学部卒業生の大多数は博士の学位を取得

　ひとりとして同じもののない病，病人を相手の

診療は，日々研究となっていて，医師は研究マイ

ンドを身につけることが，通念となっている。そ

のため，医学部卒業生のほとんどは，10 年ほどの

研修期間内で大学院あるいは研究生として研究を

行い。博士の学位を取得する。

　このような研究を学ぶ場は，医学研究科であ

る。医学研究科は，企業へ就職するためでなく，

医師の個々が責任をもって社会の要求に応えるこ

とができるように学ぶ場である。

( 4 ) 医学研究科の現状

(a) 院生数

　以上のように，医学部は職業教育を柱にし，し

かも研究指向というところで，4 年プラス 2 年の

修士，それに 4 年の博士課程のような形になって

いる。学部教育 6 年の卒業生は 100 名で，博士課

程の現在の定員は 65 名である。この数年はこの

定員に対して 73～82 名の入学となっている。ま

た，現在，400 人以上の研究生が大学院で研究し

ていることも他学部と非常に違うところである。

　この研究生は，卒後研修が前線の病院でも行わ

れること，および大学院に入らないでも研究体験

をして研究マインドを身につけるというこれまで

の医学教育での特性からきている。これらの研究

生の大部分は，重点化構想の大学院では，弾力的

履修により大学院生へ移行することが見込まれ

る。これには，大学院の社会人入学という形も入

る。

(b) 特異性

　重点化大学院の理念には，研究者養成という点

のはかに高度な専門家教育という点も強調されて

いる。

　医学部の卒後教育では，高度な専門家教育とい

う点ははじめから確立していた。専門家教育，す
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なわち専門医師への教育は，大学附属病院を教育

の中心の場として，大学の教官の教育責任となっ

ている。しかし，この教育システムは，大学院教

育とは見なされていない。それに研究中心の個人

指導的教育が入る。このように，医学部教官は，

ずっと以前から，卒後教育を重点的に行ってきた

のであるが，教育が2重構造となっているところ

に問題がある。

　しかしながら，全国的にみても，医学系大学院

の重点化では，研究体制の強化が表に見える形で

あり，専門職業教育は並走する形である。

このように卒後教育の場，すなわち重点化大学院

では教官の属する場で，教官は，とくに臨床教官

は，「学部教育」，「専門職業教育」，「研究教育」，

そして「診療」を責務としている。大学のなかで

は，特異なきわめて社会的責務，負担の大きい教

官集団である。また，研究の場としてみると，大

学が先端研究，研究に支えられた先端医療の場で

あり，研究の現場が大学にあるという特異性もあ

る。したがって，医学部卒業者が研究者として企

業に就職することはほとんどない。研究者は大学

および大学関連研究所，公的研究機関のみで仕事

をすることになる。

(c) 共通性

　現在，ヒトを中心とする生命医学研究では，医

学研究科のほかでも行われている。北海道大学で

は，歯学，薬学，獣医学の研究は医学と直接関連

した研究が多い。また，電子科学研究所でも医学

に関連する研究がなされている。さらに，工学で

も生命工学専攻が重要な位置付けとなっている。

これらの研究分野では，方法論としては医学研究

科と共通のものも多い。したがって，大学全体と

してみると，生命医科学は大きな研究分野をしめ

ることになる。そして，大学院としてみると，多

くの共通授業も成立する。

(d) 医学研究科の授業

　医学研究科は，重点化しても幾つかの専攻で組

み立てることになろう。しかし，これらの専攻は，

互いに関連し，切り離すことはできない。いわば

単専攻と同じである。ここでの授業は，各専攻，

講座と関連するものの他に，共通の興味となる

様々なカンファレンスが考えられ，これには講座

の壁をこえたプロジェクト型，統合型に整理され

る。

　一方，単なる知識伝授型の授業は，博士課程で

は成立しにくい。授業は研究方法を中心とする実

習を含むものとなる。すなわち，研究の方法論，

種々の研究技法を具体的に効率的に身につける実

習が行われることになろう。ここでも，とくに基

本的なもの多くの学系と共通のものであり，多く

の学系と連携してカリキュラムを構成することも

考えられる。

　一方，医学研究科では医学部卒業でない大学院

生も受け入れることになろう。ここでは，学部の

専門教育の選択履修も単位として認める方向も考

えられよう。　

（文責：阿部　和厚）

4. 6　歯学研究科

( 1 ) 大学院歯学研究科の現状

　歯学研究科は 1967 年の歯学部設置の7年後に

あたる 1974 年に設置された。専攻は歯学基礎系

と歯学臨床系の2つで，それぞれ16名づつ，計32

名の定員である。しかしながら，設置当初から現

在に至るまで歯学基礎系を専攻する学生は少な

く，ほとんどが歯学臨床系を専攻している。これ

は，歯学部卒業生の大部分は最終的には歯科医師

になることを目的としているのであって，はじめ

から純粋な基礎研究者を目的とする者はごく稀で

あること，および歯学基礎系を専攻した場合に

は，大学院終了後に研究者として在籍するための

ポストが著しく少ない（他学部におけるポスドク

の問題と同様）という理由によると思われる。但

し，歯学臨床系を専攻した学生であっても，実際

にはその多くが歯学基礎系の講座において実質的

な研究指導を受けることが多い。また，歯学部に

おいては，学部卒業後直ちに大学院に進学する者

の他に，卒業後 1-2 年，あるいは数年の臨床研修
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の後に大学院に進学する者もかなりの割合でみら

れるのが特徴である。なお，現在の大学院在籍者

数は，4 年生 18 名，3 年生 12 名，2 年生 23 名，

1 年生 16 名で，本年の大学院受験者数は 26 名で

ある。

　歯学部は，基本的には医学部と似たカリキュラ

ムである。しかしながら，歯学部では医学部とは

異なり，大学設置審査基準要項において「特にそ

の学部教育においては，歯科一般医として独立診

療に従事するために必要な最小限の知識技能を完

成することを目標とし......」となっていることか

ら，医学部に比べて卒前教育の充実が強く求めら

れていた。しかしながら，学部卒業時点での完成

教育などということは不可能であり，特に近年の

歯学の発展を考えると，独立して診療に従事する

ためには最低でも卒業後数年間の臨床研修は不可

避である。実際に，かつては卒業後すぐに大学以

外の病院や歯科医院へ就職する者が多かったので

あるが，近年では卒業生の 2 / 3 位が何らかの形

で大学に残って研鑽を積んでいる。そのため，本

年4月からは医学部と同様に歯学部卒業生に対す

る臨床研修が法制化された（医・歯ともに努力規

定である）。一方，歯学部は（医学部もそうであ

るが）基本的に職業人養成のためのプロフェッ

ショナルスクールという側面を強く持っている。

また，歯学部卒業生は最終的には開業医となる者

が多いために，大学院に進学して博士の学位を得

るよりも，むしろ専門医や認定医の方が実質的な

メリットがあること，博士の学位は大学院に進学

しなくとも取得が可能である（論文博士）という

ことなどから，大学院進学を志向する傾向が弱い

という点は否めない。そのため，大学に残るとし

ても，大学院に進学するよりは研修医・研究生・

医員という形で在籍する者の方が多かったのは事

実である。しかしながら，近年は歯学の発展によ

り基礎研究のみならず臨床面においても高度化と

先端化が進み，常に新たな知識と技能を自らのも

のとすることが要求されるようになったこと，ま

た歯科医療に対して患者が要求するニーズも多岐

に亘り，高度な医療への要求が高まってきたこと

などから，最近では研究マインドをもった高度専

門職業人としての歯科医師を志向して大学院に進

学する学生が増加する傾向にある。とはいうもの

の，大学院のさらなる充実化を図るためには，大

学院と専門医・認定医との整合性を図ることが急

務であることから，現在この点に関して学部内で

鋭意検討を進めているところである。

　なお，歯学部では学部教育に6年間かかってい

るが，これは他の学部で言えば修士課程を修了し

たのと同じだけの年数がかかっていることにな

る。さらに，他の学部において修士課程修了者が

博士課程に進学する場合にはプラス3年間，歯学

部で大学院に進学した場合にはプラス4年間かか

ることになる。高校卒業後，現役で大学に合格し，

直ちに大学院に進学したとしても，大学院終了時

には他の学部でも 27 歳，歯学部では 28 歳になる。

この間，経済的裏付けなしに学生生活を送らなけ

ればならないことに対する不安は非常に大きく，

学生に対する大学院進学説明会でも質問が集中す

る事柄である。国が本気で大学院を中心とした高

等教育政策を進めるつもりであるならば，この大

学院学生に対する経済的支援策を明らかにするこ

とが第一であろう。

( 2 ) 大学院歯学研究科における改組─大学院重点

化に向けて─

(a) 改組の目的および基本理念

　近代科学の目覚ましい発展の中で歯学もまた著

しい発展を遂げてきたが，これに伴い，歯学が担

うべき研究領域は拡大の一途をたどるとともに細

分化され，また教育内容も大きく変化してきた。

このような状況の中で，北海道大学歯学部が将来

にわたって社会に貢献する優れた歯科医師を養成

するとともに，我が国のみならず世界の歯学研究

をリードし，高度先進医療を支える先端的・学際

的研究機関として機能し続けるためには，本学部

における研究体制の在り方や，これからの歯学を

担う人材の教育の在り方を問い直す必要に迫られ

ている。また，特に大学院においては，細分化さ
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れた領域における研究と，それらを統合・再編成

した総合的な学問としての歯学とのバランスのと

れた発展を目指すとともに，幅の広い視野と総合

的な判断力を備えた人材の養成など，多くの課題

に応えていくことが求められている。このような

観点から，歯学部では以下の事項を基本理念とし

て改組（大学院重点化）を行うこととした。

＜研究＞

①研究体制の弾力化と活性化

②研究者間の機能的・有機的連携の促進

③先端的・学際的研究の推進

④研究支援体制の強化

⑤研究機器の集中化と効率的利用

⑥国際交流の推進

＜大学院学生の教育＞

①研究者の養成

②研究能力のある高度専門職業人としての歯科医

師の養成

③幅広い視野と総合的判断力を備えた人材の養成

④国際交流の推進

＜学部学生の教育＞

①幅広い教養と豊かな人間性を涵養する人間教育

の重視

②歯科医師としての総合的判断力の養成

③効果的かつ効率的な教育体制の確立

④専門的な知識・技能の習熟

(b) 改組（大学院重点化）の概要

①大学院における大講座制の採用と学部における

学科目の設置　現行の小講座制を廃止し，新た

に2 専攻・6 大講座を設置する。

②大学院における教育体制の確立

・拡大専修制

・複数教官による集団指導体制

・カリキュラムの多様化

・共通基礎授業科目の設置

・留学生特別選抜の実施

③研究支援体制の強化および研究機器の集中 化と

効率的利用

④学部教育の全面的見直し　　　　　　　　　　

学生に対する教育効果を最大限に発揮できるこ

とを中心とした，学科目・授業科目・ 授業内容・

授業時期などの設定。

（文責：吉田重光）

　　　　　　

4. 7　農学研究科

( 1 )これまでの農学研究科

　農学は農林畜産物生産とその加工を支援する学

問として発展してきた。より高い生 産，より効率

のよい加工を目指すために，生物の能力を探索

し，育種し，その能力を 最大限に発揮させる基盤

と環境の整備のための教育と研究を行ってきた。

その基礎は，複雑な順に並べるならば地学，生物

学，化学，物理学，数学である。さらに，地理 学

と政治経済学もその基礎として位置づけられてい

表 4　農学研究科の入学者数と修了者数

  年度（平成）　修士課程（定員 81 名）　　博士課程（定員 41 名）
　入学者　　　　修了者　　　　入学者　　　　修了者

4年度              88                   94                     26　                19

    5年度            110　               84                     36　                27　

6年度            113                  104                    38                    14

7年度            141                  113                    46                    49

8年度            129                  124                    40                    34
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る。これは，農林畜産業が土地利用の主たる位置

を占めていることによる。このような農学の位置

づけと，その基礎学問の組合せから，従来の農学

研究科は，農学，農業経済学，農業生物学，農芸

化学，農業工学，畜産学，林学，林産学の8専 攻

によって構成されてきた。

　農学研究科の入学者数と修了者数の変遷は表4

に示す。

( 2 ) 農学をとりまく現状

　しかし，近年，わが国における農林畜産業には

猛烈な逆風が吹いている。一方，世界ではこれま

での農学をいくら強化してもその解決が容易では

ない食糧飢餓問題の嵐が吹いている。ところが，

現在の農学研究科の体制をそのまま食糧問題の解

消のために当てはめて，開発を押し進めると結果

としてより深刻な土地荒廃を生み出すことも解っ

てきている。森林破壊・砂漠化・土壌侵食・塩類

化などは，食糧問題に深刻な影響を与えるととも

に，生物資源を消失させ，さらに生きていた炭素・

窒素を開放し，ひいては水循環にも影響を与え

るという地球環境問題にそのまま直結する問題で

もある。その一方では，農業生産物の加工法の不

備のために生産物の 40 ％が食糧とはならないと

いうことも生じている。わが国の食糧自給率は低

下の一途をたどり，現時点では 30 ％にも満たな

いのが現状である。わが国がこのように食糧輸入

を進めた結果，多量の窒素が廃棄物として国土に

集積しつつあり，近い将来深刻な環境問題を引き

起こすであろうとも予測されている。農林畜産業

は，もはや，ひろびろとした自然から少しの恵み

をいただくという地域密着型の産業ではなく，気

候風土が全く異なる地域間において物質とエネル

ギーおよび技術の移流が生じている地球レベルの

開放系の中でその地域のあり方を考えなければな

らなくなっているのである。

( 3 ) 農学研究科の重点化の方針

　農学研究科は，従来どちらかというと，閉鎖系

に近い，地域における生産と加工に細かく配慮し

た教育研究を行ってきたのであるが，現在では，

生産と加工の問題に加えて資源と環境問題を取り

込んだ教育研究を行うことが社会的にも強く要請

されている。上記の諸課題に対する持続的な対策

を見出し，それを社会に還元できる人材を養成す

るために大学院の重点化を図ろうとしている。

　この新しい考え方において農学研究科は，これ

までの8専攻を，「生物資源生産学専攻」「環境資

源学専攻」「応用生命科学専攻」の 3 専攻に改組

する方針を決定した。「生物資源生産学専攻」は，

これまで農産，畜産とその流通を主たる研究対象

としてきた 22 の研究分野群を資源利用の立場を

明確にする 6 つの大講座に再編し，これに農場、

牧場、植物園からの協力講座を加えた専攻であ

る。「環境資源学専攻」は，生物群衆・土地資源・

森林資源の地域資源群により地球環境が構成され

ることを念頭 に再構築され，5 つの大講座に 15

の研究分野が参加し，演習林からの協力講座をも

ち，フィールド研究を主体とする専攻である。「応

用生命科学専攻」は、分子生物学と生化学の手法

を武器とし，生命現象の生産・環境保全修復・生

産物加工への応用を目指す専攻であり，5 つの大

講座に 16 の研究分野が参加する。

( 4 ) 新大学院での教授法の方針

　これらの専攻での履修単位は従来通り，修士課

程は 2 年間で 30 単位（講義 12，実験 8，演習 2），

博士後期課程は 3 年間で 10 単位であるが，各専

攻の構成が大きくなった分，学生はこれまでより

多岐にわたる講義を選択する機会を持つと期待さ

れる。修士課程は 1 年間の履修で修了することも

可能とし，さらに社会人学生の講義履修を容易に

するために，夏期・冬期休暇における集中講義を

開講することにしている。これらを学生に周知さ

せるために，3-4 名の教授・助教授・講師から成

る「教育研究指導委員会」を個人個人に割り当て

る。教育研究指導委員会はテーマの設定の討議，

研究の進着状況の把握と論文作成指導を行い，学

生ができるだけ効率的に研究手法を獲得していけ

るように指導する。なお，研究指導委員会の発足

とその構成にあたっては，当該学生の指導教官が
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修士課程　　　　　　　博士課程

（定員 26 名）　　　　  　（定員 13 名）

入学者　   修了者　　 入学者　　修了者

4 年度        55　　        55　　　   　16  　       16

5 年度        50            　47　　　   　23  　       18

6 年度        48　            44　　　   　13

7 年度        51　　　　   　　　   　 14　　　

8 年度        53　　　　   　　　   　 17　　　

教官数： 教授　13　助教授　11　講師　2

                助手　23    教務職員　9

専攻，大講座を横断的に最適の教官に依頼する。

現在，大学院重点化は北海道大学の概算要求とし

て文部省へ申請されている。幸いにも来年度には

生物資源生産学専攻が認められることとなってお

り，カリキュラムの履行と教育研究指導委員会の

運営が開始されることとなる。先にも述べたよう

に農学研究科は，わが国農業の衰退と世界の食糧

飢餓問題という極めて困難な状況に対して積極的

に対応することを目標としている。新大学院では

そのような人材を養成し，そしてその人材が我々

農学研究科を再びフィードバックしてくれるよう

に配慮している。ただし，大学院重点化により，

大学院生の数がさらに増加すると考えられる。現

在，農学研究科全体の修士課程の充足率は約 150

％，博士後期課程で約 90 ％であるが，個々の研

究室でみれば，両課程とも 300 ％にも達する例も

あり，多くの研究室が面積的にその許容能を越え

ている。研究スペースの充実も，重点化の成功の

鍵を握るものと考えられ，キャンパスマスタープ

ランの動きに併せて農学研究科においても，ス

ペースの充実を検討しているところである。

（文責：波多野　隆介）

4. 8　薬学研究科

　薬学系では現在のところ，重点化はされていな

いが，再来年（平成 10 年度）に重点

化が期待されている。従って，本報告書では現状

と重点化を踏まえた問題点を報告する。

( 1 ) 構成

　薬学研究科の入学定員，入学者数および修了者

数を表 5 に示した

( 2 ) 単位

　修士課程は特論、生化共通講義、特別講義など

の講義が 12 単位，研究が 14 単位，演習が 4 単

位の計 30 単位でカリキュラムが構成されている。

博士課程が博士論文提出を条件に単位数の設定は

なされていない。

(a) 入学後の修士学生のスクーリングについて

　特論，生化共通講義，特別講義で12単位以上必

要である。内容として，特論は院生サイドに立っ

たものにするとの考え方から，1 つの科目，1 つ

のテーマの下に複数の教官が関わる。従って，教

官によっては複数の科目，テーマに関わる場合も

ある。また，テーマによっては，最先端 (advanced)

とは別に基礎力をつけるための薬学英書の輪読指

導という科目もある。また，生化共通講義は1年

通年（4 月─12 月初旬）で4単位であるので，出

席割合が高い。この後，生化共通講義の更なる充

実が期待される。

(b) 臨床薬学コース（来年度よりスタート予定）の

扱いの問題について

　修士課程定員4名で，これを関連4講座に各1

名ずつ配属させる。この目的は，高度の医療実施

のために，実力ある薬剤師が医師・看護婦・患者

とともに医療に積極的に参加し，貢献することを

めざすものである。そのような病棟薬剤師の養成

のための指導を行う。このため具体的には，院生

の修士論文指導を市内の医師，病院の薬剤部長に

も一部非常勤講師として担当して頂く。その期

間，方法，修士論文のテーマなどどうするかにつ

いて，また，修士論文の基準，合否判定法などが，

今後の検討課題となっている。

表 5　薬学研究科の入学定員，入学者数および修了者数
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( 3 ) 現状と問題点

(a) 修士課程：

①例年 80-90 名の志願者に対し，50 数名の合 格

者。北大薬のみでなく，全国の薬系（私立を中

心に）より受験する。また，北大を中心に全国

の理・工学部の卒業生も受験する。合格者に例

年 10 名 前後北大薬卒以外の出身者が入る。こ

のような一定の heterogeneity が，入試および入

学者の入学後の研究に緊張感を与えている。

②問題点としては，殆どの学生が本人の資質を考

慮することなく修士課程進学に進学するのが当

然という傾向があり，進学後ドロップアウトす

る学生が徐々ではあるが増加している。就職先

の企業でも最低修士修了者でなくては採用しな

い傾向がこれにをかけていると思われるが，教

官・学生とも進路にあたっては最低限の考慮を

必要とされるように感じる。

(b) 博士課程：

①充足率は 100-120 ％でほぼ満たされている。し

かし，重点化（定員が 13 名より 20 名に増加）

に向け，多数の進学者 が期待される。また，質

的にみて，真に研究に意欲的で且つ優秀で意欲

的な院生を，いかに数多く進学させるかの問題

がある。

②論文が早くまとまった者には，3 年未満でも発

表させ，学位を出せることが了解されている。

しかし，現実にはこれまでのところ，そのよう

なケースはない。

③社会人、企業研究者の入学、再教育：企業から

の研究者を特に。C課程に入学させ，論文をま

とめさせる方向で研究科での話が進んでいる。

この場合，過去の例を考慮し，一定期間，通常

の課程学生同様，大学での研究室で研究するこ

とが要求される。こうすると，開かれた大学，

生涯教育という大学の社会との結びつきを重視

するという考えに一致する。さらに。C定員の

充足率上昇といったメリットも考えられる。し

かし，教官のオーバーロード，研究テーマ，お

よび研究者などをどうするかの問題がある。

(c) その他

①大学院重点化，スクーリング強化の結果に伴う

教官のオーバーロードの問題への対策として，

例えば，生化学共通講義などのように，理系の

各研究科の共通科目について，共通講義を開設

することもよいと考えられる。

②院生の経済条件の改善日本育英会の奨学生や，

学術振興会の特別研究員を増加するよう，さら

にティーチングアシスタント採用数を増加する

よう，研究科の連帯・共同の運動も必要かもし

れない。

③建物等の研究環境改善：最近，薬学系では大型

予算等により機械類等の充実がなされてきた。

しかしながら，それらを設置するための研究室

増加はなく，結果としてただでさえ狭い研究室

がより狭くなった傾向が強い。重点化に伴い，

大学院生の更なる増加が予想されることによ

り，大幅な研究室面積の増加を期待したい。　

④生化学共通講義に関して

　細かい歴史的な経緯は当時を知る教官がすでに

退官されておられるので不明である。当時，八

木康一（理学部教授、現名誉教授），石井信一

（薬学部教授、現名誉教授）先生が中心となり，

学部を超えた共通講義を発足させ，現在の学部

1 年生を対象とした総合講義に発展した。この

成功を機に理系大学院講義にも同様なものを設

けようとして現在の”生化学共通講義”に発展

したと見られる。

　本講義は理系付置研究所（電子研，免疫研，低

温研，予定としては地球環境研も加わる）関連教

官が 2 年を単位としてまとめ役となり，農学，医

学，理学，獣医学，薬学系教官各 1-2 名が世話役

となり，テーマ，講師の設定等を行い開講してい

る。外部からの非常勤講師の枠は計2名あり，理

学，薬学系大学院非常勤講師の枠として利用して

いる。4 月中旬より 12 月あるいは 11 月まで開講

され，2 / 3 以上の出席とレポート提出が単位取得

の条件となっている。各研究科により単位取得の

ために講義名称を振り替える場合と，薬学系のよ
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うに講義名として生化学共通講義が存在する場合

がある。また，通常は通年で4単位が多いが，2単

位の研究科も存在し，これらの決定は各研究科に

委ねられている。基礎から最新の研究成果まで含

まれる本講義は学生の評判もよく，将来の大学院

講義にある一面を代表するものと考えられる。

（文責：有賀實芳，野村靖幸）

5. 大学院の研究指導　
　

　これまで記述されてきた各専攻の状況の中か

ら，幾つかの問題点について研究会では議論を重

ねた。それらをここでまとめて紹介し，さらに若

干の提言を行う。個別に研究科で検討された問題

を含むので，記述が繰り返される場合もある。

5. 1　大学院のスクーリングと院生の学ぶ条件

　大学院重点化の構想は，幅広く学習を重ねた高

学歴の人や多数の学位を持った人が必要であると

いう時代背景から生み出されている。ここではこ

の時代背景の分析は深くは行なっていないが，研

究会に参加している委員は，重点化が 21 世紀へ

向けての重要な課題であると肯定的に認識してい

る。

　ただし，研究者養成が全国各地の大学で一律に

行われることが本当に必要なのかという疑問の声

もある。特に博士課程の修了者には就職という形

の社会の要求が，重点化されている全ての専攻に

一様にあるわけではない。ここに，一様に門戸を

開かれた大学院に，自主的意志によって進学した

院生が将来かかえる問題が浮かび上がってくる。

教官数から一律に割り出した院生定員を検討する

必要がある。修士課程への進学者はいずれの研究

科でも定員を上回る傾向にあり，卒業後の進路を

考えれば，大学入学後 6 年一貫教育の実施と学生

の志望，学力により4 年で卒業するコースの設定

という多様化が必要かも知れない。6 年制の提案

は，教官がもっている経験主義的修士課程の理解

の仕方に変更をせまることになる。必修科目をき

め細かに設定したり，旧来の講座に狭く属させ

ず，実験・実習の基礎や理論の基礎を学ぶコース

と研究コースの二本の柱を建てることなどの工夫

が望まれるように思われる。

　重点化を実現したところでは新しいカリキュラ

ムにしたがってスクーリングを行っているが，受

講者が少ないか，コマ数が多くて効率的ではない

ことがある。受講者が少ない場合は学内の共通講

義を設定するか，全国規模の学会の夏の学校など

の催しへの参加をもって単位にかえるなどの柔軟

な対応が要求される。一方で，工学研究科に典型

的に見られるように，50 人規模の受講者を抱え，

負担増が浮かび上がってきている場合もある。さ

らに，修士を 1 年で終えられるように多様化して

いるため，従来は 2 年に一回の講義が毎年開講さ

れるようになったために生じた教官側の負担増も

ある。

　幅広い学習を修士課程で要求する場合に突き当

たる問題は基礎学力のアンバランスである。大学

院で幅広い知識を要求すると，学部までに基礎的

学習をしてきていない者（たとえば，物理系を中

心に学習してきたものに，生物系の講義を聞く場

合など）が修士課程レベルの講義を受けざるを得

ない場合がある。

　また，大学院の授業は，同様の内容であれば研

究科間での合同授業を推進すべきであろう。以前

の医学部のインターファカルティー構想，獣医学

部・歯学部大学院とカリキュラムや研究プロジェ

クトを合同する生命医科学研究科構想は更めて注

目に値する。

　大学院でのリメディアル教育，あるいは学際的

分野においては基礎教育あるいは共通教育を大学

院で改めて行う必要がある。学部科目の受講を単

位として認定する必要性もある。

　物理，化学，生物，地学の大学院での基礎教育

や現代社会論（農業と現代社会，技術と現代社会，

生命科学の現代の課題）など，社会の進歩に対応

する応用力をつけるための講義（ディベート形式

をも含む）が大学院修士課程に要求されているよ
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うに思われる。ここで，院生の自主性が養われる

ことを期待したい。

　ところで，現状の学部・大学院を含めた大学教

育においては，細分化された専門分野の知識を教

え込むことに汲々としており，創造的な学問の伝

道者としての学生や研究者を育てることに繋がっ

ていない，との批判がある。専門分野を越えて「知

の連携」を育むことのできる広い視野にたった教

育が必要である。欧米の研究者に比べて日本人の

研究者は創造力に欠け，研究のプレゼンテーショ

ンに見劣りがし，デイベートに弱いと言われるの

は，本質的にそうなのでは無く，これまでのス

クーリングに問題があるからであろう。以下のよ

うな工夫も必要であろう。

( 1 ) Space Collaboration System (SCS) の活用

　重要なのは講義一辺倒のスクーリングではな

く，教官・研究者・学生・企業人などが広く交流，

議論する中から自らの科学的な創造力を磨くこと

であろう。その為には，例えば，SCSを最大限に

利用した学部，大学，地域を越えたスクーリング

や研究発表や討論が重要である。特に，博士後期

課程の学生については直属教官の指導・助言だけ

では教官の創造力を越えた研究を行うことが難し

い場合がある。広い視野にたって研究を進めるに

は他流試合を数多く行うことが重要であろう。ま

た，北海道において理学部を有するのは北大だけ

であり，時として研究討論の場が少なく，研究者

の交流も滞りがちである。SCSの設備の充実はも

とより，大学間での単位互換制度の導入を含めて

積極的な活用を検討するべきと考えられる

( 2 ) 大学院生の留学・研修への助成

　学生に他流試合を積極的に行わせるために制度

の整備も重要である。学内の教育研究，学内特別

経費を大幅に増額し，大学院生の国内・国外の旅

費などに振り分けることを考えるべきであろう

う。国立研究所（文部省や他省庁）や企業への短

期研修なども推奨されるべきである。これは，大

学院重点化に際しても提言されたことであるが，

制度やそれを支援するシステムが無いために実現

していない。学内措置で可能な部分が多いため，

早急に検討するべきであると考えられる。

( 3 ) 図書館と研究支援

　自らの研究を通して創造性を獲得し，さらにそ

れを高めることが科学の特質である。それにも関

わらず，その支援体制は充実しているとは言いが

たい。例えば，北大の図書や学術雑誌は学内に散

在しており，利用するに際して極めて不便であ

る。関東地区においては東大と東工大が図書の拠

点校となっており，それぞれ学内の中央図書館に

ほとんど全ての学術雑誌がとり揃えてあるととも

に，少なくとも東工大では夜9時まで開館してい

る。北海道地区の唯一の総合大学である北大に，

全道の大学に誇れる図書システムや中央図書館を

整備することが望まれる。また，現状では中央お

よび北図書館は 10 時まで開館されるが，学部の

図書館は午後5～6時で閉館する。これを改める

必要がある。閉館時間の問題は，建物や本の管理

責任が事務サイドに厳しく問われるという制度上

の問題が障害となっている。欧米では夜 9 時頃ま

で図書館の明りがついていること，学期中は土・

日といえども開館していることは文化を尊重する

象徴として，彼等の誇りとしているところであ

る。財政上の保障があればこのようなことが実現

されるであろう。

5. 2　創造性について

　創造性とは何かを改めて議論していく必要があ

ると思われる。創造性は言うまでもなく，博士課

程で急に身につくものではない。創造性＝個性の

発現とするならば，個性を育てるためには大学に

入学してからでは遅いのかも知れない。画一的な

入試の在り方も問われなければならないが，日本

の入試制度改革をここで論議しない。早い時期か

ら自ら考えるという当り前のことを身につける訓

練が必要であり，縦割の知識に拘束されない幅広

い知識の習得も創造性の基礎となる。創造性の源

は，旺盛な好奇心，豊かな感受性，強靭な精神力

などで，これらをは小さい頃からの外界に対する
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能動的働きかけ，人間としての自由な精神の獲得

から始まる。この問題は教育の問題全般に関わる

ので，私達だけで対応できるものではない。創造

性には有機的にものを考える様々な社会体験の不

可欠であろう。また，低学年での成績はここでは

問題にならない。

　少なくとも教官も学生も互いに「全人格的」に

接することが必要であり，創造的研究＝全人格を

あらわす研究を目指すことが一つの道であると思

われる。そのためにも，狭い専門分野や人的領域

に留まらず広く交流できるシステムを作り上げる

ことが重要であろう。そして，学部一貫教育のな

かでの早い時期からの基礎訓練が重要である。こ

のためには教官が忙しく飛び回っていては十分な

教育効果は上がらない。

5. 3　研究条件，教育条件，研究教育支援体制

　日本では研究支援を行う技官などのスタッフが

手薄なこと，事務担当者を含めて，研究支援にあ

たる人々の待遇が良くないことは一考を要する。

正規の研究員が居らず，助手という，大学院がな

い時代の制度が明治以来存続し続けていることは

問題があろう。大学審議会は助手の問題を早急に

検討するとしていることに注目したい。

研究にはそれにふさわしい環境作りが重要であ

る。具体的問題（建物等）についてはこれまでの

各研究科の検討の中で述べられてきているが，以

下にさらに若干の外国の例や私達が抱える問題点

を紹介したい。

・オーストラリアのマッコウリー大学のCOEと

なっているある研究センターでは研究スタッ

フ，技官，事務官，院生の比率が大まかに 1：1：

1：1であった。このようなところと一緒に競争

を開始し，対等の成果を挙げ得たとすれば，ど

こかに犠牲が強いられるのであろう。

・米国の大学などではストックルームがあり，一

般的な試薬や器具が常備されている。このよう

なシステムを設けることにより研究が促進され

るばかりか，少なくとも化学に関連するの分野

においては，可燃性の有機溶媒・試薬などの保

管・管理をよりスムーズに行うことができるな

どの利点もあろう。

・教官の研究旅費すらでないようでは大学院の充

実は実現しないであろう。年1回は国際学会で

発表する旅費が保障されるべきであろう。にも

かかわらず，国際学会にも出てゆかないという

のであれば，大学教員としても資質が問われる

であろう。教官には研究に集中する熱意，継続

する時間，お金，装置，資料，等が必要であ る。

適度に教育に費やすことは良いが，過度のオー

バーワークは研究にあてるエネルギ ーを削減さ

せる。研究と教育との両方が重要であるが，大

学院重点化は高度な研 究を行う専攻を目指すと

ころにある。教官の雑用をどうしたら減らせる

のか，真剣に検討することが急務であろう。研

究支援体制の充実についての要望は強い（例：

アメリカではNSF等のファンドで（極めて有能

な）秘書 をグループ単位で雇っている）。

・現状の多忙なままで，腰を落ち着けた研究すら

保障されず，「選択的任期性」を導入すれば，誰

も大学には残らなくなるのではないか，との声

がある。大学の閉鎖性や人事の非流動性，社会

進歩との交流不足など，大学への批判は誠実に

受け止めるにせよ，大学間の交流を促す施策が

整えば，活性化は促されるのであって，「選択的

任期性」は大学審議会自身が指摘しているよう

に，法整備など諸問題を残し，また，恣意的運

用の危険性をはらんでおり，大学内での自覚的

改革の延長上に検討されないと，逆効果ともな

ろう。私達に課せられている文化の創造は，人

類の未来への確信と豊かな人間性を基礎に発展

するものと思われ，この土台を強固にする方策

が今こそ必要である。

・昨今の大学の点検評価に関係して，ここで教育

の評価についてふれる。大学が研究と教育の成

果を社会に公けにするのは当然のことである。

そして，各方面から点検・評価をされるべきで

あろう。研究の評価の仕方には現在ほぼ定まっ
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た様式がある。一方で教育の評価や大学の運営

に関する評価はその方法すら定まっていない。

教育の負担増は学生・院生の数だけで計ること

は適当ではない。しかし，院生増は，教育負担

の増加をはっきりと示している。結果として，

教官の主観的な教育への意欲にもかかわらず，

教育はおざなりになったり，専攻や研究科の運

営に歪が生まれやすくなったりする。単に院生

の主査・副査に何回なったか，講義を何時間

もっているかだけでは，教育の評価としては適

切ではないが，何らかの尺度を求める以上，こ

れらは基準の要素ではある。現在の点検評価の

方法では，論文さえ書けば良く，教育が軽視さ

れてしまっている，という指摘は決して的外れ

ではない。

・大学院重点化が実を結ぶためには，大学人の研

究・教育に対する責任の自覚は当然のこととし

て，研究と教育に専念できる自由な時間と空間

が必要である。支援体制の強化と施設の整備

が，関係者の理解の上にたって，早急に進むこ

とを希望したい。

・国際化の進展に伴い，受け入れ体制の整備が重

要であり，留学生の教育背景の違いを考慮した

教育内容の多様化が不可欠となっている。

5. 4　まとめに代えて：提言など

　以上，研究員の所属する研究科を中心に，院生

の指導改善の方策を検討してきた。個々の指摘は

もちろん大学の見解ではなく，研究会の意見であ

る。多々不備な点を残している報告であるが，大

学院の研究指導を本格的に検討する端緒を切り開

くことが，この研究会のもっとも重要な任務であ

り，皆様にはご批判をいただきたい。

　以下に，大学で取り組めることを中心に提言を

おこない，また課題達成のための指摘を行いた

い。

( 1 ) 共通講義・基礎講義

　北大として取り組んでいる生化学共通講義は，

特色がある成果を挙げている講義として高く評価

される。教官の学部教育の負担なども考えれば，

全学的共通講義を設定し，各専攻の要望を考慮す

る講義を生み出すことを提言したい。このことと

関連して，修士課程は系統立ったスクーリングが

重要であることが確認され，4 年生の学部でも 6

年一貫を目指した教育が行われるべきであろう。

ただし，4 年で修了するコースは残すべきであろ

う。学部教育の延長上の大学院の新しい基礎教育

は，いろいろな大学で異なる経歴をもつ院生が大

学院で充実した研究を自覚的に遂行する上で重要

である。場合によっては学部科目を修士で履修で

きるようにすべきであろう。少なくとも専攻の枠

を越えた共通講義が必要であろう。さらに，大学

院生の将来の幅広い活躍を期待する上からも，学

会の夏の学校や学会主催の研修への参加が単位と

して認定される道を検討されることが望ましい。

また，ある種の教養講義も大学院生に考えられる

べきであろう。

　講義内容やその持ち方には十分な検討が必要で

ある。共通講義・基礎講義などについての研究が

引き続いて行われることを願う。現在行われてい

る高度化推進の経費は各専攻では歓迎されてお

り，さらに充実されることを希望する。

( 2 ) 博士後期課程

　( 1 )で述べたことと関連して，博士後期課程は，

研究マインドの獲得を目的として，定員にこだわ

ることなく，選抜が行われることが望ましい。社

会的需要とのバランスを考慮しつつ，研究活動に

専念できる環境を整備し，研究者としての訓練を

全国的交流の中で受けられる道を検討してゆくべ

きであろう。

( 3 ) 院生の研究条件の改善

　院生の研究を安定に進めるための待遇改善，若

手研究者を育成する努力は近年特に力を入れられ

ているところであり，成果が上がっているが，研

究旅費，交流経費，調査旅費などが必要であり，

大学として，院生の待遇改善のための努力を進め

るべきであろう。図書館の利用時間の拡大などふ

くむ研究室の拡充には鋭意努力すべきだが，これ
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には事務関係者の理解と職員の負担増を避けるこ

とが伴わなければならない。

( 4 ) 大学院の活性化と研究支援体制の強化，教官

の待遇改善など

　大学審議会も指摘しているように，助手制度は

早急に解決されるべきである。西欧の研究機関，

各大学， Center of Excellence (COE) の例などをみ

ると研究員の制度が充実しているので，この点を

も考慮し，制度の改善が望ましい。また，技官の

地位も高く，数も多い。院生数も活性化にふさわ

しい定員を確保するとともに，現在の定員が適正

か否か検討されるべきであろう。

　教官の大学間の交流を強化するためには，研究

旅費，宿泊施設を充実させ，大学間の研究格差が

なくなるよう努力されるべきである。

　大学活性化にあたり，「選択的任期性」が答申

されているが，審議会も指摘するとおり，問題点

も多い。大学の自律的意志によって，人事の停滞

を防ぎ，活性化を促すため，自己点検を行う事が

望ましい。サバティカル制度の導入，国際化にふ

さわしい研究旅費の保障などの実現に引き続き努

力をし，「選択的任期性」提案の意味を大学の実

情にそって的確に理解し，制度の改善をすすめる

べきであろう。昨今の教官・職員の多忙さは教育

と研究に集中し，成果をあげる上ではマイナスで

はないかという意見が強い。

( 5 ) 教育の評価と創造性

　教育に対する評価をきちんと行わないと創造的

研究活動の基礎が失われ，大学院重点化がかけ声

だけのものとなってしまう恐れがある。大学の包

括的評価をどう行うべきか，今後の研究が必要で

あろう。教官と院生の全人格的交流を通して教育

の実が上がってゆくであろうし，そこから，創造

的成果を生まれる芽が生ずるであろう。

( 6 ) 国際化や社会人受け入れ

　今後の国際化に向けて，受け入れ体制の詳しい

検討が必要である。社会人の受け入れに幾つかの

問題が指摘されている。今後これらの問題につい

ても研究されるべきであろう。

　何よりも，重点化にふさわしい設備・建物の完

成を望む声と研究・教育に集中できる環境を求め

る声が大きいことを重ねて指摘したい。

　以上大学院の充実にあたって，根本的には国の

予算に関わって解決されるべき問題が多いこと

が，本研究会の討議の過程で改めて確認された。

この個々の問題については別途大学間での意見交

流や国レベルの各種審議会などの議などを経て，

改善の方策が取られることが不可欠である。ここ

では現状の分析を通じ，博士課程の研究指導に当

たって問題点をとりまとめ，大学として共通の問

題意識をつくりあげるための資料となることを目

指した。そして，大学自身の努力によって改善出

来る部分もあることを提言の中に含めた。

　重点化後の大学院の在り方については東京大学

でも検討を加えられ，昨年 11 月に公表された（東

京大学 1996）。そこでも，ここで報告した同じ問

題点，つまり。カリキュラムの検討，院生増への

対応の緊急性と重要性，施設・設備の老朽化と狭

あい化，研究教育支援人員の不足，院生の生活保

障の問題が指摘されている。この共通の問題は全

国的な問題であることは疑う余地はない。なお，

東大では付属教育研究施設の在り方が「まとめ」

で指摘されている。

　今後，大学間で問題解決のために共同で検討を

加え，行動することは重要であろう。

　ともすれば，院生の自覚を待つという姿勢で放

置されがちであった大学院の研究指導方法が，更

めて科学として検討される端緒となることを願

い，報告を終える。
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