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　理工学部創設100周年の前年、2007年に再編さ
れた理工学術院は、2014年度現在、基幹理工学部、 
創造理工学部、先進理工学部の三つの学部および対応
する大学院の三つの研究科で構成されています。加え
て理工系関連の埼玉県本庄キャンパスにあります大
学院の環境・エネルギー研究科、北九州キャンパスに
あります大学院の情報生産システム研究科および理
工学研究所と各務材料技術研究所を傘下に置く理工
学術院総合研究所などの組織の全ての教員が理工学
術院に所属しています。いわば早稲田大学の理工系
の活動を担う多くの教員の所属する統合組織です。 
 201４年の４月からは、埼玉県本庄キャンパスにあ
りました大学院の国際情報通信研究科が西早稲田キャ
ンパスにおいて、基幹理工学部の情報理工学部・研究
科と共同で「情報通信学科」と「情報理工・情報通信専
攻」を新たに発足させます。早稲田大学では2032年
の大学創立150周年に向け、2012年11月に将来計
画であるWaseda Vision 150を公表し、現在、その
Action Planを基に活動し始めたところです。早稲田
大学理工系における教育・研究は100年以上の伝統の
上に築かれ、常に先進性や創造性を求めてきました。
そのレベルは我国や諸外国の中でもトップクラスに 
あると自負しています。
　教育面では学部の１年、２年時は各分野を横断する、
英語、領域教育に加えて数学、物理、化学、生物、情報な
どの基礎教育と、伝統的で実践的な実験教育に重点が
置かれ、３年時から70％以上の進学率を誇る大学院
にかけて各分野の専門教育が行われております。そ
の中で英語は従来の英語教育から脱却し、英語の理解
力、表現力、発表力、文章力などの実践的な教育が理工
系外国人教員を中心に行われており、理工系学生の卒
業後の国際的活躍に備えた授業が展開されています。 
2010年9月からは文部科学省の「国際化拠点整備
事業（グローバル30）」に採択され、留学生を対象に
した英語のみで授業が行われる「国際コース」（日本人
学生も参加可能）が始まり、2014年3月の文部科学
省の助成終了後も継続することが決定しています。
現在、学部・大学院で40ヶ国以上、約600名近くの
留学生が学んでいますが、今後さらにその数が増加

して、一段と国際的な環境や雰囲気が醸成されてく
ることは間違いありません。また201２年度および 
201３年度に文部科学省の「博士課程教育リーディン
グプログラム」に先進理工学研究科の「リーディング 
理工学博士プログラム」と基幹理工学研究科・創造理工
学研究科の「実体情報学博士プログラム」の二つが採
択され、その助成の下で5年生一貫教育の博士課程に 
特化したプログラムが始まり、国内外の企業インター
ンシップ、国際研究機関における実習、英語力強化な
どの多彩な形態の専門分野を横断した、俯瞰力を持つ 
博士課程の人材を育成する教育がなされています。
　一方、研究面では、理工学の多くの分野で国内の学
協会ばかりでなく、海外からも注目される成果が数多
く発表され、国際会議や国際シンポジウムに教員と多
くの大学院生が参加し、高い評価や賞を得ています。
また多くの卒業生も各界で活躍しています。また大学
全体としては2013年度に、7年間の継続プログラム

「研究大学強化促進事業」に採択されて研究力の一層の
向上を目指しています。
　さて前世紀の２0世紀は、科学技術の長足な発達に
伴い、人類の生活は豊かになり、世の中は確かに便利に
なりました。その一方で負の遺産とも言うべき、環境
汚染やごみの問題、資源の枯渇問題等が生じ、地球温
暖化の防止は21世紀の極めて大きな課題となってい
ます。また、人口増加に伴う食糧危機、地域による貧富
の差の拡大、人種や宗教間の問題、世界経済安定問題
等々、地球規模の大きな課題を21世紀は多く抱えて
おり、人類にとって真の幸福と豊かさを検証すべき時
期に来ています。これらの問題の解決には新たな思想
と新たな科学技術のパラダイムシフトが求められて
います。理工学術院では最先端の教育・研究を展開し
て、我が国の東日本大震災の復興に寄与するとともに、
このような21世紀の課題の解決にも積極的に取り 
組み、21世紀を担う、国際感、倫理観を持った元気の
いい、多くの若者を世の中に送ることが私どもの使命
と考え、教育・研究に邁進しております。
　卒業生の皆様の、国内はもとより国際社会での活躍
と、新入生の皆様の理工学術院における今後の成長を
強く期待しております。
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大石 進一

知の追求者たれ

基幹理工学部長　
研究科長

Oishi, Shinichi

　ご入学おめでとうございます。
　サイエンスとエンジニアリングの分野においては、知識は数学
によって記述でき、それを積み重ねることができます。皆さんは量
子力学を学んだときに感じる不思議な感覚に始まり宇宙論など壮
大な世界観に胸を躍らせるようになるでしょう。やがて、大学とそ
れに引き続く大学院における学習によって、自分の専門分野におい
ては、皆さんは人類の知の集積を学び尽くします。言い換えれば、
人類の知らないことがあまりに多いことに唖然とするようにもな

るでしょう。したがって、興味をもったことを解き明かすためには、
自分で思索をめぐらすことが必要になります。これがサイエンス
やエンジニアリングのフロンティアに出ることです。更に言い換え
れば、わかるとはなんだろうかという問いに行き着きます。この問
いに対する解答は個人の中で体験を通じてしか得られません。世
界に対する絶対的な知識を人類は持ち合わせていないので、この
考え方で良いのだろうか、もっと思索したり実験したら違う考え方
もあるのではないのだろうかと常に追求していくことになります。 
そしてこのような知の追求の果てにどこにむかうのか、どのような
方向に自分は行きたいのだろうかを常に考えるようになります。
　入学に際して、大学時代にそのような知の追求者としての自分
を確立して下さることを期待しています。
　ご卒業の皆様、おめでとうございます。これから旅立つに当たり 
母校が皆さんを支える学の家族の役割を果たすことを覚えてお
いて下さい。困ったとき、何かを突破したいときに訪ねてきて下
さい。もちろん、何も無いときも近況を語りに来て下さい。

後藤 春彦

こころに校歌『都の西北』を

創造理工学部長
研究科長

Goto, Haruhiko

　みなさん。人生の大きな節目に際し、気持ちをあらたにされ
ていることでしょう。この時期、いつも私の脳裏に去来する 
フレーズがあります。それは、「集り散じて 人は変れど、仰ぐは
同じき理想の光」という校歌の一節です。ここには、学生や教職
員は変わっても、私たちの母校である早稲田大学はひとつの理
想を追い求めて持続的に発展していくことが簡潔に謳われて 
います。

　卒業生、修了生のみなさん。早稲田大学で体得したことは 
何だったでしょうか？　高度な教育のみならず、友人をはじめ
とする人間関係もあなたの人生にとって大きな財産となること
でしょう。それらを維持しつづけるためには、今後もあなた自身
の努力が必要です。そして、「こころのふるさと」としての母校と
の関係を大切にしてください。
　新入生のみなさん。早稲田大学の長い伝統の中で培われた 
自由闊達な校風を全身で感じてください。「都の西北」で学ぶ
ことの意義を自問自答してみてください。私は都の西北とは 
早稲田大学の地理的な位置ではなく、中心と周縁の関係を謳っ
ていると思います。固定された不自由な中心ではなく、動的な周
縁にこそ自由があると思います。
　みなさん。校歌『都の西北』の歌詞をこころに刻んで、「進取の
精神」をもって、それぞれの世界で活躍されることを祈念いた 
します。

西出 宏之

挑戦する夢を語ろう

先進理工学部長
研究科長

Nishide, Hiroyuki

　先進理工学部・研究科に集う新入生の皆さん、おめでとうござ
います。大学生活にいよいよ足を踏み込みワクワクしていると
思います。学部では学力の起点である専門科目を、卒論さらに大
学院では社会課題も例に実践的な力を修得します。グローバル
スキル科目もきめ細かく、充実しています。ともに切磋琢磨する
仲間と出会い、研究実験を通して新しいことを解明したり生み
出したりする楽しさを知るでしょう。成果を国際舞台で発表し

たり産業界と議論する機会も多くあります。
　わが国では現在、「新しい価値」の創出が切望されています。科
学技術は成熟し、新しい物質はもう出てこない、既存のエネル
ギーの組み合わせで凌げば良い…、などの意見もあります。しか
し、理工学はそれほど底が浅いものではありません。この1年で
も、太陽電池の性能を飛躍的に高める有機無機のペロブスカイ
ト構造化合物や、シェールガス革命と呼ばれる新手法など、驚き
ある話題が続出です。是非、皆さんも「こんな研究に挑戦するぞ」

「私は将来こうなるんだ」という夢を語ってほしい。夢を語る勇
気と、それを実現する学力と技量の修得を、強く後押しします。
　また、卒業・修了おめでとうございます。皆さんが高い専門性
と幅広い視野を身に付けたと自信をもっていますので、各々の
フィールドで高い志をもって羽ばたいてください。校歌一番「現
世を忘れぬ久遠の理想　輝く我らが行手を見よや」と共に謳い、
送別します。

実世界の表現・体験を拡張するメディアテクノロジー

リーディング大学院　実体情報学博士プログラム

　日本学術振興会の事業である「博士課程教育リーディングプ
ログラム」は、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備えたグローバル
リーダーへと導くことを目的としています。早稲田大学では、平
成24年度の「リーディング理工学博士プログラム～エナジー・
ネクストリーダー育成～」に続き、平成25年度に理工学術院の
情報系と機械系専攻が提案した「実体情報学博士プログラム～
システム・ネクストリーダー育成～」が採択されました。
　実体情報学（Embodiment Informatics）とは、情報技術が
持つコンピューティングベネフィット（計算の効果）、通信技術
が持つネットワークベネフィット（資源共有の効果）、機械技術
が持つボディベネフィット（実在と力の効果）の複合的価値創出
を指向する中で、生産、医療、環境といった重要分野におけるア
プリケーションベネフィット（問題を解くこと自体の直接的価
値）を導くことを目指した学問体系です。機械系学部出身の学生
は情報系基礎科目を、情報系学部出身の学生は機械系基礎科目
を履修することで、幅広い工学的センスを身に付けられるカリ
キュラムを構成しています。
　このプログラムの特徴として、学びの場としての「工房」の設置
があります。学生は、指導教員の研究室から独立した共通の学舎

「工房」に身をおいて、バックグラウンドを異にする学生同士、空間
を共有して日々の学究生活を送ります。工房では、国内外の招聘講
師による質の高いコロキュームを定常的に開催するとともに、そ
の議論の延長を楽しむティータイムミーティングを設定するな

ど、教員と学生が積極的に議論できる環境を提供します。さらに、
異分野の方法論の理解を体験的に進める場としても位置付けら
れ、機械系・情報系のさまざまな研究テーマに取り組む学生達が日
常的にグループワークを進める中で、お互いが持つ方法論の強さ
弱さを肌で感じながら幅広い問題解決パラダイムを体得します。
　学問的刺激に満ちた「工房」環境の中で、教員と学生そして学生
同士が互いのアイデア・研究内容について「透明」かつ「インタラク
ティブ」な状態を作ることで、参加学生の研鑽への意識が高まり、異
分野の融合研究が容易に創発、開始されることを期待しています。
文：プログラムコーディネーター　菅野 重樹（総合機械工学科　教授）

図1. 紙の上の手描きスケッチの拡張 図2. 積層型発色点群ディスプレイ 図3. 筆記音の拡張装置 図4. 現実拡張メディアの展示@インド

　メディアテクノロジーの進歩により、情報世界は今やモニ
ターの中だけではなく、日常生活を送る現実世界の多様なモノ・
コトそしてヒトと直接繋がりつつあります。
　このような現実世界を拡張するメディアテクノロジーには多
様なアプローチがありますが、私が最近特に興味を持っている
のは、日用品の自然な形でのメディア化や、人の潜在的な嗜好や
能力の観察・拡張装置などです。前者の例としては、慣れ親しん
だ“紙”を印刷のような自然な反射型の表示形式でディスプレイ
にし、さらに紙の上の物理的な手描きスケッチもコンピュータで
制御可能にすること（紙面の手描きスケッチの局所的な消去や
コピペの実現）や、“ガラス”を使った発色型の3次元ディスプレ
イに取り組んでいます。これらは光や熱といった物理刺激に応

答して発色・消色を可逆的に変化させられるクロミック材料に着
目し、投影光学系を設計・開発することで実現しました。後者の
例としては、美術館などにおける人々の興味関心の時空間的な
分布を人の呼気中に自然と含まれるCO2濃度から明らかにする
仕組みや、手描きの際の何気ない筆記音をコンピュータ制御で
拡張することでより書きたくなる技術などに取り組んでいます。
　今後も、電子デバイスには抵抗のある人も違和感なく情報世
界にアクセスできる、これまでにない形で人の身体的・知能的能
力を増強できるなど、人の現実世界の体験や表現をより豊かに
していく可能性を持った現実拡張メディアを探求していきたい
と考えています。

文：表現工学科 専任講師　橋田 朋子
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Nobi-Nobi House～重ね着するすまい

細胞分裂・染色体分配の仕組みを解く生物物理

　経済産業省プロジェクトに採択された5大学（早稲田大学、東
京大学、慶應義塾大学、千葉大学、芝浦工業大学）がお台場の東京 
ビッグサイトにおいて実際に住宅を建設するコンテストに 
参加した。住宅の条件はゼロ・エネルギーハウス（ZEH）。 現
在、住宅部門では日本のエネルギーの約14％を消費している。 
核家族化による世帯数の増加や生活水準の向上によって 
エネルギー消費総量は増加している。また、東日本大震災に
よって発電所が大きな損害を受け、省エネや節電はさらに 
重要になっている。日本のエネルギー供給の将来が盛んに 
議論されているが、消費をする側の対策がまず一番必要と 

ルギーハウスを高いデザインで提案した。提案、計画、設計、 
建設は大学院生が中心となって参加企業と綿密な打ち合わ 
せを行いながら進めた。住宅は、重ね着するように冬は温室
を活用し、夏はすだれや日よけを活用して室内環境を調整す
る。最先端の冷暖房換気設備やIT技術が導入されているが、 
それに頼らないでも良い日をなるべく長くする建築的なデザ
インが行われている。1月29、30、31日と3日間の公開期
間に6,745名の見学があった。電気系、機械系の研究室とも 
協働して行われた早稲田理工ならではの住宅となった。

文：建築学科 教授　田辺 新一

Airbus Fly Your Ideas 2013に参加して

富士山頂での測定を通して

小倉 直尊

大石 沙紀

世界に挑む

大気中ナノ粒子の実態解明に向けて

基幹理工学部　機械科学・航空学科
３年

創造理工学部　環境資源工学科
４年

Ogura, Naotaka 

Oishi, Saki

を競う、というものです。600を超えるチームが参加しました。
　大学にてエアバス社の特別講義で紹介を受け、滅多にない機
会だと思い友達とすぐにチームを組みました。1次予選（倍率６
倍）では概要を提出し、その後の２次予選（倍率20倍）では現地
社員の方と会議で意見を交換しながら、我々のアイデアである

“機内の新型座席配置”の有効性を検証しました。
　残念ながら本選には選出されませんでしたが、新しいものを
産み出すことの難しさや楽しさ、チームワークの重要性、世界と
協力・競争することの価値と大変さを実感できた、大変貴重な経
験でした。

　山頂は空気も薄く、中には直接装置を手に持って屋外で行っ
た測定もあったため、想像していたよりも過酷な状況下での測
定でした。しかし、身の回りで起こること全てが新鮮で、あっと
いう間に時間が過ぎていきました。
　持ち帰ったナノ粒子を分析してみると、測定日と桜島噴火が
重なったためか、火山ガスに含まれる成分が検出されました。ま
た、ナノ粒子はディーゼル車から多く排出されると言われてい
ますが、地表の影響を受けにくい富士山であっても、ナノ粒子は
存在することが判明しました。
　今後も測定を続け、大気中ナノ粒子のさらなる実態解明へ努
めていきたいと考えています。

　一昨年の９月から昨年の６月にかけて、エアバス社（ヨーロッ
パの大手航空機メーカー）が主催するアイデアコンテストに参
加しました。航空機産業をより良くする為にはどうすればいい
かという課題に対して、世界中の学生がチームを作りアイデア

　私は現在、今話題のPM2.5よりも小さく健康影響も懸念さ
れている大気中ナノ粒子に関する研究を行っています。その一
環として、昨年８月、大河内研究室の皆さまのご協力をいただ
き、富士山頂で測定を行ってきました。

紡錘体と染色体輸送分子モーター（Xkid）の蛍光画像 染色体輸送分子モーター（Xkid）の紡錘体内での運動

©山岸剛©山岸剛

　私たちは30年以上にわたり、生物運動システムを構成する
タンパク質群（分子モーターや細胞骨格）を対象に、そのメカニ
ズムに関する研究を、物理学の手法と考え方を拠りどころに進
めてきました。とくに長年、筋収縮・細胞運動を担うミオシン分
子モーターやアクチンフィラメント、そして細胞内輸送運動を
担うキネシン分子モーターや微小管の研究が中心でした。とこ
ろが、10年ほど前にRockefeller大の研究者との偶然の出会
いがあり、国際的グラントを獲得することができたことから、
細胞分裂の中核的運動様式である染色体分配の研究を開始す
ることができました。研究開始から5年ほどたって初めて共同
研究の成果を論文にすることができ、そして昨年になって、2
件の成果を大学のホームページを通じてプレスリリースでき
るまでになりました。一つは、一対の染色体（遺伝子）を紡錘体

（染色体を二つの分裂細胞に正確に分配するための運動装置）
の中心部に輸送する分子モーターの運動に関する研究成果（図
参照）＜http://www.waseda.jp/jp/news13/131001_
chromosome.html＞であり、もう一つは、紡錘体がラグ
ビーボール形状と一定の大きさをダイナミックに維持できる
力学（粘弾性）特性の研究成果＜http://www.waseda.jp/jp/
news13/131014_ishiwata.html＞です。これらが正確で
ないと、ガン化などの細胞異常が発生します。これからも、生命
現象の本質を明らかにできるような“生物物理学”を推進したい
と願っています。
 文： 物理学科 教授 石渡 信一
  同上　 客員講師 板橋 岳志
  同上 助手 高木 潤

されている。 提案住宅
では高気密・高断熱、 
日射遮蔽を充分に行っ
た上で、太陽電池、太陽
熱パネルなどをうまく
設置して快適性・健康
性を下げずにゼロ・エ
ネ化を行った。早稲田
大学はさらにゼロ化 
を 超 え た 2 0 3 0 年
の ポ ジ テ ィ ブ・エ ネ
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歩いて見つけた東北の魅力 コンペティションに参加して

シンガポールでの1ヵ月の研究留学

後藤 駿介

小野﨑 香織

平山 健太御所園 武

小高 陽樹

誰か一緒に東北歩きませんか？ 異分野との共同を通して

世界の知が集まる場所

先進理工学部　電気・情報生命工学科
４年

基幹理工学研究科　機械科学専攻
博士１年

創造理工学研究科　建築学専攻
修士２年

先進理工学研究科　生命医科学専攻
修士１年

Odaka, Haruki  

Hirayama, KentaGoshozono, Takeshi

Goto, Shunsuke

Onozaki, Kaori

研究者への第一歩

　一昨冬、僕は環境省の「みちのく潮風トレイル」という復興
PJの中で、東日本大震災で被害を受けた青森県八戸市～福島
県相馬市までの沿岸部を約50日かけて歩いた。歩いている途
中に見つけた東北の魅力や、東北の現状を日記という形でHP

に載せる事が僕の任務だった。
　歩いている途中、言葉を失ってしまう風景に何度も遭遇した。
今でも津波の話をすると涙を流す方がいた。しかしそんな街の
中では、地元の方が家族、地元のために仕事を再開して戦ってい
た。決して自分自身のためだけに働いていなかった。
　初めて出会った僕にも大きな愛情を分けて下さった。どこの
地域も人情で溢れていた。
　そんな東北を僕は気付いたら本気で好きになっていた。僕が
感じた、東北の一番の魅力はそこにいる「人」だと思う。東北の方
から学んだ事は、授業では学べない貴重な事ばかりだった。
　多くの方に東北の「人」を訪れてみて欲しいと思います。

分はかねてから地方の住宅の在り方について考えてみたいと
思っていたので、構造分野の友人を誘い共に応募することにし 
ました。
　自分が考えたことも無い視点から意見を言ってくれる他分野
の友人との共同はとても勉強になりました。早稲田では数年前
から、卒業設計を他分野と共同して行っているため、僕らの様に
コンペでも友人と共同して取り組む人が増えています。これは
他の大学ではまだあまり少ないようで、常日頃から他分野と近
い関係にある早稲田の環境は有意義なものだと実感しました。
　来年から２人とも社会に出て働くことになりますが、今回提
案したものをいつか形を変えて実現できる様にお互いに頑張っ
ていきたいと思います。

　昨年「第１回タマホームデザインコンペティション」に参加
し、入賞を頂きました。このコンペで求められたテーマは、新し
い住宅のベーシックを提案せよというもの。地方で育った自

　私は先ごろ、シンガポールのバイオポリスにある早稲田バイ
オサイエンスシンガポール研究所（WABIOS）に１ヵ月留学しま
した。シンガポールはバイオを国の３本柱のひとつにしており、

　私の研究は、地球から小惑星への宇宙探査機の軌道設計を行
うことです。特に、探査機が２つの天体から重力を受ける「三体
問題」に注目し、軌道を考えています。「三体問題」には複雑な軌
道を生む構造が隠されていて、それを利用することで燃料消費

一大研究拠点であるバイオポリスには世界中から優れた研究者
が集まっていて、活気に満ちていました。私が訪れたWABIOS
は、広い施設に充実した設備や機器がそろっており、大変恵まれ
た環境でした。主任研究員の北口先生も丁寧にご指導して下さ
り、触れたことのない研究や実験技術を学ぶことができました。
そして何よりも世界中の研究者が情報交換をしながら最先端の
研究をしている姿に触れられたのは大変刺激的でした。学内に
このような素晴らしい留学先があることは、指導教官である井
上先生から勧められるまでは全く知りませんでした。今後もこ
うした機会を積極的に活用していきたいと思います。

の少ない軌道を見つけることができます。
　「三体問題」は数学、「燃料消費」は工学と複合的な研究なので、
双方の知識を活かすことが面白味でもあり、また難しさでもあ
ります。私は、結果が目に見える数値実験に走りがちなので、同
時に理論的に原因を追求するよう常々心掛けています。

　本格的な研究は始まったばかりで、オリジナルな成果を出す
為に試行錯誤の日々です。まだ未熟ですが、思い立ったことは
やってみる、を信条に進めています。色々な研究者とも議論を 
して、アクティブに動くことでオリジナルな研究成果を出した
いです。

宇宙探査軌道の設計
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日本機械学会　若手優秀講演フェロー賞を受賞して

山田 創平

切磋琢磨し合える研究室仲間

先進理工学研究科　共同原子力専攻
修士１年

Yamada, Sohei

　学部で専攻していた物理学の知識を含め、これまでの経験か
らどのように社会に貢献してゆくのがよいか考えていた折に東
日本大震災が発生しました。これを受け、広く見識を持ち社会と
科学技術の結びつきについて考える機会として震災翌年の学

部４年次から原子力工学を専攻することを決断しました。その
１年目の成果により、栄誉ある日本機械学会若手優秀講演フェ
ロー賞を受賞できたことは研究活動における励みになりまし
た。私自身も研究課題を克服すべく試行錯誤しながら日々取り
組んで参りましたが、テーマをこえて互いの研究に対し理解を
深め議論しアイデアを出す研究室の風土により成長することの
できた部分が大きいと感じています。有益な研究成果を収める
ことができるよう今後も精進を重ね、日本の産業や経済、社会一
般に大きな影響を与えるエネルギ分野において活躍できる人材
を目指します。

東日本大震災被災地の視察

青海 尚登

被災者捜索の研究と現場

国際情報通信研究科
修士１年

Aomi, Naoto

　被災跡地では時間がゆっくり流れている。人の活動が少なく
なった場所は、ただ寂しげな空気だけが充満する。浸水後に修復
されない廃屋に触れ、荒地と化した住宅地を歩きながら、誰も
が言葉少なく、寒さに首をすくめていた。震災当時は雪が降り、 

十分な防寒着もなかった事を思うと、申し訳なく感じた。
　私の研究は災害時に被災者を効率的に捜索する事を目的にし
ている。電磁波の利用によって、生存者として発見できる数が増
える。死と寒さの恐怖と向き合うには、光の速さの情報通信が 
必要だ。
　ただ、被災地には、災害は終わったにも関わらず寂しげな空気
しかない。災害救助は、ある意味では華々しい。災害復興は、ただ
黙々と続いていく。
　どうしようもないことではあるが、それは今現在の話であり、
技術者・研究者の卵ではあるが、被災地に山積する問題を研究を
通じてどうにか解決に導きたい。

地域で考える「幸せ」とは

佐藤 穂奈美

埼玉県川越市の事例から

環境・エネルギー研究科
修士１年

Sato, Honami

　私は以前から、地域の持続可能な発展ということに関心があ
り、地域おこし団体なども運営しておりました。現在取り組んで
いる埼玉県川越市の地域開発活動も、私の一貫したテーマであ
る「人の思いを形にする」というキーワードに共通するものが

あったためです。
　都市というものは、人間の生活そのものです。地域経済の活性
化などと一口に言いますが、そこに人のつながりや想いがなけ
れば決してうまくはいきません。経済というマクロなもの、一人
の人間の想い、その結節点になり得るものが、それまでの人々の
営みの結晶であり、表出である歴史的な蓄積だという着眼点で
川越研究を行っています。
　川越では人々の想いを形にするツールを歴史的な街並みを軸
に構築し、市民が一体となり活動しています。川越のような事例
研究を通し、街が漸進的に構築されていく過程を勉強していく
つもりです。　　　

Study life in the Graduate School of Information, Production, and Systems

    Having had an endearment for Japan for as long as I can remember 
and a fascination at the pace at which it makes technological 
advances, granted the opportunity to further my studies here having a 
Computer Science background was a dream come true. Choosing the 
graduate School of Information, Production, and Systems (IPS) given 
its international setting helped in cushioning the many challenges of 
change while still providing an atmosphere to experience new culture. 

Challenged, Enlightened and Inspired

Chamwenga Mildred Chilufya

情報生産システム研究科
修士２年

    As a member of Iwaihara laboratory, my field of research is data 
engineering. In this field, we endeavor to develop novel algorithms 
that aid efficient extraction and understanding of big data mainly 
from online social networks and collaborative sites. The research 
oriented atmosphere is one that has enabled me to widen my horizon 
of thinking and challenge myself in various ways. Given the challenges 
of research and student life, there is inspiration to be drawn from 
fellow laboratory members and professor offers valued guidance on 
the many facets of research and inspires us to always strive. Outside 
academic life, chances have been presented to experience the rich 
culture of Japan as well as explore its beautiful sceneries.
    The problem of big data lingers. Many are the aspects of solving this 
problem have I learnt through my research experience at IPS. I will 
endeavor to continue studying data engineering, applying the learnt 
techniques to different domains and to one day be part of a shaping of 
a similar research oriented environment in my country. 
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「2014年度  学部・大学院１年生ご担当の先生から」

長 幾朗

鈴木 進補

嘉納 成男

富岡 淳

佐藤 滋

増田 千利

中谷 礼仁

高橋 大輔

小山 泰正

亀山 渉

上田 和紀本間 泰史

清水 泰隆

谷井 孝至

戸川 望

山名 早人米田 元

教授
表現工学科

教授　機械科学・航空学科

教授　建築学科

教授　機械科学・航空学科

教授　建築学科

教授　機械科学・航空学科

教授　建築学科

教授
応用数理学科

教授
電子光システム学科

教授
情報通信学科

教授
情報理工学科

教授
数学科

准教授
応用数理学科

教授
電子光システム学科

教授
情報通信学科

教授
情報理工学科

教授
数学科

Choh, Ikuro

Suzuki, Shinsuke

Kano, Naruo

Tomioka, Jun

Sato, Shigeru

Masuda, Chitoshi

Nakatani, Norihito

Takahashi, Daisuke

Koyama, Yasumasa

Kameyama, Wataru

Ueda, KazunoriHomma, Yasushi

Shimizu, Yasutaka

Tanii, Takashi

Togawa, Nozomu

Yamana, HayatoYoneda, Gen

芸術と科学の新たな融合へ学生にしかできないことを積極的にしよう

塔をつくりあげるために

自分で動こう

有意義な学生生活を

受身から自発へ

最先端を目指して
いよいよスタート

「学問」を楽しもう

　近年、理工学と他領域との融合や協調が課題となっています。芸術と 
理工学の融合は、新たな領域や産業も創成しつつあります。表現工学科で
は、これらの新たな視点を育て、その知見を広める事を目的としています。
卒業生も様々な領域において活躍しています。また海外へと眼を向ける在
校生や卒業生も多くいます。次世代を担う国際性と新鮮な指向を備えた人
材となる事を期待しています。

　入学おめでとうございます。大学では、科目履修から就職活動にいたる
まで自分で情報を集め、自立的に行動しなければならない場面が多くなり
ます。慣れるまではたいへんですが、自由度が高くなったことの現れでも
あります。一つでいいので何か目標を立て、この自由を最大限に活かして
前向きに大学生活を送りましょう。我々教員もバックアップしますので遠
慮なく声をかけてください。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大きな期待と多少の不
安の中での大学生活のスタートだと思います。ここで伝えたいことがあり
ます。それは大学とは自由な場で、すべての判断は自分に委ねられている
ということです。自ら積極的に行動し、学生生活を有意義なものにして下
さい。講義等を通して学問に触れ、サークル活動等を通して人とのつなが
りの大切さを感じてください。大学で体験したことは、将来の基礎となる
でしょう。

　新入生の皆さん、早稲田大学基幹理工学部へようこそ。
　早稲田大学には皆さんが勉強や研究に必要なリソースが潤沢にあり 
ます。でも、そのリソースをどのように有効に使うかは皆さん次第です。
今までは受身の勉強が主体だったと思いますが、今日からは自発的な勉強
に切り替えが必要です。そして、卒業までの間に、早稲田のリソースを
十二分に活用して、是非、皆さんの夢を実現して下さい。

　皆さんはこれから４年、大学院修士課程も入れると６年をかけて勉学と研
究に取り組んでいきます。多くの諸君が、最終的には世界最先端の成果を出
すレベルに到達しますが、最高学府ですからその道は楽ではありません。気
を引き締めてかかりましょう。わからないことを教員や TA に質問するのは学
生の重要な権利です。受け身にならず主体的に行動されることを期待します。

　入学おめでとうございます。大学は学問をするところです。高校までの与え
られた問題を解くだけでは学問とは言えません。自ら考え、学ぶという努力を
怠らず、教員や友人らと熱い議論を行い、まずは学問の楽しさを理解すること
から始めてください。そして、未解決な問題へチャレンジし、未発見の問題を
探求しましょう。それでは、世の中で最も刺激的な「学問」という冒険へ出発です！

　仕事、遊びは社会人になってもできますが、思う存分勉強ができるのは
今だけです。また、実験などでは教科書通りでない結果が日々ありますが、
今は自ら課題抽出と解決法を見出し試行錯誤できる貴重な時間です。大学
には著名な人が多く来校しますが、是非聴講し、質問をして下さい。学生
は、質問でも失敗が許されます。学生が特別見られる工場見学会にも積極
的に参加して下さい。

　新入生の皆さんは、もうすでに大隈講堂（1927）の塔を見上げられた
と思います。塔を作るためには、構造を理解し、造り方を考え、その美し
さや、まちの中での調和、安全性に配慮することが必要になります。この
塔には、早稲田の建築学科で学ぶことの多くが象徴されています。のみな
らず塔は、作り手の健康な心身にも似ています。健康に注意して、それぞ
れに意義ある塔をつくってください。

熊 遠報

教授
社会文化領域 

Xiong, Yuanbao

「地球村」の一員として

　入学（留学）おめでとうございます。グローバル化が進んでいる現在、
留学、異文化の理解、多言語、また高度な専門知識の習得は、通行証とし
て活躍できる不可欠な素養だと言えます。異国他郷に長く滞在する皆さん
は、積極的に日本語、日本文化を勉強し、留学生同士のみならず、多くの
友人、また幅広い人間関係ネットワークを作ってください。これは、将来
国際舞台に大きく活躍できる貴重な財産になると確信しております。

澤口 学

教授
経営デザイン専攻

Sawaguchi, Manabu

入学祝いに変えて

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。本専攻では、経営
課題をデザインするという視点に基づいて、PBL（Project Based 
Learning）型の授業を豊富に提供しており、自らが経営課題を設定し、
解決案を導く創造的思考力が求められます。学生の皆さんには、ぜひ、能
動的な授業参加を通して創造的問題解決能力を身に着けてほしいと思い 
ます。また他専攻の学生用には、技術経営リーダー専修コースも用意して
おります。

勝藤 拓郎

教授
物理学科

Katsufuji, Takuro

大学というところ

　大学という箱には無限の知識と可能性が用意されています。しかし、そ
れが自動的に学生に授けられるわけではありません。皆さんが能動的に行
動して、初めてそれを掴み取ることができます。それができずに、大学を
空箱だと思って卒業してしまう人は少なくありません。大学を生かすも殺
すも、皆さん次第です。教員にできるのは、そんな皆さんをサポートする
ことだけです。入学おめでとう。

秋山 充良

教授
社会環境工学科

Akiyama, Mitsuyoshi

大いに飛躍するとき

　入学おめでとうございます。東日本大震災からの復興や国土強靭化、あ
るいは社会資本の高齢化対策など、社会環境工学科が扱う問題はますます
複雑化し、解を見出すのは容易ではありません。この種の問題に継続的に
対峙するには、社会環境工学を究めるだけでなく、懐が広く、逞しく、心
身の健康を備えた高い人間力を持つことが絶対に必要です。自らを育てる
意識を常日頃持ち、学生生活を過ごして下さい。

大谷 光春

教授
応用物理学科

Otani, Mitsuharu 

鴻鵠(こうこく)の志を胸に

　皆さんは今、期待と不安の入りまじった緊張感とともに大学生活を始め
ようとしていると思います。中にはこれからの四年間について不安に思う
人もいるかもしれません。
　しかし、大学で培う知識や科学という学問の基本姿勢などを、国際社会
に役立てるという高い志を胸に抱き、講義などから受ける刺激を糧に学生
生活を継続すれば、充実した大学生活にたどり着くはずです。今後の四年
間を一緒に楽しく頑張りましょう。

香村 一夫

教授
環境資源工学科

Kamura, Kazuo

考えることは人間の財産！

　近年地球規模の環境破壊や巨大災害が多発しています。その都度、私た
ちは「自然の力は人間の頭脳を超える」ことを再認識させられます。「人
間が自然と如何に向き合うか」は環境を学ぶ者が直面する重要な課題で
す。さらに、「人類の発展に寄与する科学技術とは・・」を考えることは
理工系に学ぶ者の使命です。これについて自分なりの考えを培えるような 
４年間を送ってください。ご入学おめでとう！

髙田 祥三 永田 靖

教授
経営システム工学科

教授
経営システム工学科

Takata, Shozo Nagata, Yasushi

学生となった皆さんへ。

　皆さんは、生徒ではなく、学生となりました。何が変わるのか？ それ
は“自分で考え行動する”そして“その行動には責任を持つ”ことが求め
られるということです。教えられることから学ぶことへの転換といえるで
しょう。これは大変なことですが、楽しさ溢れることです。時代と社会は
大きな変曲点を迎えています。そこに向かって羽ばたくために、どうか素
晴らしい大学生活をお過ごし下さい。

大聖 泰弘 梅津 信二郎

教授
総合機械工学科

准教授
総合機械工学科

Daisho, Yasuhiro Umezu, Shinjiro 

総合機械工学科へようこそ

　皆さんは今、社会人になるためのスタートラインに立っています。これ
から機械工学の基礎をしっかり学び、それを活かして多様な分野の研究課
題に取り組むことになります。それと同時に、新たな友達を作りましょう。
本をたくさん読みましょう。芸術にも触れましょう。そして、常識と良識
を身に付けるよう努め、じっくりと自分を見つめ直し、将来の目標につい
て考えてみて下さい。

※外国学生（留学生）担当
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園池 公毅

川原田 洋

岩崎 清隆

竹山 春子

教授
生命理工学専攻

教授
ナノ理工学専攻

教授
共同先端生命医科学専攻

教授
共同先進健康科学専攻

Sonoike, Kintake

Kawarada, Hiroshi

Iwasaki, Kiyotaka

Takeyama, Haruko

新入生の皆さんへのメッセージ

Nanoからの知的探求

分野を超えた刺激的出会い

豊かな教養、広い国際感覚、高い倫理観
を有する人材に！

　学部生から大学院生になると、カリキュラムは講義中心から研究中心に
なります。僕が皆さんに伝えたいメッセージは以下の点につきます。研究
が嫌いな人に対して：道を間違えたのかもしれませんが、何事も続けてい
れば、ある時面白みがわかるかもしれません。研究が好きな人に対して：
自分の時間のほとんどを研究に使える貴重な時期は案外短いので、その幸
せな時期を無駄にしないように。

　Nano を 冠 す る 学 術 誌 が 数 多 く 発 刊 さ れ、Nano-science & 
technology は大きな学問分野として定着しています。ナノ理工学専攻
は、世界初のナノを標榜した学際専攻です。ナノ構造物質を作製し、高い
分解能（空間、時間、エネルギー）で観察し、先端技術で、既存の科学や
工学を越えるデバイス・システムを創ります。多くの学科の出身者により、
物理、化学、生物、電子工学、機械学が融合した学際分野です。ナノから
の知的探求の旅にでましょう。

　新入生の皆様、東京女子医科大学・早稲田大学の共同専攻へ入学おめで
とうございます。学生は、産業界、行政機関、病院、大学と多様な現場か
ら一念発起して挑戦される社会人です。 TWIns の研究現場も活用し、現
実医療での課題を解決するための決断の根拠となるレギュラトリーサイエ
ンスを構築していってください。分野を超えた出会いがあり、刺激に満ち
ています。どうぞ有意義な大学生活をお送りください。

　入学おめでとうございます。本専攻は、私立大学（早稲田大学）と国立
大学（東京農工大学）との連携による国内初の共同専攻です。
　理学・工学・農学の領域融合型で先端的な大学院教育により、社会でリー
ダーとなる研究者の育成を目指し、研究能力だけでなく、幅広い教養、国際
感覚及び高い倫理観を有する人材を養成することも理念としています。研究、
そして社会で活躍するために必要な知識を是非この専攻で身につけて下さい。

山口 正

教授
化学・生命化学科

Yamaguchi, Tadashi

自分自身で考えて物事を遂行できるように

　ご入学おめでとうございます。皆さんはこれから大学生となる訳ですが、
これまでとは違って自分で主体的に学んでいくことが求められます。最終
学年では卒業研究として他で行われていない研究の一端に関わることにな
ります。そのためにも、受け身ではなく自分自身で考えて物事を遂行でき
るように心がけておいてください。これからの大学生活を有意義に過ごせ
るよう頑張ってください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐藤 政充

准教授
生命医科学科

Sato, Masamitsu

基礎から応用まで一歩ずつ着実に

　入学おめでとうございます。生命医科学は、理学・工学・医学の力を合
わせて新しい分野を切り開いていく期待の学問です。幅広い勉強が必要で
大変に感じることもあるでしょうが、１年生の基礎から着実に積み重ねて
いくことが大切です。勉強では知識のみならず、考える力を身につけるこ
とが研究のオリジナリティに繋がります。教員一同、皆さんの勉強と研究
をがっちりサポートしていきます。

※生命医科学科では他に、仙波憲太郎先生がクラス担任を担当しています。

関根 泰 下嶋 敦 小堀 深
教授　応用化学科 准教授　応用化学科 専任講師　応用化学科

Sekine, Yasushi Shimojima, Atsushi Kohori, Fukashi

応用化学科新入生の皆さんへ

　ご入学おめでとうございます。大学は、高度な知識を身につけると同時に、
主体的に考えて行動し社会の様々な課題を解決する能力を養う場でもありま
す。皆さんが応用化学科の一員として多くのことを学び、世界で活躍できる人
材に成長してくれることを願っております。自由な環境のもと、是非、有意義な
大学生活を過ごして下さい。困ったときはクラス担任がいつでも相談に乗ります。

井上 真郷 柴田 重信内田 健康 林 泰弘加藤 勇 若尾 真治

教授
電気・情報生命工学科

教授
電気・情報生命工学科

教授
電気・情報生命工学科

教授
電気・情報生命工学科

教授
電気・情報生命工学科

教授
電気・情報生命工学科

Inoue, Masato Shibata, ShigenobuUchida, Kenko Hayashi, YasuhiroKato, Isamu Wakao, Shinji

未来を担うスタートの場所

　ご入学おめでとうございます。本学科では、電気、電子、情報、生命分野が融合
したカリキュラムから、専門の知識を幅広く豊富に得られます。進む方向を定め
ている人は目標への知識を確実に得られ、未だの人も自分に合った専門・融合分
野に出会うことができます。この場所、この時間、数々の出会いを、未来の社会を
担い活躍するためのスタートと位置付け、自分のために生かしてください。
※若尾先生は春学期担当、井上先生は秋学期担当

古月 敬之

教授
情報生産システム研究科

Furuzuki, Takayuki (Hu, Jinglu)

問題を見つけ、自ら解を探索する

　ご入学おめでとうございます。高校までは知識を覚え、与えた問題と解
を理解することが重視でしたが、大学や大学院では問題を見つけ、自ら解
を探索する能力が重視です。このような能力を養成するために、講義内容
の理解以外にまとめの整理が重要です。教科書以外の参考書も読んで、講
義内容の理解を深めて内容の間の関連性を見出し、自分の言葉で自分だけ
の知識体系を整理するような勉強習慣を身につけましょう。

師岡 愼一

特任教授
共同原子力専攻

Morooka, Shinichi

大学院生活を楽しむための秘訣

　入学おめでとうございます。４月から大学院生活が始まります。
大学院での生活を楽しむための秘訣は ①大学以外の友達を沢山つくる。
②時々肩の力を抜く　③ルールを守る。 私は 30 数年にわたる会社生活
の経験があります。わからないこと、困ったことがあったら、是非  私の
部屋のドアをノックしてください。一緒に考えましょう。　世話好きなク
ラス担任より・・・

朝日 透

教授
先進理工学専攻

Asahi, Toru

グローバルリーダーを目指せ！ 

　ご入学おめでとうございます。本専攻では、多様化する国際社会が抱え
る課題に果敢に立向かう理工系博士人材を育成すべく、深い専門知識（専
門力）、課題設定・解決に資する広い視野（俯瞰力）、未知な世界にも挑戦
する志（進取力）を涵養する教育を 5 年間かけて行います。仲間と切磋琢
磨し、世界を舞台に活躍できるリーダーを目指し、研究のみならず様々な
活動に貪欲に取り組んでください。

大聖 泰弘 友成 真一

教授
環境・エネルギー研究科

教授
環境・エネルギー研究科

撮影：吉川忠行
Daisho, Yasuhiro Tomonari, Shinichi

環境・エネルギー研究科へようこそ

　今、環境やエネルギーに関わる問題が地域から地球規模へと広がり、深
刻化しつつあります。それらの解決には、現実、現場、現物に根ざし、理
系と文系の融合した多様なアプローチが必要です。本研究科では、学部教
育で培った基礎力をもとに、3 つの「現」を重視して課題に取り組みます。
その成果が皆さんのキャリアアップと社会的、さらに国際的な貢献に繋が
ることを大いに期待しています。

郡司 幸夫

教授
表現工学科

Gunji, Yukio 

ファンキーでいこう

　完璧なものは、それは美しいかもしれない。不完全なものは、失敗であり、
破綻だ。しかし、壊れた系の周囲に散らばった破片が、破片それ自体で閉
じるのではなく、そこでは決して窺い知れない、しかし、想像もつかない
世界さえ含むだろう向こう側、を示唆することができるとき、我々は自分
の認識だけに留まらない世界、土の匂いのする、この世界を感じることが
できる。この感性に賭けること、それが、ファンキーであるということだ。

小峯 秀雄

教授
社会環境工学科

Komine, Hideo 

ただいま！ 後輩諸君。共に成長しましょう。

　電力中央研究所、茨城大学を経て、この度、ワセダに帰ってきました。
原子力発電事業の放射性廃棄物地層処分、除染事業の中間貯蔵施設建設な
ど東日本大震災からの復興のための研究から温暖化による河川堤防や斜
面への影響評価と適応策、リニア建設や東京オリンピックで問題になる
自然由来の地盤汚染など、地盤に係る環境と防災について、実学的研究
を行っています。次代を担うリーダー的土木技術者を目指し、共に成長 
しましょう。

原山 卓久

教授
応用物理学科

Harayama, Takahisa

非線形物理学により新しい世界を切り拓く

　カオス・複雑系などの非線形物理学をベースに理論物理学の基礎研究と
工学応用の研究を行って来ました。非線形物理学は予測不可能性に対する
モデルを与えるものであり、不確実性にどう対処したらよいのか、どう受
け入れたらよいのかを考察するための重要な学問で、不確実性の時代を乗
り越えるための知恵を与える学問です。学生の皆さんと力を合わせて非線
形物理学を用いて様々な新しい問題に挑戦して行きたいと思います。

森本 章倫

教授
社会環境工学科

Morimoto, Akinori

未来の都市と交通の創造へ向けて

　人口減少社会の中で、新しい都市づくりが始まっています。クルマのみ
に過度に依存するのではなく、歩いて楽しい都市づくりに向けてのチャレ
ンジです。都市をコンパクトに集約し、環境に優しいクルマと次世代交通
システムを融合させることで、持続可能で豊かな社会形成を目指します。
近未来都市の新たな課題に対して、皆さんと一緒に勉強し、実践的な研究
や社会活動ができることを楽しみにしています。
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※着任時期等の都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。

丸野 健一

准教授
応用数理学科

Maruno, Kenichi

数理のチカラ

　本年４月１日より応用数理学科の一員になりました。８年間、アメリカ
の大学で数学の教育、研究に従事してきました。専門分野は応用数学、数理
物理で、特に「波」に関連する数理を中心に研究しています。
　近年、数学の重要性、有効性（数理のチカラ）が深く認識されつつあり、様々
な分野で数学が応用されています。早稲田の学生さんが数学を自由自在に使
いこなす能力を習得するためのお手伝いをさせて頂こうと思っております。

清水 泰隆

准教授
応用数理学科

Shimizu, Yasutaka

新しい統計科学の時代に向けて

　2013 年の流行語大賞では「ビッグデータ」がノミネートされました。
私が研究している金融・保険の統計学でもビッグデータの活用は重要な
キーワードです。秒単位で蓄積される株価データや、保険契約に影響を与
える膨大な個人データなどの有効活用の為には、時に古典的な理論の枠を
飛び越え、新しい統計数理の枠組みを作り出す必要も出てくるでしょう。
チャレンジ精神を忘れず、大きな問題に一緒に挑戦していきましょう。

梅津 信二郎

准教授
総合機械工学科

Umezu, Shinjiro 

Waseda人として

　本学にて博士号を取得後、理化学研究所他を経て、総合機械工学科の准
教授として採用して頂きました。専門分野は 3D プリンターであり、細胞
組織から太陽電池まで幅広いものを創っております。外部に出て、母校の
人材の多さと層の厚さを強く認識致しました。また、何度も OB のお世話
になりました。今度は、自分が秀でた人材を育てるべき番です。諸先輩方
が創ってこられた早稲田を、さらに発展させるべく、頑張ってまいります。

浜田 道昭

准教授
電気・情報生命工学科

Hamada, Michiaki  

バイオインフォマティクスで生命科学に
ブレイクスルーを起こす

　私の専門はバイオインフォマティクス（生命情報科学）です。これは、
情報学、確率統計、物理、数学等を駆使して生物学・生命科学の諸問題を
解決しようとする学際的な学問領域です。近年、ゲノム等の大量の生物ビッ
グデータが蓄積しており、バイオインフォマティクス無しでは生命科学を
語ることの出来ない時代が訪れています。伝統と活気のある早稲田大学で、
皆さまと一緒に教育・研究が行えることをとても楽しみにしております。

浅川 基男

教授
機械科学・航空学科

Asakawa, Motoo  

うまみ成分のような早稲田が好き

　母は早慶戦でいつも早稲田を応援していた。「庶民の味方」、「バンカラ」
の早稲田が好きで、下町にはぴったりだという。そこで私も受験は早稲田
一本槍に絞り、現役で早大理工に入学した。ところが語学クラス 50 人中、
現役は私を含めたった 2 人だけ、他大学受験を経験した一浪どころか二浪、
三浪が多くいる学生の中に放り込まれた。今でも古希の同期から「若いくせ
に生意気を言うな！」と上から目線でみられている。さて 30 年の企業経験
によれば他大学のアホは単なるアホだが、早大出身者はアホにもバカにな
れることが特長だ。料理のうまみ成分のように、愚直にしっかりと世の中を
支えてきた早稲田が私は好きであり、本音を言うと早稲田を去りたくない。

堤 正義

教授
応用数理学科

Tsutsumi, Masayoshi

「振り返って」

　学部卒業研究配属で、最初の希望がかなえられず迷っていたとき、一緒
にやらないかと誘ってくれた友人は、一年のとき学費値上げ反対の学園紛
争をきっかけで知り合った。
　２年の時、教室でギターを弾いていた時、声を掛けてくれた数学の先生
は、いつも授業の途中で、「ちょっと失礼」といって、うまそうに煙草を
ふかして一服していた。その様は、かっこよく絵になった。修士２年の夏、
就職か進学かで迷っていた時、やさしく背中を押してくれた恩師は、一年
の学園紛争での集まりで、「そんな trivial なことをいうな」と叱責して
くれた。これらのことが、私のそれから４５年間の人生をきめた。　

山田 泰完

教授
表現工学科

Yamada, Taikan

退職にあたって学生諸君へ

　長年多言語比較に携わってきて、そしてその都度日本語に立ち返ってみ
て、いつも考えさせられるのは、日本語は翻訳語だということです。「思っ
た通りに書きなさい」と言われると、もう書けなくなるでしょう。よく、
人間は言語という記号システムの規則によって話させられている、と言わ
れます。そうだとしても、この日本語のシステムはスムースには稼働しな
い。翻訳の翻訳の・・・と続く連鎖が埋め込まれているから、このシステ
ムが動き始めるのには時間がかかる。それだけに、いざ動き始めると微妙
で繊細な表現が紡ぎ出されます。その秘密の一端に触れようとするなら、
読む。読むしかありません。

藪野 健

教授
表現工学科

Yabuno, Ken

早稲田の日々

　早稲田に学ばなければ画家にならなかった。
　スペインの美術学校に留学する日、病床から見送って下さった安藤更正
文学部教授。ゴッホとゴーギャンについて話していて「君たちにこんな授
業が出来てうれしい」と泣き崩れた坂崎乙郎政経学部教授。まだ方向のはっ
きりしない卒論生をまるで、一人前の表現者のように、御指導いただいた
今井兼次理工学部教授。それに友人たち。
　芸術と工学を学ぶ表現工学科が出来て７年余りになる。学生と語る時、
ふと先生や友人たちとの会話が甦る。

山﨑 芳男

教授
表現工学科

Yamasaki, Yoshio

know-howよりknow-whoを

　1964 年の入学以来 50 年、多くの人々と出会い、様々な考え生き方
にふれ、多様性の大切さを学ばせていただきました。一貫して素晴らしい
仲間と音の研究を、またオープン教育センタのユネスコ、平和学、イスラ
ムと IT 等のテーマカレッジでは多くの新鮮な出会い、本庄高等学院の院
長時代には、無限の可能性を持った若い力にふれ、多くの貴重な体験をさ
せていただきました。
　インターネットの時代、知識（know-how）を身につけるのは容易いこ
とかもしれませんが、know-who（多くの人々との出会い）」から得られ
る「ほんもの」の宝を大切にしましょう。
　ありがとうございました。

酒井 哲也

准教授
情報理工学科　

Sakai, Tetsuya

グローバルな舞台での活躍を

　東芝の研究所で約 15 年 (1 年半の英ケンブリッジ大留学含む )、ベ
ンチャーで約 2 年、北京のマイクロソフト研究所で約 4 年過ごした後、
2013 年 9 月より着任しました。専門は情報アクセス・自然言語処理で
す。早稲田からグローバルに活躍できる人をばんばん輩出できるようにし
たいです。一緒に頑張りましょう。　　
http://www.f.waseda.jp/tetsuya/index.html　　　
※2013年９月に着任されました。

石山 修武

教授
建築学科

Ishiyama, Osamu

「センセイ」

　早稲田大学には高等学院時代から、途中は抜けたが 30 年以上お世話
になった。自分でも驚いている。よほど居心地が良かったのであろう。こ
れからは本来の建築作家に戻る。長い教師生活で、周りからセンセイ、と
呼ばれてきた。それでいつの間にやらセンセイの風を自分でも吹かせるよ
うになってしまった。それは自戒して再び社会の波のなかに帰りたい。
　教師時代の想い出と言えば、呼び戻されて就任したばかりの時、学生た
ちが「センセイ、センセイ」と言うのがイヤで、「自分には名前があるので
名を呼べ」と言ったことくらいか。最近、若い人から「石山さん」と呼ばれ
ると、「センセイ」が懐かしいザマであるから、人間は愚かである。

photo: K. Kanematsu

牧本 俊樹

教授
電気・情報生命工学科

Makimoto, Toshiki

新しい材料への魅力

　この度、早稲田大学で教育や研究を行う機会に恵まれたので、新入生の
皆さんと同様に、夢と希望に満ち溢れています。今まで、民間企業の研
究所で新しい材料に関する基礎研究を 30 年近く行ってきました。新し
い材料を様々な場面で利用すれば、世の中を大きく変えることができま
す。そこで、これからも研究室の学生の皆さんと共に、世の中を変えるよ
うな新しい材料を創り出したいと思っています。興味のある方は、声を 
かけて下さい。
※2013年４月に着任されました。

小岩 正樹

准教授
建築学科

Koiwa, Masaki

建築の世界と伝統・革新の循環

　母校にて教鞭をとり、研究できることの喜びと責務に、気持ちを新たに
しています。建築歴史・意匠分野を専門に、歴史を通じて建築創造の仕組
みを理論的に把握することに取り組んでいます。建築はそれ自体が社会的
集合であり、いにしえより人とともにあった存在ですが、タイムカプセル
のような未来へのメッセージでもあります。その潜在する可能性を皆さん
と一緒に追究し、社会に還元できるよう努めてゆきたいと考えています。
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池田 康夫

教授
共同先端生命医科学専攻

Ikeda, Yasuo

充実した5年間でした

　慶應義塾大学医学部を退任後、早稲田大学にお世話になりあっという間
の 5 年間でしたが、早稲田大学・東京女子医科大学の共同大学院で「医
療レギュラトリーサイエンス」という新しい学問領域の確立を目指し、試
行錯誤しながらも楽しい毎日を過ごしました。
　超高齢化社会を迎えて「医療」に多くの国民の目が注がれており、早稲
田大学が「医療」にどう向き合って行くか？ 学内外から注目されています。

「医療」は文理融合の視点で解決すべき多くの課題を抱えており、早稲田
大学らしいアプローチによる貢献が期待されていると思います。在籍中に、
オープン教育科目「ディベートで学ぶ医学・医療問題」と寄付講座「がん
医療の最前線」の企画に参画しました。これらの科目を通して早稲田大学
には「医療」で活躍出来る可能性を秘めた学生が多くいる事も知りました。
早稲田大学のこれからの発展を願ってやみません。

安藤 紘平

教授
国際情報通信研究科

Ando, Kohei

『映画は人を創る』

　将来、何をしてどんな職業につくにしても、若い時に出来るだけ映画を
見て欲しいと私は言いたい。そうする事で、銀行家になるかもしれない、
技術者になるかもしれない、もしかしたら政治家になるかもしれない貴方
は、いつも夢を語れる魅力的な人になるに違いないのです。
　映画は総合芸術であり、科学です。文学や音楽、絵画などのいろいろな
芸術表現、歴史、政治、哲学といったあらゆる要素、そして人間の感情が
映画に集約されています。だからこそ、さまざまな作品に触れ、たくさん
のことを感じて欲しい。その振れ幅が貴方を大きくします。
　映画を見ることは、人間そのものを知ることだからです。

松本 隆

教授
電気・情報生命工学科

Matsumoto, Takashi

早稲田の若者達は掌中の珠

　日本の人々がまだそれほど海外に出て行かなかった頃、少々思うところ
あって留学し、それがその後の自分の軌跡を決める事になった。夢中で働
いた為もあり、海外の研究者とも太刀打ちできるようになった。山あり谷
ありを経る中、幾多の思いがけない出会い経験をする事ができ、よく言わ
れる“あっという間”という感覚はない。その間多くの素晴らしい若者と
出会う事ができたが、早稲田の若者達は世界の俊英に全く引けを取らない。
掌中の珠としてこれからも大切にしていきたい。
　このメッセージを好きな詩で結びたい：
　「謂ふ勿れ、今日学ばずとも来日有りと。 
　 謂ふ勿れ、今年学ばずとも来年有りと。」

堀越 佳治

教授
電気・情報生命工学科

Horikoshi, Yoshiji

新鮮でしあわせな記憶

　光陰矢の如く早稲田大学と共に生きた 18 年は瞬く間に過ぎ去ってし
まいました。つらい時間は長く、幸せな時間は短いとも言います。企業か
ら来た私にとって、毎年フレッシュな新入生を迎え、若い頭脳と一緒に勉
強し研究した経験は何ものにも代えがたい、新鮮で幸福な記憶です。企業
の研究員と違って大学の教員には上司がいません。好都合のように見えま
すが、己を自分自身で律しなければなりません。これは上司をもつよりも
緊張することでした。自由と自己決定の只中にいる学生諸君も同じです。
自己を律することにより自分自身を磨き、そして入学した時の、あの瑞々
しい志を持ち続けて欲しいと思います。

「ご退職の先生から」 「ご退職の先生から」

国際コース新入生オリエンテーション（9月18日）

オープンキャンパス（8月3日・4日）

サークル新歓（4月1日）

ペアレンツ・デー（11月2日）

学部入学式（4月1日）

理工展（11月2日・3日） 学位授与式（3月26日）

小中学生のための科学実験教室「ユニラブ」（8月6日）

理工スポーツ大会（6月８日）

林 洋次

教授
総合機械工学科

Hayashi, Hirotsugu

卒業生と新入生の諸君への期待

　早稲田大学では戦時中の学徒出陣と戦後 20 年後の学生運動のため、
卒業式は行われなかった。その学生運動闘争時代に早大理工を卒業し在職
46 年で定年退職する一人として、後輩諸君への期待を述べたい。卒業生
には、早稲田大学やその教職員をはるかに越えて、我が国や世界で活躍さ
れることを期待する。新入生には、学生と大学と教職員との闘争の精神で
お互いを向上させ、このような卒業後の活躍力を在学中に体得されたい。
受験勉強は限られた試験時間で正解がある問題を解くが、これからの問題
の 99.99％は正解がない。勉強して勉強ができるのは当たりまえ。いか
に瞬時に最適な解を見いだすかが、早稲田大学における勉学である。

濱田 政則

教授
社会環境工学科

Hamada, Masanori 

地震に強い国土づくりを目指して

　東海大学海洋学部での 11 年間を合わせると、大学での教育と研究に
31年間携わったことになります。地震防災分野の研究や実務を行って来
ましたが、この間阪神・淡路大震災と東日本大震災が発生し、多くの方々
が命を落し、膨大な数の家屋、建物および社会基盤施設が破壊されました。
私を含めた専門家としての予測が甘かったことも大きな原因となっていま
す。首都直下や南海トラフ沿いの巨大地震など将来の地震で三度過ちを繰
り返すことは出来ません。地震防災分野の若手の研究者およびこの分野を
目指す学生諸君の力に期待しています。

岡 芳明

特任教授
共同原子力専攻

Oka, Yoshiaki

根拠のない自信とたゆまぬ努力

　4 年前に共同原子力専攻開設と同時に着任しました。原子力の仕事をす
る理工系技術者は早大理工の卒業生が最大といわれています。卒業生と大
学首脳部はじめ教員職員の皆様の支援で、専攻が立ち上がり、引き継ぎの
準備を始めた時に、内閣府原子力委員会の委員長に選ばれ、定年より 3
年早く退職いたします。賜ったご支援に感謝いたします。前任の東大から
通算すると３９年間大学教員でした。早大の学生は若さと元気があってコ
ミュニケーション能力に優れていると思います。『根拠のない自信とたゆ
まぬ努力』　を座右の銘として今後も日本の国際競争力向上を目標に努力
したいと思っています。

※都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。




