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国内外の原子力教育事情（5）FocusFocus
日米大学・大学院比較

(北海道大学 vs．Purdue 大学)

北海道大学 三輪 修一郎

KEYWORDS: Engineering Education, Engineering Curriculum, Knowledge Transfer

Ⅰ．はじめに

札幌市を縦断する地下鉄南北線北 12 条駅を下車し，5

分ほど西へ歩くと 13 条門が姿を現す。この門をくぐり

抜けると観光スポットとしても知られる銀杏並木が工学

部建物まで続き，四季の色が人々を迎える。ここはフロ

ンティア精神が基本理念として掲げられ，クラーク博士

の名言｢Boys be ambitious｣が生まれた北海道大学であ

る。感慨深いものを感じながら北海道大学の地を踏んだ

のが，23 年ぶりに本帰国した 2013 年春ごろ。｢はじめま

して｣の挨拶で握手の手を躊躇なく差し出し失笑された

ことにはじまり，様々な｢逆カルチャーショック｣を体験

してきた。本稿執筆にあたっては，日本の大学(＝北海

道大学)について筆者が感じた客観的感想を綴りたいと

思う。筆者の願いは日本の大学を少しでも良くしたい，

という想いからである。世界における日本の相対的地位

低下が騒がれる昨今，本稿が少しでもポジティブな刺激

となれば幸いである。

Ⅱ．｢釣り方｣を教える教育とは？

Give a man a fish and you feed him for a day, teach

him how to fish and you feed him for a lifetime

｢魚を一匹やれば一日食いつなぐが，魚の取り方を教

えてやれば一生食いはぐれることはない。｣ 教育のある

べき理念が簡潔に表された言葉であるかと考える。暗記

ベースによる答え(魚)重視の日本の教育と，答えを得る

までの論理(釣り方)を重要視する米国との根本的な違い

がこの言葉に集約されていると考える。ただ，日米大学

が置かれている文化や社会システムが違う点についても

留意する必要がある。即戦力を育成する米国大学とは異

なり，学力によるフィルタが既にかかった日本の大学の

実質は就職予備校に近く，教育機関としての体をなして

いると自信を持って言える大学教員は少ないのではない

だろうか。日本の大学と米国の大学を比べること自体

が，英語で言う Apple(リンゴ)と Orange(オレンジ)な

のである。従って，米国の教育方針をそのまま国内大学

に当てはめる考えはナンセンスだ。日本の大学の場合，

(新卒一括採用等に見られる)凝り固まった古き良き時代

の制度が改まらない限り，抜本的改革は困難であると感

じる。

米国大学では所属学科以外の講義を受講することはご

く当たり前のことである。筆者は Purdue 大学学部時代

に環境工学を専攻していたが，土木工学系の必修科目に

加え，物理学科で量子力学(単純に興味があった)，理学

部で生化学(研究インターン先で浄水に興味を持ったた

め)，原子力工学科で燃料電池特論(修士課程の指導教官

と出会うこととなる)を受講した。文学部で近代文学に

も挑戦したが，ネイティブの文系 4年生に混じっての読

書量があまりに厳しく途中で泣く泣く履修を断念した経

験もある。さっさと単位を取り終わるというよりは知の

ピラミッドの底辺部を広く構築し，挑戦したいという思

いからであった。これは，筆者に特別な知的好奇心が

あった訳ではなく，Purdue 大学全体がそのような空気

で包まれていた。大学とは純粋にそのような場所だと

思っていた。それは原子力工学科における修士・博士課

程でも同様で，筆者の専門科目である熱流動の知識を深

めるため，原子力工学科のみならず機械工学科，化学工

学科，数学科，等幅広い学科における受講が許されてい

た。米国大学の成績評価は厳しく，C 評価に到達しない

学生は容赦無く落第させられる。比較的難関な流体力学

の授業になると，普段見慣れない学生が再受講のため突

然現れたりもする。日本式に言う，｢単位を取る｣｢落と

す｣とはアメリカでは合格(Pass)・落第(Fail)と同等であ

るが，そのようなレベルの話は Purdue 大学工学部の学

生間では殆ど無い(1, 2 年目でフィルタされる)。むし

ろ，就職活動，大学院進学，奨学金申請時に重要となる

GPA(学生の成績評価値)が頻繁に話題となり，少しでも

数値をあげるために勉学に励むのである。これだけを見

ても，学業に対する日米学生の温度差は大きいかと考え
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るが，如何にしてそれを縮めるべきなのか？ Apple と

Orange であるため縮める必要は無いという意見もある

が，技術者としての基礎を養う上で重要となる学部・大

学院のカリキュラムに関しては，米国方式を有効に活用

することで，国内大学の質的向上を図ることが可能と筆

者は考える。

Ⅲ．一通のメール

年度末の慌ただしいある日に，一通のメールが熱力学

担当の教員より届く(以下，三輪以外の名前は全て仮

名)。

件名：不合格：熱力学 1(山田君)

山田君，こんにちは。田中です。

中間テスト 1，2，定期試験を採点し，集計したとこ

ろ，60 点に到達せず，不合格になりました。

このままでは，熱力学 1の単位を出すことはできま

せん。対応を相談したいので，私の研究室まで来て

下さい。

＞三輪先生

こんにちは。田中です。

私の力不足で，山田君を合格にすることができませ

んでした。申し訳ありません。山田君にこの件を，

お伝えいただけるととても助かります。

山田君とは当研究室所属の学部 4年生で，卒論研究で沸

騰伝熱に取り組んでいる学生である。大学院入試にも合

格しており，春からは修士 1年生になることが決まって

いる。この短いメールに国内大学の多くの問題点が集約

されている。

① 2 年次の必修科目であるはずの熱力学 Iを何故 4

年生が受講しており，卒論研究(しかも熱力学を

基礎とする沸騰伝熱)を行っているのか？

② 力不足で不合格，対応を相談するとは具体的にど

ういうことか？

③ 本メールが何故研究室教員にも送信されたのか？

という 3点である。本稿においてはこれらの疑問点を日

米大学・大学院比較と絡め，米国 Purdue 大学と北海道

大学の事例を基に考えてみることにする。

Ⅳ．カリキュラムの違い

Purdue 大学においても機械工学科の熱力学Ⅰ(全ての

工学部学生が機械工学科の熱力学を受講)は難関授業の

一つであり，多くの学生が落第することで知られる。こ

の授業を落とすと，熱力学が事前必須科目(Prerequisite)

となっている伝熱工学や流体力学の受講は認められず，

自動的に卒業が遅れることになる。米国大学の卒業が厳

しい理由の一つかと思われるが，エンジニアとしての基

礎力を確実に育む上では重要な過程であり，熱力学を落

としても流体力学や伝熱工学の受講が許され，沸騰伝熱

の研究が行えてしまう国内大学が不思議でならない。

Purdue 大学原子力工学科のカリキュラムマップを図 1

に示す。1 年次は初年度の工学カリキュラム(Freshman

Engineeringと呼ばれる)から開始し，2 年次に専門分野

(航空宇宙，機械，電気，土木等)を選択するため，原子力

工学者として必要な授業履修が日本よりも早い段階で始

まることになる。2 年，3 年次では基礎科目に重点を置

き，3 年次後半からは個人の選択で幅広く(breadth)或

は，奥深く(in-depth)カリキュラムを設定することが可

能な選択科目(Technical Elective)の受講が可能となる。

大学院進学を考えている学生は自身の専門知見を深める

ために他学科の授業を履修することも可能だ。筆者の経

験から，他学科の学生と学び合える横断的な授業編成が

可能な米国カリキュラムは｢総合大学(University)｣の象

徴であり，理想とすべき大学の姿であるかと考える。

これに対して，北海道大学では機械知能工学科のカリ

キュラム内に原子力工学が含まれている。学生の専門分

野は 4年次の研究室配属で決まるが，成績順位や定員数

の調整によって配属が決定するため，早い段階で自身の

専門を絞ることができない。従って，制御から材料，内

燃機関，原子力，プラズマ物理等，幅広い分野の単位を研

究室配属に備えるため詰め込むことになる。表面的には

広範囲の科目が網羅されているカリキュラムのように見

えるが，理念が無い。結果，消化不良に陥る学生が多

く，方向性の見えない授業の山を同期の学生同士でレー

ルに沿うように受講する流れとなる。

授業の課題として課せられるレポートの違いについて

も述べたい。米国の課題は結論を得るまでのプロセスに

重点を置く傾向にある。実世界においては正しい答えが

存在するとは限らず，科学的な仮定や論拠を基に最適な

解を求める論理と思考力が重要視される。従って，演習

問題では講義で指定された方眼紙用紙に(この紙が意外

と高価なため，情報量を削らず如何にシンプルに纏める

か工夫が必要となる。) Given - Find -Assumption -

Schematic-Calculation-Solutionという構成で，答えを

得るまでの流れを分かりやすく説明しなければ満点とな

らない。実験レポートも同様であり，Introduction-

Assumption - Procedure - Discussion and Results -

Conclusionのフォーマットでワープロ入力し，第三者が

実験を再現できるレベルでなければ受理されない。この

やり方を 1年次の実験レポートから大学院レベルの演習

に至るまで徹底的に叩き込まれるため，研究を遂行する

ための考え方や科学論文を執筆する基礎が自然と身につ

いていくのである。エンジニアや研究者ほど国語力とス

ピーチ力，論理的思考能力が重要となる職業は無いと筆
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者は考える。国内大学においても 1 年次の早い段階で，

日本語によるレポート執筆や，(文系・理系学生を交え

た)スピーチの授業に力を入れるべきかと考える。

Ⅴ．｢就職予備校｣

第二に挙げた｢対応を相談｣はおそらく追試等により点

数を上げてやる救済措置のことと示唆される。このよう

な措置は米国大学では皆無であり，授業初日に説明され

る採点基準(Grading Policy)が全てである。ここまで甘

やかして大丈夫かと心配になるが，｢就活予備校｣である

ためともかく単位を与え，さっさと卒業させてやる必要

があるようだ。学生も当然そのことは理解しており，

｢あの先生，土下座したら単位くれた。｣と平然と語る姿

も目にする。｢教員の力不足｣で学生が不合格とは論じる

ことも馬鹿馬鹿しい。結局のところ，就職予備校の日本

では，雇用主目線で全てが決まる。終身雇用で採用する

新卒時には専門知識を特に求めず，研修時にじっくり叩

き込めれば良い。従って，就職活動中の学部生，大学院

生にはある程度の常識と忍耐力，敷かれたレールを言わ

れた通りに歩む従順さが備わっていれば良いのである。

そのような素質は学歴とほぼ比例関係にあるため，就活

面接では人格やコミュニケーション能力のみを見れば良

い。企業の視点からすると学歴フィルタは意外と理に

適っているものなのかもしれない。

それに対し，Purdue 大学で修士号を取得するには修

士論文をもとに口頭試問を行う必要があり，博士論文と

ほぼ同等の手続きが必要となる。論文の出来が修士獲得

を左右するため，2 年以内で卒業できる保証等どこにも

ない。修士論文は通ったが，授業を落としてしまったた

めに留年，もしくは，サマースクールを受講する等の例

も目にしたことがある。日本の場合，事前の論文提出も

無く，配布されるアブストラクトと修士論文発表会とい

う一日がかりのイベントで部門の全学生がそれぞれ 15

分程度の発表を行う言わばセレモニーのようなフォー

マットで合否が下される。合否といっても，就職が決

まっている学生が｢否｣となるケースはゼロに近く，発表

会はセレモニーのようなものだ。修士号や学位が品質保

証になっていたいのが日本の現状である。及第点に到達

するために必死に勉学に励み，専門家により構成される

コミッティメンバーから研究内容を評価されるために日

夜研究に励む米国の大学院生との差が生じるのは当然の

ように思える。

Ⅵ．研究室配属

メールの第三の点についても論じたい。教員へのメー

ル送信からもわかるように，学生が研究室へ配属される

ことにより，教員も連帯責任を一部負わされる。米国に

おいて卒業要件を満たすことは完全に学生個人の問題で

ある。また，定員の定めのある研究室配属というシステ

ムが存在することで，原子力分野に一切興味が無く，希

望する研究室への配属が適わなかったモチベーションの

低い学生の面倒を見る羽目になる。ここ最近の北海道大

学では，不登校の学生に対するメンタルケアも教員の役

割となっているが，研究室配属制度も一因となっている

のではないか。言わば，誰も得をしないシステムなので

ある。勿論，教員の立場からすれば，研究費の有無に関

係なく学生が配属されるのはプラスの側面もある。た

だ，米国の場合は学生が研究室に配属されるのは大学院

生からであり，RA(Research Assistant)の形で雇用され

るのが一般である。教授・大学院生は雇用者・被雇用者

の関係なのだ。従って，研究を進めるスピード感がまる

で違う。国内大学においても，まずは研究のスタンダー

ドを上げ，それを維持する仕組み作りが必要であるかと

考える。学生に主体性を持たせた上で研究課題を与え，

在学年数では無く卒論・修論のクオリティで評価され，

学生自身で卒業要件を勝ち取る仕組みに変革されるべき

では無いだろうか。
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図 1 Purdue 大学原子力工学科カリキュラムマップ
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Ⅶ．最後に

以上，乱雑ながら筆者が感じた日米比較を簡単に述べ

させて頂いた。残念ながら早急なマクロ的変化をこの国

に期待するのは困難だ。これから原子力技術者を目指す

国内の若手(学部生・大学院生)はどうするべきか？ 日

本は世界的に見ても安全で暮らしやすい快適な

(Comfort な)国であるが，学生時代にこの領域(Comfort

Zone)から踏み出し，成長する機会を自らの手で掴まな

ければならない。多国籍の留学生からなる米国大学工学

部には将来のライバルとなる技術者・研究者が今もこの

時に昼夜勉学に励んでいる。まずはライバルと同じ土俵

に立つことから始めてみてはどうか。海外インターンで

も交換留学でも何でも良い。トップレベルの留学生が集

まる欧米大学への留学を勧める。留学のタイミングとし

ては肩書きが無く，身軽に動ける学生時代がベストだ。

何かしらのカルチャーショックを受けるはずだ。そし

て，海の向こうから映る日本を見て欲しい。国内学生が

部活やサークル活動，バイトに明け暮れている間，将来

のライバル達は切磋琢磨し勉学・研究に励んでいる。母

国語でない英語で必死にやりあっている留学生も沢山い

る。果たして次世代の日本人技術者はグローバル市場で

彼らと競い合っていけるのだろうか？ 手遅れになる前

にオールジャパンで国内大学改革に取り組むべきではな

いだろうか。

著者紹介

三輪修一郎 (みわ・しゅういちろう)

北海道大学

(専門分野)原子炉熱流動，気液二相流
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From Editors 編集委員会からのお知らせ

−最近の編集委員会の話題より−

(6月 7日第 11回論文誌編集幹事会)

・4月 16日から 5月 15 日までに英文論文誌に 25報，和文論文誌に 3報の

新規投稿が有った。

・第 7分野を主とした論文審査分野の見直し案に対するコメントを反映し

て，最終案を仮決定した。再度意見聴取する。

・英文誌投稿論文の Pre-Screeningの手順書の内容を確認した。

・英文化WGの進捗が報告された。Vol.2 と 3 の見積もりを依頼中。

・各グループの H30 年度活動報告と 2019年度活動予定が報告された。

・廃炉関係特集号の入稿状況が報告された。英文誌は 9/10月号，和文誌は

9月号印刷の予定。

・英文誌特集号刊行に関する手順書改定案を検討した。

・今年度で退任する委員長，委員から挨拶があった。

(6月 7日第 12回学会誌編集幹事会)

・委員長から学会誌アンケート結果のうち，学会の今後の方針など理事会

で検討することが望ましい事項について理事会に紹介したと報告があっ

た。

今後も引き続き，年 1〜2回のペースで同様の報告を行うことになった。

・現在，学会誌HPに掲載している記事 PDFはモノクロ版を掲載している

が，9月号からカラー版が掲載される予定と事務局から報告があった。

・巻頭言，時論，その他の記事企画の進捗状況を確認し，掲載予定について

検討した。

編集委員会連絡先≪hensyu@aesj.or.jp≫


