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1．はじめに

　エジプト・アレキサンドリアの地に、世界をリー
ドする様な理工系の国立大学を造る。そんな夢の様
なプロジェクトと関わりを持つようになって、かれ
これ4年が経過した。その応援をしているのが日本
政府JICA（ Japan International Cooperation Agen-
cy）で、日本とエジプト両国間の合意に基づいた世
紀の大事業である。いや難事業という方が正確かも
しれないが、60歳を過ぎてなおかつこんな仕事に
関わることのできる自身を、幸せだと思う。そもそ
も、我々日本人とエジプト人の価値観には互いに相
容れぬ部分もあり、時間に対する感覚も随分と隔た
っている。そんな両国人が力を併せて「日本型の大
学院教育」をするE-JUSTプロジェクトに取り組ん
でいるのだから、スムーズに事が運ばないのは当た
り前。だからこそやりがいがある。というのが正直
なところかも知れない。それでも2012年 2月には、
第一期生の修士課程学生を修了させ、来年春には何
人かの工学博士を輩出できる運びとなっている。そ
こで本稿ではE-JUST設立に至る経緯を縦糸に、そ
して苦労話を横糸にしながら「革命の中での大学造
り」を披露したい。

2．何故エジプトか？

　いささか旧聞ながら、かつてアフリカは暗黒大陸

と呼称された。世界五大陸の中で最も開発が遅れて
いたこととも関連して、このような有り難くないニ
ックネームが付いたのだろう。ただ、それゆえ21
世紀の今日にあっても、アフリカの持つ潜在力は未
知数で、我々から見れば、少なくとも私には依然と
して魅力的である。実際、隣国中国などは先行投資
よろしく、アフリカの地での開発競争に関わってい
るとも聞く。インフラ整備と称して、町自体を造っ
てしまう例もあるそうだ。翻って我が国日本はと見
れば、途上国支援という点で貢献しているのは事実
ながら、存在感はというと甚だ心もとない。それで
もバブル期には大手の商社や重電メーカー等が、エ
ジプトを拠点に活動していたとも聞く。何といって
も私達の居るアレキサンドリアに日本領事館があっ
たというから、それなりの活動をしていたに違いな
い。ただ1990年代になってバブルが弾け、失われ
た10年、20年を経て何やら我が国の勢いがおかし
くなって以後、アフリカにおける我が国の存在感は
ますます希薄になっている様な気がしてならない。
実際アレキサンドリアにあった日本領事館は、もは
や閉館してしまっている程である。そんな時、エジ
プト政府から「日本型の大学、大学院教育をするエ
ジプト国立の大学を造りたい。」との要請があり、
走り出したのがE-JUST（Egypt Japan University of 
Science and Technology）プロジェクトである。そ
してこのプロジェクトの日本側の窓口はJICAであり、
JICAにしてみれば「このE-JUSTを足がかりに、ア
フリカ大陸へのゲートウエーを確立したい！」との
思いもあろう。何といってもエジプトはアラブ圏の
盟主、成功例を示せばその影響力が大きい事間違い
が無いだろうから・・・。そして、これがエジプト
にこだわる理由ともなっているに違い無いのである。
なお、参考のため、E-JUSTプロジェクト開始に至
る経緯を、年代を追って図1にまとめる。ちなみに
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私のこのプロジェクトとの関わりは、2008年 10月
である。

3．E-JUST の概要

　前節の経緯説明からも理解できる様に、E-JUST
プロジェクトは「日本型の大学、大学院教育」を実
施したいというエジプト側の強い意志で始まった。
そして2010年春の開学は、エジプト側がソフトオ
ープニングと呼ぶ方式で実施され、当初計画されて
いた全7専攻の内3専攻のみがともかくも学生を募
集し開講した。とはいえ、キャンパス予定地は有っ
ても、校舎の建設はまだまだで、エジプト住宅供給
省の建てた一般住宅を借り受けて教室とし、講義を
開始するという変則的な開学を余儀なくされたので
ある。それゆえ、良く言えば「走りながら考える開
学」率直に表現するなら「若干向う見ずな開学」と
いう事にでもなるだろうか。ここで、その「走りな
がら考える開学」について補足説明をしたい。図2が、
E-JUST・7専攻と日本側12支援大学の体制の概念
図である。ここに 12 支援大学とは、北海道大学、
東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、

　

京都大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、九州大学
の9国立大学と、早稲田大学、慶應義塾大学、立命
館大学の3私立大学からなり、これら12大学がコ
ンソシアムを形成している。そしてE-JUST 7専攻
のそれぞれに対し、我が国から専攻幹事校を選んで
専攻運営の手助けを担当する様配慮されている。即
ち「手助け」とは、当該専攻のカリキュラム作成に
始まり、エジプト人教員の採用、必要な実験機材の
選定、はたまた講義担当教員の日本からの派遣を意
味している。そして私自身の立ち位置はというと、
電気系2専攻（電子通信工学専攻、計算機科学工学）
をまとめた電気系学類の学類長アドバイザーで、専
攻及び学類の運営がスムーズに運ぶよう、折々に適
切な助言をする事といったあたりになるだろうか。
　そもそもエジプト側が「日本型の大学、大学院教
育」を目指したのには、優秀な若者達が欧米に活躍
の場を求めて出かけて行ってしまうというBrain 
Drain 現象を、教育研究環境を充実させて Brain 
Gain としたいというエジプトのお国事情が深く関
わっている。実際北米カナダ一国だけで、千人を越
すエジプト国籍の大学教員が居て活躍しており、そ
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の活躍も半端ではなく関連分野を牽引する程の業績
を上げているそうである。米国や欧州も御同様で、
こういった一流の研究者をエジプトに呼び戻したい。
そのためには世界に誇れるほどの大学を造って、流
出してしまった頭脳を呼び戻そうというのである。

　

その呼び戻しが実現すれば、新しい産業もエジプト
国内に創出出来、科学技術先進国への仲間入りも夢
物語では無かろう。というのがエジプト政府の考え
で、その概念図が図3である。ただ、悲しいかなエ
ジプトだけでそれを成し遂げるのは財政面で容易で
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はなく、JICAのODA（Official Development Assis-
tance）で研究機材を賄うというのが基本方針とな
っており、これが両国の合意なのである。まさか大
学設立のスポンサーが日本であるからという訳でも
なかろうが、それでも「何故日本型の大学・大学院
教育なのか？」という疑問は残る。何せ我が国では、
日本型の大学、大学院教育を文部科学省を筆頭に殆
ど否定する勢い、そんな中、外国から「日本型を」
と請われて悪い気がせず、だからこそお手伝いして
いるというのが実情なのである。ただ、私個人とし
ては「日本型大学及び大学院教育」には短所もある
が大いに誇れる長所もあると信じている。それゆえ、
私としては「世界に冠たる大学を！」と力が入るの
である。

4．第一期生の修了と大学院生

　2012年3月3日、E-JUSTは第一期生11名の工学
修士を世に送り出した。御参考までに、卒業式当日
の 11 名の精鋭の写真図 4として示しておきたい。
ただ、全員が博士課程に進学する事になっていたの
で、工学修士を輩出したのは間違いないけれど、正
確には「工学修士を世に送り出した」とは言えない
かもしれない。それゆえE-JUSTに対する世間の評
価を頂くには、まだ少し時間がかかりそうである。
順調にいけば来年春には電子通信工学専攻、環境エ
ネルギー工学専攻の二専攻から何名かの工学博士が
誕生する。そして彼等は巣立って行く。正確には、
出身大学の教員として戻って行くのである。私はと
もかくも来春の巣立ちを、心待ちにしているのであ
る。

　そもそも修士課程、博士課程というと、読者の皆
様は20歳台後半の若者を想像されるかもしれない
けれど、彼等の多くは30歳台前半である。だから
この意味を本当に判ってもらうには、この国エジプ
トの大学に付いて説明をせねばならない。後で述べ
る様に、E-JUSTを国立大学に入れるべきか否かは
議論の余地はあるけれど、エジプトには国立大学が
19ある。（ちなみに私立大学は全部で18ある。）そ
してE-JUSTを除く 18の大学は、授業料が一切不
要となっている。ある程度の成績を高校在学中に残
せば、ともかくも希望の入学ができる制度となって
いる上、卒業要件はそれなりに厳しいので、俗にい
う留年生がどんどん溜まる。それゆえ名門のカイロ
大学の全学生数26万名、アレキサンドリア大学に
したって10数万名ととんでもないマンモス大学と
なっている。他の国立大学も同様だから、専門科目
でも一クラス300名、400名といったマスプロ教育
もあったりして、とてもまともに教育できる環境と
は考えられない。その概念図エジプト高等教育の現
況図5である。それゆえというべきだろうか、その
当面の対策として卒業生の内優秀な成績を残した学
生は、TA（Teaching assistant）あるいはRA（Res-
earch assistant）として遇してもらえるそうである。
言い換えれば、TAやRA無しには、エジプトの大
学教育はとても成り立たないという事になるのかも
しれない。ただ、余談ながら超優秀な学生は、大学
を修了すると同時に欧米の名だたる大学から奨学金
を貰ってさっさと留学するそうで、TAやRAとな
って大学に席を得ているのは、俗っぽく言うなら准
一級という事にでもなるのかも知れない。こういっ
たTA、RAは講義も担当するそうで、考えように
よってはもはや大学教員となっているとも言えそう
である。現実にE-JUSTでは、元の大学で教えてい
た学生が、教えられた学生の後輩になっているとい
う例もある。そのまま大学で教えていたのでは、い
つまでたっても修士、博士の学位をとる事が出来ず、
数年母校に貢献したら、E-JUSTを含め修士課程を
受験する権利を認めて貰えるという事である。数年
母校に貢献する結果、我がE-JUSTに入学してくる
大学院生は 30 代前半が多いのである。これは E-
JUSTの大学院生に限ったことで無いのは当然であ
るが・・・。



図5

－132－

生産と技術　第64巻　第３号（2012）

5．問題山積

　これまでの書き様だと、エジプトの高等教育は問
題もある様ながら、結構うまくできているではない
かと思われるかもしれない。いや実際、マンモス教
育という点に眼をつぶるなら、全く駄目という訳で
はない。先にも書いた様に、そういった大学で教育
を受けた優秀な学生が、欧米に留学している事、さ
らには一流の研究者としてそれらの地で活躍してい
る事からも理解できる。話がぐるぐる回ってしまう
けれど、そういった優秀な研究者をエジプトに呼び
戻すためにE-JUSTを設立した。それもエジプトと
日本の両国の合意の下にである。だからE-JUSTは、
元大統領ムバラク氏の下、超法規的に大統領令を発
布させて始まった。始まったまでは良かったのだが、
御存知のインターネット革命が起こって、ムバラク
氏は失脚してしまった。さすがに大統領令は二国間
の協定に基づいているだけに、今でも生きている。
革命勢力といえども、二国間協定を反故にはできな
い。ただE-JUSTを支えるための、その後の法整備
が進まない。大学校舎の建設も宙に浮いたままであ
る。だから予算措置が心もとなく、教職員の補充も、
すんなりとは出来ない。そして一番の問題点は、私
達E-JUSTの出す学位記が、現時点ではE-JUSTを
管轄する高等教育省で担保されない点という事にな

ろうか。これら全ての元凶は、大学を規定するため
の法整備が進まない点で、早い話、現時点で E-
JUSTは、国立大学でもなければ私立大学でもない
という宙ぶらりんの状態なのである。民主化のため
の革命も、私達にとってはある意味有難迷惑という
と、エジプトの方々に叱られるだろうか？

6．おわりに

　E-JUSTが実質的に開学して丸2年経過した。そ
して開学以降の道のりは、開学以前にもまして険し
いものとなっている。その因の一つがインターネッ
ト革命による、旧政権の打破となっているのが、何
とも皮肉な感じがする。国を良くするために行った
革命が、国を豊かにするための国家プロジェクトの
足を引っ張っているのだから・・・。それでも、予
定通り修士学生を世に送り出す事が出来たし、来春
には博士学生を世に送り出す事が出来そうであるか
ら、「革命の中で大学を造る」事はどうにか成就出
来そうである。そして「世界に冠たる」の修飾語を
付す事の出来る大学E-JUSTにするため、もう一踏
ん張りも、二踏ん張りもせねばならないと、気を引
き締めている。日本人が自ら否定している「大学、
大学院教育」を、このアラブの地で開花させる事が
出来ればと、老骨に鞭をうっているのである。


