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●昭和24年は、大阪大学に文学部が生まれた年

野村　本日はお忙しい中，インタビューをお引き受

けいただきまして，ありがとうございます．当協会

は昭和24年に発足し、現在約150社の優良企業を会

員に擁する大阪府主管の公益社団法人です．季刊誌

「生産と技術」と言う会員情報誌を年４回発行して

います．お蔭様で来年60年目を迎えます．いわば還

暦ですね．その間、永きにわたり大阪大学と伴に歩

んでまいりました．

鷲田　昭和24年と言えば、大阪大学に文学部が生ま

れた年であり、私の誕生年でもあります．とても覚

えやすい年ですね．（笑い）

●教育目標は「教養」「デザイン力」「国際性」

野村　ところで、当協会の会員情報誌の編集委員は

理科系の方が多いのですが，新学長に望むこととし

て，「新しく文科系の魅力を倍加させ，新しい阪大

の姿を構築していただきたい」という期待感があり

ます．新しい阪大の姿について，鷲田先生のお考え

をお聞きしたく思います．

●はじめに

今回、当協会の野村理事長が鷲田清一新学長にイ

ンタビューし学長にお答えいただく機会を得まし

た．下記の内容は、７月５日に副学長室にて行われ

たインタビュー録です。

新学長に訊く

－大阪大学のすすむ道－
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●デザイン力とはいわば編集力

次に「デザイン力」ですが，国立大学の中でデザ

イン力を教育目標に掲げているのは阪大だけだと思

います．しかもこのデザイン力というのは，芸術・

工科系大学のようなプロダクツデザインではありま

せん．情報化，生命・バイオ，環境，少子高齢化な

ど，現代社会が直面している問題は１つの学問だけ

で対応できなくなっており，文理協力して総合的・

多角的な視点から取り組むべきです．それには問題

毎にどんな学問，どんな研究，どんなネットワーク

が必要かをデザインできる，いわば編集力のような

意味と捉えています．

そして「国際性」です．国際交流や国際化をしな

ければならないのは言うまでもありませんが，ここ

で言っている国際性とは，異なる文化背景を持った

人たちとのコミュニケーションが図れる人材を養成

しようという意味です．

●システマティックな推進体制整う

教育目標ではかなり明確なビジョンを３つ掲げ，

それを担う機関もつくってきました．教養に関して

は平成16年に大学教育実践センター，平成17年には

コミュニケーション力やデザイン力をつけるための

コミュニケーションデザイン・センターをつくりま

した．また，大阪外国語大学との統合を控えて今年

4月，国際協力のためのグローバルコミュニケーシ

ョンセンターをつくりました．これでやっと３つの

教育目標をシステマティックに推進する体制が整い

ました．

教育面で阪大は，文科省が提案している特色ある

大学教育支援プログラムで抜群の成績をあげていま

す．とくに魅力ある大学院教育イニシアティブでは

阪大がトップで，10件が採択されています．２位が

東大で７件，３位が京大で６件．大学院教育でダン

トツの２桁採択です．これほど採択率が高いのは，

教育面で全学をあげてシステマティックな取り組み

をしていて，それが強力にバックアップしているか

らです．システマティックに教育推進に取り組んで

いることが評価されたと思います．

●インターフェースとネットワーク

鷲田　法人化問題は，国立大学にとって大きなエポ

ックメーキングだったと思います．各大学の自主性

が最大限認められると，私たちは期待していたわけ

ですが，法人化とはいえ実際には半官半民．昔から

の国立大学のやり方を一挙に変えることは難しく，

限界があることは承知しています．しかしながら，

学科の新設など大学の裁量で決められることは，か

なり自由にできるようになりました．法人化を契機

にどんな研究に力を入れるのか，どんな研究スタイ

ルでやるのか，教育としてどんな人材を養成するの

かなどについて，宮原体制の下で平成16年度に基本

方針を作りました．教育目標では，教養，デザイン

力，国際性，この３つの資質を育てることを明確に

しました．

●教養がバックボーン

野村　３つの教育目標について，考え方を簡単にご

説明ください．

鷲田　これは阪大独自の提案といえます．「教養」

というのは，ある意味で大学院重点化（大学院大学

化）する際に，いわゆる教養課程も廃止されました．

それに伴い大学院中心になりましたが，専門的研究

をやればやるほど，実は教養がバックボーンとして

必要になります．今の先端研究は細分化されてきて

います．狭い領域での専門研究がじつは歴史の中で

どんな位置づけにあるのか，社会の中でどんな場所

を占めているのか，どんな影響力があるのかなどを

きっちり理解しつつ，専門研究しなければ，専門馬

鹿だと皮肉られるようなことにもなりかねません．

高学府になればなるほど教養が必要だという考え方

です．

（社）生産技術振興協会　理事長　野村正勝氏
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●研究だけを評価するのは危うい

野村　文科省では決められた期間に成果を出すこと

を目標に掲げていますが，これに対し基礎研究分野

の先生などは，真の研究が育ち難い環境になってい

るという意見もあります．その点についてどのよう

にお考えでしょうか．

鷲田　教育再生会議，経済諮問会議等が改革を急い

でいるように感じます．つまり，国立大学の研究の

評価に従った，例えば科学研究費補助金やグローバ

ルCOEによって，傾斜配分をもっと前に進めると

いう考え方に関しては，今の時点で私は反対です．

というのは，大学の社会的使命は３つあります．研

究はもちろんですが，次世代を育成するという教育

も重大な使命です．そして社会貢献です．この３つ

で総合的にしっかりしたアクティビティを示してい

るのかという評価なら分かります．このうちの研究

だけで評価するというのは非常に危ういと思いま

す．もう１つ，研究も基礎研究，応用研究の２つの

ジャンルに分かれました．２～３年，あるいは中期

計画の６年間で目に見える成果が出るというのは応

用研究に限られます．数学の先生が70年前に発見さ

れた定理・法則が，今頃になって金融デバイスで絶

対に必要だと認められて，90歳を越えられた数学の

先生がつい先頃大きな賞を受賞されました．基礎研

究とはそんなものなのです．

●基礎研究をおろそかにしない

基礎研究でも数年間で応用段階に行く領域もある

し，情報科学のようにその研究開発の成果が実際に

製品化されるものもありますが，70年経たないと成

野村　研究目標についてはいかがでしょうか．

鷲田　研究面では「インターフェース」と「ネット

ワーク」という２つの目標をつくりました．これは

異なる研究領域のインターフェースとネットワーク

ということです．その背景にある思想は，阪大は既

存の学科，学問領域を組み合わせて新しい時代が要

請している研究にいち早く取り組むことが伝統的に

得意でして，最初は基礎工です．いまだに基礎工

（基礎工学部・基礎工学研究科）は全国で当大学だ

けです．エンジニアリングサイエンスという，エン

ジニアリングとサイエンスの境界領域こそが今後の

時代には必要とされています．阪大では単なる基礎

だけ，応用だけというのでなく，基礎の中から応用

が生まれてくるという境界領域をいち早く認め，基

礎工は45年度前からスタートしているわけです．

もう１つは人間科学部です．これは70年代初めに創

設され，本学最初の文理融合の学部となりました．

これは文学部の中から自然科学に近い分野，実験，

調査，フィールドワークをともなうような，例えば

心理学，社会学，人類学などを独立させ，理科系の

先生にも入ってもらって人間科学，ヒューマンサイ

エンスの学部をつくった．これも文理融合による日

本最初の試みでした．その後，人間科学の冠がつく

大学が全国的に出現するようになりました．また，

大学院では生命機能研究科や情報科学研究科などを

いち早く作りました．

ということで阪大の研究面での伝統は，常に次代

の動向をとらえ，いち早く融合領域，研究領域をつ

くって組織化することが得意技ともいえます．そう

した意味合いから，インターフェースとネットワー

クの２つを目標テーマとしています．

●着地させ、実行するのが私の使命

宮原先生が現執行部の中で明確な教育と研究の方

針を出されましたので，これをさらに推進し，実質

化することが私の使命だと思っています．世の中は

今も改革・改革ですが，むしろ改革疲れを改革する．

これだけ改革したのだから，本当の意味できっちり

と着地させ，実行する，実質化するのが私の4年間

の使命だと思っています．

新学長　鷲田清一氏
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ます．

●実績多い産学連携研究

野村　間接経費だけでは足らないと思われますが，

政府の金だけでなく，それ以外の外部からの資金獲

得については，どんな状況でしょうか．

鷲田　工学部や医学部，薬学部を中心とした産学連

携研究への取り組みは，全国的に見ても一番実績が

多くなっています．

●真の改革は学内事務改革

野村　事務職員の学生への対応について，教育しな

おしてほしいという声があります．私学の場合なら，

教官はサービス業だという認識が事務職員に浸透し

ている様に思います．如何でしょうか．

鷲田　事務職員の研修はかなりやっていますが，私

学と比べたらまだ不十分なのかもしれません．それ

でも例えば図書館などでは受付のサービスも向上す

るなど，以前よりは改善されつつあります．法人化

後に活発になってきたのが人事評価の問題で，外部

評価や自己評価などを通じた点検をやっていまし

て，その中には学生による評価というのがあります．

私は以前，関西大学の文学部におりましたが，150

名の教員を10名以下の事務の人が経理から教務まで

にわたって面倒を見ておられました．かつての国立

大学では，徹夜で頑張っている部署があっても，隣

の部署は昼間から高校野球中継を見ていても当たり

前でした．私学では皆で手伝いに行くし，入試のと

きも全学出動が当然になっています．国立大学には

そうした縦割り構造が存在していたのも事実です．

大阪大学では，大幅な事務改革のため１年以上を

かけて検討を進めているところです．例えば，グル

ープ制を導入し管理職を少なくするとか，できるだ

けフラットな組織にして複数の仕事ができるチーム

制を導入しようとか．大学内で現在取り組みつつあ

る真の改革が，事務改革だといえます．

●産学連携・社学連携の両輪で走る

野村　マニフェストの中で「市民」という言葉を使

果が出ない基礎研究もあります．たとえば人文系で

は，古代ギリシャや古代インドの研究などもやって

いますから，早々に2000年を覆すような発見はあり

えない．しかし，人類の遺産，知的遺産であること

は間違いないわけです．そのように様々な基礎研究

がありますから，短いスパンの中で目に見える成果

だけで傾斜配分をしますと，大学自体がどうしても

そこに主力を投入しなければならなくなります．そ

うなると基礎研究がおろそかにもなります．数年間

はよしとしても，20年後の阪大を考えると基礎がす

ごく薄くなってしまい，真の応用研究も芽吹かなく

なります．

基本的に私は，研究の評価によって予算を決めて

行くことには反対の立場です．マニフェストに書き

ましたように，次代を強く意識した応用研究から基

礎研究までの幅の広さ，懐の深さこそが総合大学に

相応しいと思っております．

●欠かせない知的経営

野村　マニフェストでは，間接経費等を活用して基礎

研究と教育を確実に推進していくと明記されています

が，間接経費とはどのようなものなのでしょうか．

鷲田　外部資金のうち機関の運営とその支援のため

に充てられている経費のことです．法人化後に毎年

運営経費を１％減らされ，窮屈になりつつあります．

地方大学などは破綻しつつあります．とはいえ，阪

大ではじつは総収入が増えています．それはなぜか

というと，文科省は傾斜配分するために基礎のお金

を減らしていくが，競争によって取りに行ける金は

増やしているのです．その中で阪大が獲得している

分が多いということです．それが先ほどお話したグ

ローバルCOEがトップになった．魅力ある大学院

教育イニシアティブでトップになった．そのうちの

何割かが間接経費として大学に入ってきます．だか

ら，目に見えるかたちで成果を出せるものによって

競争的資金をとりに行くわけです．一方で，基礎的

なものは通常の地味な科研費程度で，文系なら100

万円単位の小額なわけです．競争で獲得した資金の

一部，大学本部で全学の研究環境をよくするために

使う予算を，恵まれないけど大事な基礎的な学問分

野の支援にも使おうという知的経営が必要だと思い
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人教育を，大阪・梅田北ヤード跡地にできるナレッ

ジキャピタルでやりたいと考えています．具体的に

は，江戸時代にあった懐徳堂が，もしも21世紀にあ

ったとしたら何をするのかという発想から，市民と

ワーカーの高度なセルフラーニングの場「21世紀懐

徳堂」を設置したいと考えています．

●ナレッジキャピタルで３事業展開

ナレッジキャピタルでは，21世紀懐徳堂のほかに

ロボット研究，サイバーアート事業の３事業を連携

したかたちで行いたいと考えています．ワーカーの

良質な部分とか，市民でもかなり意識の高い人たち

を巻き込むのが阪大のミッションだと思います．

もっと広げると，日本在住の外国籍の人たちが一

番心配なのが身の安全です．１つは医療であり，１

つはトラブルに巻き込まれないこと．言葉の壁があ

るから，うまく通訳してあげられる人材の養成が求

められます．これは外大との統合で初めて可能とな

ります．例えば，阪大高等司法研究科の先生と外大

の先生，阪大医学部の先生と外大の先生が組んでト

レーニングにあたる．こうした事業も広い意味で市

民貢献，世界市民へのサポートだと思います．

●CSRとUSR

野村　こうした取り組みはビジネスということでし

ょうか．

鷲田　養成講座ですから，受講料はいただくことに

なります．ただ，ビジネスを前提とするのではない，

CSR（企業の社会的責任）にならってUSR

（University Social Responsibility）のようなものとし

て捉えています．それを進めることが，見えないか

たちで評価されていくと思います．しっかりしたこ

とを進めていけば，例えば医療通訳の事業や21世紀

懐徳堂の事業に対し，企業がCSRとして資金を出し

てくださるような仕組みを考えようと思っています．

例えば熊谷総長の時代ですが，大阪大学出版会を創

設する際にアサヒビールから３億円の基金をいただ

いた経緯があります．私たち執行部としては，大学

の社会的責任，企業の社会的責任を一緒にやろうと

呼びかけることで，資金面を支えていただき，大学

われていますが，先生にはこの言葉に思い入れがあ

るように感じました．具体的なお考えをお話しいた

だけないでしょうか．

鷲田　先ほど話しましたように，大学には３つのミ

ッション（使命）があり，１つは研究，１つは教育，

そして１つが社会貢献．大学が行う社会連携には２

つあると思います．１つは産学連携，つまり企業と

の連携で，これは共同研究と人材交流が中心になり

ます．もう１つは社会の一人ひとり，つまり市民を

対象とした連携です．私は「産学連携」と「社学連

携」の両輪で走るのが大学の社会連携だと思ってい

ます．

市民を対象とした連携，貢献として一番大きなも

のは病院です．近隣の人たちや遠隔の人が来られま

すから，大学による市民への最大のサービスだとい

えます．そのほかに，小さいながらも開放講座や中

之島講座などの市民講座を開いています．病院が市

民の体の健康のために貢献するのに対し，これらは

市民の心の健康というか，知性や感受性を磨くため

のサービスです．ここを単なる講座という啓蒙的な

一方的な事業の延長としてだけでなく，近隣の市民

のためにコンサート，図書館の一部開放，社会人の

勉強の相談にのるとか，もっともっと活性化できる

のではないかと思います．

●21世紀懐徳堂で高度セルフラーニング

また，大阪大学は大阪市，関西にとって大きな存

在です．大阪のど真ん中・梅田の住人のほとんどは

関西一円のワーカーの人たちであり，その人たちの

阪大への要求には，プロフェッショナルな分野や最

新技術の領域などレベルの高いものがあるわけで

す．こうした市民やワーカーのニーズに応える社会

会談風景
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の知名度を上げられるわけです．市長に申しました

のは，大阪の歴史をたどれば学術は適塾の時代から

最先端の科学に触れているし，西鶴や近松以降の芸

術文化はすごいものがあるのだから，大阪市はこれ

から国際学術・芸術文化都市を名乗りましょうと．

●阪大同窓会の実現を

野村　同窓会に関して，何かコメントはありますか．

鷲田　すぐにできるのかは分かりませんが，やはり

大阪大学同窓会をつくりたいと考えています．今は

部局の同窓会がそれぞれにやっておられますが，宮

原体制の下で同窓会連合会という１つの傘ができま

した．私の夢は同窓会連合会でなく同窓会にしたい

ということです．

野村　同窓会連合会はできたのに，まだ参加者が少

ないと聞いていますが．

鷲田　毎年５月にホームカミングデーという日を設

けていますが，その時に豊中のキャンパスで各学部

の同窓会を別枠で行うということで，経済学部の同

窓会などはその日に開催しています．大きな部局で

は東京支部がありますが，昨年からは支部に理事が

手分けして行くことになりました．私は法学部の東

京支部に行き，そこで最近の阪大の状況について報

告させていただきました．行ってみて感じたのは，

阪大の今のことには関心が少なく，同窓生の名刺交

換会になっていて，ちょっと残念でした．もう少し

阪大の方を向いていただこうと，経済学部の同窓会

が勉強会をやっていることを伝えると，それが刺激

になって法学部と経済学部の交流ができつつあると

うかがっています．理事が同窓会の支部に出かける

という細かいことでも積み重ねて行くと，機運が盛

り上がっていくと思います．できれば連合会でなく

同窓会がほしいですね．

野村　大学は今大変な時期を迎えています．私は外

から見ていて大丈夫なのかという思いがありました

が，先生の夢のある話を聞いてみて，少しは楽観で

きるのかなと安心しました．私学では理事長と学長

がいて，経営と研究・教育とが分かれています．国

は知力，知的資源を発揮するかたちを描いています．

●気軽に寄付できる仕組みづくりを

野村　そういうことを進めていけば，市民によるド

ネーション（寄付行為）の下地づくりにもつながる

のではないでしょうか．

鷲田　現在の日本には寄付文化が十分に根づいてい

ません．振込み票に記入して郵便局に行くというシ

ステムでは，忙しい人たちには馴染まないのではな

いでしょうか．米国ではクレジット決済ができるよ

うになっています．気軽にコンピュータで寄付がで

きる仕組みをつくろうと考えていまして，つい先日，

大阪大学未来基金を創設しました．例えば21世紀懐

徳堂を支援したいのなら，目的別の欄に21世紀懐徳

堂と記入すれば，お金はいったん基金に入りますが，

21世紀懐徳堂に回ることになります．そうすること

で大学内での競争意識も芽生えるのではないでしょ

うか．

●大阪市と連携協定　新事業も立ち上げ

野村　当協会の常務理事２名のうち１名は経済人

で，関西経済同友会の幹事に就任していただいてい

ます．現在は更家悠介氏（サラヤ社長）ですが，更

家氏からのメッセージとして，経済界として大阪大

学に役立つことができるのなら活用していただきた

いという申し出があります．

鷲田　それは大変ありがたいことで，21世紀懐徳堂

などはまさに最適だと思います．阪大は今年６月に

大阪市と包括的連携協定を締結し，いくつかの連携

事業を立ち上げようということになりました．21世

紀懐徳堂なども大阪市からの支援をいただこうと思

っていますが，例えば今すぐできることとして決定

したのが，大阪市のホームページ上で大阪大学ホー

ムページとリンクできるようにし，大阪大学のホー

ムページでは大阪シティの窓を設けます．外国の研

究者は，大阪の街のイメージを持ち合わせていませ

んから，大阪大学のホームページ上で大阪シティを

クリックすると，大阪の街がイメージできる大阪市

のホームページに直結できるようにしようというも

のです．工夫１つで，世界を相手に大阪と大阪大学
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タブックを持って，まずは阪大キャンパスをツアー

してもらう．学生にこのキャンパスへの愛着を持っ

てもらいたいのです．

●時間は財産　先生はもっとゆっくり教育に

あたるべき

野村　最後に，ほかに強調したいことで何かござい

ますか？

鷲田　今日は楽しい夢のある話をしましたが，夢を

実現するためにも執行部として取り組むべきこと

は，やはり事務の合理化だと思います．夢が広がる

ということは，先生も職員も業務が広がっていくと

いうことです．マニフェストの３番目に書きました

のは，時間は財産だということです．先生はもっと

ゆっくり教育にあたってほしいということです．教

育の計画書や報告書をつくるばかりで，本当に教育

を丹念にできるのか，十分な研究ができるのかとい

うことです．文系の研究なら，６時間くらい連続的

に集中しないと一仕事できないものなのです．会議

でぶつ切りになりがちな現状ですから，そうならな

いようにするのが私たち執行部の役割でもありま

す．事業は増えるが，書類作成や押印などの作業を

できるだけ省くようにする．部署の責任者はそれく

らい大改革しないと，教員も職員も疲弊してしまう

と思います．

野村　本日はお忙しい中貴重な時間を割いていただ

き誠にありがとう御座いました．今後とも大阪大学

と伴に歩む当協会に対し、ご理解とご支援をお願い

申し上げます．

立大学ではそうならないのでしょうか．

鷲田　私学のように，経営と財務は豪腕の理事長が

やっていて，学長は教育と研究の経営だけをやって

いるだけなら，私はどれだけ正確な判断ができるか

と思います．人事，財務，施設のことを含めすべて

の総責任者になりますので，正直に申し上げるなら

怖いです．もちろん学内に適切な判断ができる方が

いらっしゃるからこそ，判断できるわけです．

●随分進んだキャンパス整備

野村　最近は東南アジアから多くの観光客が大阪に

やってきます．大阪大学を見学に行こうというバス

ツアーができるかもしれませんね．そんな時代のニ

ーズに呼応して，キャンパスを美しく磨いていくと

いうのはいかがでしょうか．

鷲田　石橋キャンパスに上ってゆく際に通る阪大坂

は美しく変わりました．道幅も広くなり，エントラ

ンスもできました．池の端には，学生たちがゆっく

り食事をしたり，くつろぐことができる学生交流棟

ができました．宮原先生の最大の貢献の１つが，

１-２年生が必ず過ごす豊中キャンパスの整備です．

基礎工学部の全面改修も９年間をかけてやっと整備

が終わりましたし，理学部も今年度で整備を終わり，

メインストリートに面する建物のリニューアルがこ

れですべて完了することになります．今後，統合す

ると学生が700人程度増えますので，総合講義棟を

豊中地区に建設中ですし，振り返るとキャンパス整

備はずいぶん進んだと感じています．

●アトラクティブに「阪大データブック」作成中

一方で，もっともっとアトラクティブなキャンパ

スにしたいと考えております．そのために取り組ん

でいる方策の１つが国際的宣伝をしたいというこ

と．もう１つは２年間の事業ですが，コミュニケー

ションデザイン・センターのアートスタッフが「阪

大データブック」の作成を進めています．阪大に関

する伝説や様々なデータ，あっと驚くような事柄を

学生の視点から集めて，まとめようというものです．

情報集めのため，先生が学生たちを連れてツアーを

しています．集まった情報をデータブックとして製

本し，入学式のときに配る予定です．新入生はデー インタビューを終えて


