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　新入生の皆様ご入学おめでとうございます。また、卒
業生の皆様ご卒業おめでとうございます。
　はなむけに、学生に自分が感動した書物を紹介した
いと考えたときに経験したことをお話ししたいと思
う。大学に入ると理工系であれば量子力学の洗礼を 
受けなければならない。量子力学は目で見える世界の
現象と違って、実験によってしか検証できない事実を
もとに理論が構築される。ハイゼンベルグの方程式と
かシュレーディンガーの方程式によってミクロの世界
が記述されるというのが数学でいうところの公理に
なる。なぜ、その公理が成り立つかは理解不能である。 
すなわち、ミクロの世界の原理がなぜ成り立つかは 
理解不能である。慣れることによって分かった気にな
ることがあるが、公理が成り立つことを理解できた訳
ではない。私も学部生の頃に量子力学が分かるように
なりたくて、沢山の本を読んだ。その中で朝永振一郎
先生の「量子力学Ⅰ」（みすず書房）は当時、どんな小説
を読むよりも深い感動を与えてくれて、量子力学がわ
かったような気にさせてくれた。プランクやハイゼン
ベルグたちが、量子力学を発見する道筋をまるで自分
が体験するしているかのように語ってくれているので
ある。興奮して血が沸き立ったことがはっきりと記憶
の中に残っている。
　昨年であったと思うが、この「量子力学Ⅰ」を３年生
に２回の講義で読み切りで紹介しようと考えた。その
ために、このあこがれの書を読み返してみた。すると、
その本は読み進むのが不可能であるほどの分からない
ことにあふれた書であることがわかった。例えば、ある

「現象が起きることが実験によって証明された」とい
うような文章が至る所にある。数学には「証明」という 
言葉の厳密な定義があるが、物理において「証明」とは
なんであろうか。あるいは、朝永先生はエルゴード仮説
を使って、いろいろな計算をし、説明されていてとても
洒脱ではあるが、果たしてエルゴード仮説は成立する
のであろうか。このような箇所が山積みになり、少なく
とも「証明」というような言葉を使っている書物におい 
て、一つでも理解不能なところがあると、全く先に 
進めない。一体学生時代に感動したのはどういうこと
であったのだろうかということが大きな疑問になっ
た。「量子力学は正しい理論である」ということを仮定 
して、わからなくても朝永先生の論理展開を適当に 
読み飛ばし、分かった気になっていただけであるので
はないか。
　以上のことから何かの教訓を導き出すつもりはない
が、新入生諸君には「教室で習っていることが本当に 
理解できるように教えてくれているのだろうか?」と
いうことを常に頭に置いて、本当に論理的に納得でき
ることと、そうでないことを区別することを身につけ
られることを勧めたい。なぜなら、私が講義する内容
についても「本当に論理的に学生に説明できているか 
どうか」周到に準備しないと、そこらへんにある教科書
をみただけではとても論理的に理解できようには感じ
られないからである。また、卒業生には、社会に入った
とき、そこで習うことやその集団で常識とされている
ことが「本当に論理的に納得できることであるか」を 
真剣に考えてみることを勧めたい。
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太田 有

人生の礎と一生の友人を

基幹理工学部長　
研究科長

OTA, Yutaka

　基幹理工学部に集う新入生の皆さん、入学おめでとうござい 
ます。
　大学生として大きな期待と希望を胸に、早稲田の門をくぐられ
たことと思います。大学は皆さんの人生において礎となる多くの
知識や経験を与えてくれる最後の教育機関であると共に、最先端
の研究機関としての一面も有しています。教育機関として、数学

や物理学を始めとする理工学の基礎科目、実験を含む各種専門科
目や外国語科目を提供していますので、しっかりした専門知識や 
語学力を身につけてください。また、ゼミナールや卒論に取り組む
中で世界水準の研究に触れ、思考力や展開力を培ってください。 
これら「高度な専門知識」とグローバルに活躍できる卓越した 

「語学力」、自ら深く考え結論を導出する「思考力」とその結果を 
柔軟に応用できる高い「展開力」が、理工系大学を卒業して社会
に巣立っていく人達に求められています。さらに、早稲田には 
全国・全世界から優秀な若者が多く集まっています。勉学や研究、 
ゼミ、サークル活動などを通して一生の友人を見つけてくださ
い。早稲田大学には皆さんのあらゆる要求に応えるに足る十分な 
組織、設備、人材が整っています。是非、早稲田を有効に活用して 
有意義な学生生活を送ってください。我々教職員も全力で皆さん
をサポートすることを約束します。

菅野 重樹

人々を幸せにする技術を目指して

創造理工学部長
研究科長

SUGANO, Shigeki

　入学そして卒業・修了、みなさんの輝かしい一歩を心からお祝
いします。 おめでとう。
　日本は技術立国です。世界中の人々をいかに幸せにできるか、
そのための科学技術とは何かを常に意識し、日本だけでなく世
界に新しいイノベーションを提供し続けることが肝要です。 
卒業生・修了生諸君には、早稲田で学び研究した経験、そして 
自分に蓄積した技術の知をぜひ世界に発信してください。新入

生諸君には、早稲田での、そして社会と直結した学問を究める 
創造理工での研鑽に思いっ切り飛び込むことを勧めます。
　創造理工は人間社会と関わる科学技術を総動員した宝庫 
です。分野は、都市計画・設計、自動車やロボットの開発、生産 
システム計画、環境・防災対策、資源・エネルギー開発と様々です
が、いずれも人間の生活に密着しています。これらの分野を究め 
発展させるために最も重要なことは、人間を知ることです。 
実学である“工学”は“究極の人間学”だと言われます。創造理工
は人間の未来を考える場だと言えるでしょう。
　創造理工という宝庫から、将来の種を見つけるのも、見つけた
種を磨くのも、その種を育てるのも諸君次第です。無から有は 
生まれません。これから宝を探す諸君も、宝を手に入れて羽ばた
く諸君も、常に人間を見つめ、人間の幸せの本質を考えつつ前進
してください。

竹内 淳

知の最前線の探検家として

先進理工学部長
研究科長

TACKEUCHI, Atsushi

　ご卒業ならびにご入学、おめでとうございます。
　みなさんは、門出を迎えて大いなる夢を抱いていることと思
います。また、これから現れる新しい世界との出会いを楽しみに
していることでしょう。
　知性をもつ人間として生まれ、世界（宇宙）を認識できる能力
を与えられたことは大いなる幸せと考えてよいと思います。今、

平均寿命は80才を超えているので、物心をついて基礎的な教
育を受けてから世界を認識できる期間は約60年あることにな
ります。この約60年を、みなさんは科学の知識を身に付けた探
検家として、人類の知識の最前線に挑む期間としてめいっぱい
利用できます。もちろん人類の知能には明確な限界があり、猿に
二次方程式が解けないように、人類にとっても永遠に解けない
謎は残ることでしょう。しかし、少数の天才たちと地道に努力を
続ける数多くの研究者たちが知の地平線を切り開いてきまし
た。2014年の青色発光に関するノーベル物理学賞は後者の貢
献を世に明らかに示したものと言えます。
　これから先進理工で学ぶみなさんは是非、知の最前線に挑む
探検家としての能力を身に付けて下さい。また、卒業ならびに修
了する皆さんは、その力を発揮して人類の知の地平線に貴重な
新たな一歩を刻みつけてほしいと思います。

医療における地域災害レジリエンスマネジメントシステムモデルの開発

「ナノテクノロジープラットフォーム」
微細加工ナノプラットフォームコンソーシアム（早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構※1）

　文部科学省の「ナノテクノロジープラットフォーム」事業は、
H24年度から10年間のプロジェクトとして開始され、全国の
産官学の利用者に対して最先端研究設備および研究支援能力を
分野横断的にかつ最適な組み合わせで提供できる共有システム
を構築し、研究課題解決への貢献を目指して活動しています。本
プラットフォームは「微細構造解析」「微細加工」「分子・物質合
成」の3分野から構成され、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機
構※1ではこのうち「微細加工」の分野を担当しています。同機構
が運営する「ナノテクノロジーリサーチセンター」の施設および
設備を「微細加工ナノプラットフォームコンソーシアム」に共用

市の災害拠点病院

市の救急医療機関

広域支援病院

重傷者

中等
傷病者

中等
傷病者

二 次
トリアー ジ

入院が必要，緊急を要する患者

(1) 初動医療の実施

(2) 緊急医療の実施

(3) 患者の搬送
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(7) 医療活動状況の広報

被災現場被災現場
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軽傷者

DMAT，
救 護 班 の
派 遣

救 護 所 B

救 護 所 A一 次
トリアー ジ

(4) 資源供給

施設・設備として供し、「多様な素材に対応可能かつサイズを選
ばないナノマイクロ三次元加工技術」を基盤技術として、「電気
化学反応を利用した加工支援」および「グリーンプロセスを利用
した加工とそれを応用したデバイス機能計測支援」を現在精力
的に行っています。これらの活動が評価されて、このたび「早稲
田大学リサーチアワード（大型研究プロジェクト推進）」をいた
だきました。これを励みとして、今後も支援活動を積極的に行っ
ていきたいと考えています。

文：電子物理システム学科※2　教授　庄子 習一

図1.地域初動災害医療で必要となる機能

電気泳動分析用ポリマーマイクロチップの作製例

※1：2015年4月より、旧名称「早稲田大学ナノ理工学研究機構」から名称変更　　※2：2015年4月より、旧名称「電子光システム学科」から名称変更

表面処理・接合装置　ズースマイクロテック社製
SB6E
■ ウェハに対しての加圧（最大 60Kn)、加熱、

冷却（室温〜500℃）が可能。
■ 小片から6インチまでの基板接合が可能。但し

アウトガスの多い基板は不可。

図2.医療地域災害レジリエンスマネジメントシステムに関わる組織

　このたび、科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事
業において、標題の研究テーマで採択されました。このテーマで
は、医療の地域レジリエンスを高めるためのマネジメントシス
テムのモデルを開発することを目的にしています。医療の地域
レジリエンスとは、災害が発生しても、対象地域における医療事
業に関係する組織・団体が、通常診療業務と災害時の緊急医療業
務を継続・運用でき、万が一機能喪失した場合にも速やかに復旧
できる状態・状況を常に維持し、さらに必要に応じて向上できる
能力です。東日本大震災の経験からも明らかなように、災害時に
おける医療の継続性を確保し、地域のレジリエンスを高めるこ

とが急務となっています。私たちの研究チームは、図1、図2に
示すように、埼玉県川口市周辺地域を対象コミュニティとし、医
療の地域レジリエンスを評価するための評価モデル、およびそ
れを向上させる仕組みである地域災害レジリエンスマネジメン
トシステムのモデルを開発します。この研究により、地域の複数
の関連組織なる災害対応のためのマネジメントシステムの構築
が可能となり、安全・安心な社会の実現に大きく貢献することが
できます。

文：経営システム工学科　教授　棟近 雅彦
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ガンマ線撮像用コンプトンカメラの高性能化に成功

SGU 数物系拠点

　2011年の福島第一原発事故に伴い、大量の放射線核種（お
もに137Cs,134Csなどガンマ線放出核種）が環境中に放出
され、福島県下において除染は未だ大きな課題となっています。
効率の良い除染のためには、目に見えないガンマ線を可視化す
る装置（ガンマ線カメラ）が必要ですが、これまでの装置は（1）
数十キログラムと重く、携行に不便（2）感度が低く、撮影に30
分以上の時間がかかる、（3）非常に高額で普及しづらい、など多
くの問題を抱えていました。2013年9月、私達の研究室は浜
松ホトニクス社と共同で重量わずか1.9キログラム、大幅な低

価格化と高感度化を同時に実現した革新的ガンマカメラを開発
しました。さらに2014年7月には同装置の解像度を2倍に向
上し、感度を約70%向上させることに成功しました。小型・軽
量にも拘わらず10μSv/hの放射線物質の集積（ホットスポッ
ト）を3分程度で迅速に撮影できます。高性能化の鍵は、早稲田
大学が独自に開発した「3次元シンチレータ技術」です。これに
より、ガンマ線の散乱・吸収位置を3次元的に高精度で計測する
ことが初めて可能となりました。

文：応用物理学科　教授　片岡 淳

早稲田大学の4年間を通じて

研究とサークル活動の両立

程 思慧

中神 貴之

基幹理工学部　応用数理学科
４年

創造理工学部　総合機械工学科
４年

CHENG, Sihui

NAKAGAMI, Takayuki

ナーを受けたことや、シンガポールでアジア7カ国の学生とグ
ループワークを行ったことなどは非常に印象的でした。
　このセミナーは、経営者と学生という垣根を取り払って論議を
する機会があり、普通ではなかなか出来ない体験だったと思いま
す。また、実際に仕事現場(主に生産工場など)を見学することに
より、日本の産業やその技術に対する考え方が変わりました。
　シンガポールでの交流は、私の視点をアジアへと広げる大き
なチャンスとなりました。そこでは、国や人によって文化や価値
観が全く異なるということも同時に学ぶことが出来ました。これ
らのような機会を与えてくれた早稲田大学には感謝しています。
　早稲田大学で学んだことや得た経験は、きっとこれからの私
の強みとなると信じています。

新規性が高く、辛いことも多いですが、先生や研究室の方々に支
えられながら日々研究に励んでいます。
　また、理工サッカー部というサークルに所属していました。学
部や学科、大学が違う人と出会い、サッカーを通して苦楽を共に
したことで大事な友達ができ、かけがえのない時間を過ごすこ
とができました。練習後に研究室に行き、体力的に辛い時もあり
ましたが研究室の方々の励ましがあり、頑張ることができまし
た。結果として、研究とサークル活動を両立できたからこそこれ
ほど充実した生活を送ることができたと思います。

　中国で生まれ育った私は、幼い頃から外の世界に興味を持っ
ていて、高校卒業とともに日本に留学しました。早稲田大学では
世界中の人々とふれあう機会が多く、有意義な4年間を送るこ
とが出来ました。
　中でも、留学生のための日本の中小企業の経営を学ぶセミ

　僕は現在、月面に発見された縦孔を探査するための探査機に
ついての研究をしています。具体的には、写真のような針を用い
た新たな走行手法を提案し、研究していこうと考えています。 

柴田良弘教授 第9回日独流体数学国際研究集会ポスター

　早稲田大学は文科省のスーパーグローバル大学創生支援に、
早稲田 Ocean構想〜開放性、多様性、流動性をもつ教育研究
ネットワークの構築〜という構想名で採択され、数物系はこ
の構想を実現する為に始動しています。私達の生活を豊にし
ている科学技術は多くの問題を抱えています。実際2011年

スを理工学術院博士後期課程にお
き、欧米の協力校と量子力学、量子 
数学、流体数学、計算機科学、機械 
科学などに関する横断的なカリ
キュラムを組み、留学や国際ワーク
ショップによる国際的研究教育を授
け、国際的・横断的に活躍できる研
究者を育て、数学を中心に据えたよ
り正確なシミュレーションによる
現象の予測、産業構造の構築等に活
躍し、科学立国日本を支え、人類の
幸福に寄与する、国際的・横断的背
景をもつ優秀な人材を多数輩出す
る事により、早稲田OCEAN構想を 
実現します。

文：数学科　教授　柴田 良弘

の震災時には人間が自然に対し無力である事を痛感しました。 
しかし人類の幸福に科学技術の面から貢献することは、我々の
願であり義務です。科学技術の問題解決は多重のスケールが混
在した複雑現象の解明にあります。その為新たに多重スケール
の数学、モデリング、シミュレーションの研究教育を行うコー

福島・浪江町における137Cs分布の撮影例（撮影時間3分） 開発したガンマ線カメラ。2014年タイプ（左）、2013年タイプ（右） 福島・浪江町における里山調査の様子 中小企業セミナー風景

シンガポール学生交流

サッカーマガジンカップでは3位入賞
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1年間の研究生活を通して ICEST2014に参加して

研究に魅せられて

井上 陽子 佐藤 愛澄

太田 延樹 山本 瑛祐

先進理工学部　化学・生命化学科
４年

創造理工学研究科　建設工学専攻
修士２年

基幹理工学研究科　機械科学専攻
修士２年

先進理工学研究科　応用化学専攻
修士２年

YAMAMOTO, Eisuke

INOUE, Yoko SATO, Azumi

OTA, Nobuki

一歩踏み出すことの大切さ

　私が研究しているのは、細胞が正しく分裂するためのメカニ
ズムについてです。細胞分裂の異常はがんなどの病気につなが
ることが知られており、私の研究が進めばこれらの病気の治療
に貢献できるのではないかと考えています。

　研究室に所属し研究を始めてから約一年がたちました。研究
ではまだ未知の機構を解明しようとしているので、出たデータ
の意味がよくわからないこともあります。その際に、どのような
理由でその結果が出たのか、結果は何をあらわしているのか、次
はどうしたらいいのかなどを考察することを通して、自分で考
える力が身についたのではないかと思います。また、出来るだけ
早くデータを出すため、先の段階を見越した計画を立てたり一
日を効率的に過ごすのがうまくなりました。
　私の研究はまだ発展段階ですが、ひとつでも多くの発見を出
来るように試行錯誤していこうと思います。

した。発表に至るまでは苦難の連続でしたが、これまでの努力が
受賞という結果として帰ってきたことを大変嬉しく思います。
　また、ICESTでは、世界各国から来た研究者達の発表を聞き、
有意義な時間を過ごすことができました。一方で、環境科学技術
に関する会議をしているにも関わらず、会場は冷房が非常によ
く効いており、海外の“環境”に対する認識の違いを感じる場面
もありました。
　修士課程の学生がこのように国際会議に参加することは、 
一般的にあまり多くはないと思います。国際会議参加の機会を
与えてくださった、創造理工学研究科榊原豊教授に深く感謝を
申し上げます。

　2014年6月にヒューストンで行われた環境科学技術に関す
る国際会議ICEST2014に参加し、Student Paper Award
を受賞しました。国際会議参加にあたって、英語で論文を書き、
プレゼンテーションをするなど、何もかもが初めての経験で 

　研究室に配属されて3年、ひたすら研究を続けてきました。 
研究室では、学年や立場に関係なく議論することで、研究者と
して大きく成長できたと思っています。「切れる頭ではなく、
考え続ける強い頭を持ちなさい」という教授の言葉は私の価

　私は修士1年の秋、シンガポールで開催された国際会議に参
加し、空調の最適運転に関する研究成果を発表しました。指導教
員の齋藤潔教授から話を頂いた時の私は、海外への渡航歴もな
く国際会議での研究発表は困難だと感じ、参加を躊躇しました。
しかし自分の視野を広めたい、チャンスを逃したくないという
強い思いもあり参加を決意しました。
　今まで経験したことのない英語による発表ということで、思

値観に大きな影響を与えました。私は綺麗に粒径の揃った多孔
質ナノ粒子の作製・配列を研究してきました。その中で考え続
け、粘り強く実験を重ね、試行錯誤することで、規則的配列を示
唆する虹色に光る液体が得られたときには感動すら覚えまし
た。これはほんの小さなことかもしれませんが、まだ誰も知ら
ない世界を自分が初めて開拓する研究活動に、この時に魅了さ
れたのかもしれません。米国の一流論文誌に論文も掲載でき、
博士課程進学後に日本学術振興会から経済的な支援を受けら
れる予定であり、今後もより一層研究に打ち込んで行ければと 
考えております。

うように準備が進まないこともありましたが、齋藤教授、研究室
の皆さんのご指導・援助を頂きながら無事に大役を果たすこと

バンケット風景

発表風景

集合写真

ができました。
　会議では世界最先端の研
究に触れ、海外の研究者と
交流するなど、貴重な体験
ばかりでした。そして今回
の国際会議への参加を通じ
て、勇気をもって一歩を踏
み出すことの大切さを学び
ました。この経験を生かし
これからも様々なことに積
極的に挑戦したいと思い 
ます。
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国立感染症研究所での博士研究

池野 翔太 馮 小珊

先進理工学研究科　共同先進健康科学専攻
博士２年

IKENO, Shota FENG, Xiaoshan

　私は連携大学院である国立感染症研究所（感染研）でHIV-1
の研究を行っています。大学の研究室とは違い周りに学生が少

ないですが、その代わりにプロの研究者やポスドクに囲まれて
研究を行えるため、見ているだけで非常によい勉強になってい
ます。また、Green Scientist Clubという若手研究者の集い
もあり、感染研に来ている学生が中心となって集まってスポー
ツをしたり、飲んだり、感染研の一般公開の日にはみんなで協力
して子供向けコーナーを出展したりしています。生命医科学科
のカリキュラムに感染研の先生方が講義を担当する授業もあり
ますので、感染研での研究に興味のある方は是非受講してみて
ください。

Human affairs 企業との委託研究を経て

平山 雅之

環境・エネルギー研究科
修士２年

HIRAYAMA, Masayuki

　私は学部時代、太陽光発電の材料を研究していました。そこ
で、社会により近い領域を学びたいと思い、大学院では環境・エ
ネルギー研究科に進みました。いままで、机の上だけで勉強して

いたつもりになっていましたが、実際に企業の方と一緒に研究
活動すると、現場で求められている知識や経験は全く別物でし
た。持続可能な社会、低炭素社会を作っていく上では、コストや
期間という問題があり、広くて深い知識と経験が必要になると
感じました。また、授業で行った稲の収穫や、ユニラブで小学生
にエネルギーについて教えるという経験では、環境・エネルギー
分野を広い視野で考えるきっかけになりました。私は、先生と仲
間に恵まれ、楽しく研究活動に努めることが出来ました。4月か
らは、この学生生活で得たミクロな視点とマクロな視点を忘れ
ずに、世の中を動かしていける社会人になりたいと思います。

My wonderful student life in Waseda University

情報生産システム研究科
修士２年

Communication meeting

Flower arrangement

Labs

   Having been in IPS for about one and a half years, truly speaking, 
wonderful and fulfilling lives were always around me. The international 
environment not only broadened my horizons of advanced academic 
fields, but also let me enjoy abundant exotic cultures.
   To achieve the purpose of exploring new technical fields, while still 
connected to my original research, I applied Ueda laboratory that 
has multi-culture and multi-research backgrounds from mechanical 

engineering to software engineering, giving me the opportunity 
to absorb both different research methods and different technical 
knowledge. 
   My topic is the development of Non-contact communication system 
using power line communication system. The system monitors and 
diagnoses the landslide by measuring, calculating and transmitting 
data from sensor system to users using PLC LSI system. More than a 
research topic, it is a company cooperation project, aiming at volume 
production this year. The system is being tested in the field test 
recently. After data analysis in months, it is considered to be stable 
and reliable. In this project, I benefit a lot from the help, advices and 
encourage that came from my mentors, who are a company employee 
and a professor, in both academic and practical ways, which I 
appreciate most from the one year’s research.
   Once coming back to china, I’ll further my research in system 
developing and do my best in propagating the knowledge, methods and 
mostly, the culture into the future work.

   Thanks to the kindness of the Japanese people and their government 
scholarships, I have had the privilege of being in Japan for 3 years studying 
at Waseda University. During that time I was attached to Sato Laboratory 
in the currently rearranged faculty that before was known as GITS. 
   Entering GITS was one of the most interesting aspects of studying in 
Waseda, as it provided topic courses in English and had a high number 

of international students. Under the guidance of Professor Sato, 
our laboratory got to have over 30 students hailing from 14 nations. 
From the beginning, the mix of everyone’s mother tongue, English 
and Japanese made it positively challenging to express thoughts and 
ideas not only about our research topics, but also about our lives and 
experiences. 
   Being in an international laboratory is an environment that, I 
believe, cannot easily be constructed. In my time at Waseda, I was 
generally in that situation. It has been a humbling experience to see my 
preconceptions of people, time and time again, be shattered. This has 
lead me, more than once, to reevaluate my own positions, making me, I 
believe, much more human in the process.
   Although I have learned a lot about my research area, I believe that 
the experience of having worked and interacted with so many different 
people from so many different backgrounds will help me become a 
more effective contributer to society regardless of where I end up.

Lopez Fuentes Nacarino,
Jairo Eduardo

国際情報通信研究科
修士２年
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「2015年度  学部・大学院１年生ご担当の先生から」

熊 遠報

教授
社会文化領域

XIONG, Yuanbao

留学は「国際人」のスタート

　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、多くの教育機
関は外国人に対し開かれ、留学が容易なことになり、政府機関、民間団体、企業等に「国
際人」もますます重要視されています。多言語駆使の能力、多様な教育背景、多様な社
会・文化の高い理解力と優れた見識を備えるのは「国際人」の条件ですが、留学は正し
く「国際人」となるスタートです。日本はグローバル化の重要な舞台として世界から留
学生を多く集めております。みなさんの日本留学は、専門知識の勉強だけではなく、積
極的に日本語と日本文化等を習い、豊かな人間力を磨き、日本人を含めて幅広い友達
ネットワークを作り、安定・平和・繁栄の世界を築くのに貢献できると確信します。

大和田 秀二

教授
環境資源工学科

OWADA, Shuji

人類の未来、一緒に考えましょう

　新入生の皆さん、環境資源工学の世界へようこそ。資源・環境問題は21世
紀の人類の3大命題の2つです。この両者は表裏一体の関係にあり、本学科
ではこれを地球規模の視点で具体的に学びます。人類の未来は皆さんの双
肩にかかっていると言っても過言ではありません。大学には、求めればすべ
てを得られる環境が整っています。人類の未来を我々と一緒に考えましょう。

原山 卓久

教授
応用物理学科

HARAYAMA, Takahisa

新入生の皆さんへ

　ご入学おめでとうございます。これからの3年間で、科学・工学・数学の基
礎を習得し、4年生からは研究室に所属して本格的な研究をスタートするこ
とになります。物理学の理論・実験の研究室や数学の研究室、さらには最先 
端の工学の研究室もあります。皆さんにピッタリな研究室が見つかって、 
そこで素晴らしい才能を開花され、研究者として大活躍されることを心より
期待致しております。

高野 光則

教授
物理学科

TAKANO, Mitsunori

21世紀の物理

　『21世紀の資本』のトマ･ピケティは、膨大なデータを集め、それを解析
し、見いだされた不等式から、放っておくと不平等が増大することを指摘し
ています。4世紀前、ティコ・ブラーエが膨大な天体観測データを蓄積し、 
それをケプラーが解析して3つの法則を見いだし、ニュートンにつなぎ 
ました。伝統的な物理の手法が新しい経済学を生んでいるのです。ならば、
新入生の皆さんがこれから学ぶ物理の手法と考え方は、21世紀の世界が 
抱える困難にも立ち向かえるものであるはずです。

翁 嘉華

准教授
経営デザイン専攻

WENG, Jia Hua

「経営」をデザインできる人財に！

　当専攻では、企業最前線で活躍している経営陣の方々を招いて講話をし
て頂く授業や、PBL （Project Based Learning）型の授業、そして就職 
目的とは異なる実社会での経験をするためのインターンシップ科目等、 
将来、企業の経営に関わる為に必要な、豊富且つ独創的な授業を多数用意 
しております。
　是非今日から皆さん自らが、社会に出たら「経営」をデザインできる人財に
成れるように頑張って頂きたいと思います。

小松 幸夫 長谷見 雄二 小岩 正樹
教授　建築学科 教授　建築学科 准教授　建築学科

KOMATSU, Yukio HASEMI, Yuji KOIWA, Masaki

建築の世界への扉

　入学おめでとうございます。建築学科は、1910年9月の第1回生以来、多
くの入学生を迎えてきました。そのため、皆さんが今まで接してきた建築に
は、早稲田の先輩方が関わった建築も少なからずあることでしょう。そのよ
うな社会で活躍する建築人としての成長を楽しみにしています。大学生活は
短くもありますが、多くのことができる時間はあります。新しいチャレンジや
継続した努力を通じて、専門性を培って下さい。

楫 元 小松 啓一

教授
数学科

教授
数学科

KAJI, Hajime KOMATSU, Keiichi

大学生活を楽しむコツ

　ご入学おめでとうございます。ここで突然ですが、大学生活を楽しむコツ
を伝授します。それは「気持ちの切り替え」です。小中高の学校は『行かなけ
ればならないところ』と考えていたかも知れません。しかし大学は、基本的に
は『自ら望んで行くところ』です。大学の教職員はその前提の下に皆さんに
接し、積極的に学ぼうとする学生さんに対しては喜んで全力でサポートし
ます。気持ちを切り替えれば、眼に映る大学生活は全く違った景色となるで 
しょう。

上杉 繁 大谷 淳

教授
総合機械工学科

教授
総合機械工学科

UESUGI, Shigeru OHYA, Jun

可能性をつくる

　入学おめでとうございます。
　美しい機械を見て、触れて、想像して、製作して、存分に機械を楽しんでく
ださい。ものを創るという行為は原始から続く人間の根源的な活動であり、
可能性ある未来へ向けた責任を伴う挑戦です。大いなる希望と誇りを持って
機械工学を学んでください。
　クラス担任である私達は、学科のアドバイザーとしていつでも相談にのり
ますので、遠慮せずに声を掛けてください。

上田 和紀 松山 泰男

教授
情報理工学科

教授
情報理工学科

UEDA, Kazunori MATSUYAMA, Yasuo

自分の型を目指して

　新たな学生生活で、皆さんは独自の型を形成する時間を送ることになりま
す。このとき、見たことのないような仲間、すなわち新たな端点を意識するこ
とになります。よい大学とは、優れた端点が大きな空間を作っていることで
す。もう一つ意識しておくべきことは時間です。時間は一様なものではありま
せん。各自の時間を無駄にせず、皆さんが卓越した端点に育っていくことを
願ってやみません。

松嶋 敏泰 山田 義雄

教授
応用数理学科

教授
応用数理学科

MATSUSHIMA, Toshiyasu YAMADA, Yoshio

自主的判断力を身につけよう

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
　大学生になると、自分の判断で決めることが格段に多くなります。みなさ
んの時間割は、必修科目でかなり埋まってしまいます。それでも空いた時間
帯を、どのように使えばよいか、自主的に決めていくことが大切になります。
今後、選択が必要な機会もどんどん増えてきますので、的確に判断する力を
養ってほしいと思います。

小松原 明哲 髙田 祥三

教授
経営システム工学科

教授
経営システム工学科

KOMATSUBARA, Akinori TAKATA, Shozo

「理解する」を理解する

　「知らざるを知らずとなす是これ知るなり」という言葉を聞いたことがあり
ますか。「知らない事は知らないと自覚すること、これが本当の知るというこ
とである」という意味です。分かったつもりでも、もう一度「なぜ」と問うてみ
ると分かっていないことが分かります。なぜを繰り返すことで、理解すること
が、その楽しさが分かってきます。早稲田に入って、学びの楽しさを速く覚え
てください。

渡辺 裕 甲藤 二郎

教授
情報通信学科

教授
情報通信学科

WATANABE, Hiroshi KATTO, Jiro

初心を忘れないように

　新入生の皆さん、早稲田大学基幹理工学部へようこそ。皆さんは個々の動
機があって基幹理工学部に入られたのだと思います。是非その動機を忘れ
ないように持ち続けて下さい。大学生活の4年間は時間がたっぷりあるよう
で、実はあっという間に過ぎ去ってしまいます。やるべき事を後回しにして
いると、何もできないままに終わってしまいます。自分自身でしっかりスケ
ジュールを管理して下さい。

内藤 健 岩瀬 英治

教授
機械科学・航空学科

准教授
機械科学・航空学科

NAITO, Ken IWASE, Eiji

「久遠の理想」追求の場へようこそ

　私は35年程前に早稲田の門をくぐり、多くの人と多くの議論をし、そこから
「人生の夢」をみつけることができました。今度は皆さんが、ここで何かを見
つけることを祈念しています。（内藤）
　大学は高校までとは違い、受ける授業を自分で選ぶことができるなど「自
由」が多くなります。自由を活かすも殺すも本人次第ですので、ぜひ自分の意
思を持ってうまく活用してください。（岩瀬）

宇髙 勝之 渡邉 孝信

教授
電子物理システム学科※

教授
電子物理システム学科※

UTAKA, Katsuyuki WATANABE, Takanobu

大学で学ぶことを今一度考えてみよう

　早稲田大学へ、そして基幹理工学部への入学大変おめでとう。大学で学ぼ
うと決意し入学された皆さんを大いに歓迎したいと思います。そしてこの機
会に、大学で学ぶということをしっかり考え直してみて下さい。大学の先は君
たちが自分で考えて立ち向かわざるを得ない厳しさと、そして同時に明るい
希望にも満ちた世界が待っています。学ぶ姿勢を見失うこと無く、一緒に大
いに頑張りましょう。

小峯 秀雄 榊原 豊

教授
社会環境工学科

教授
社会環境工学科

KOMINE, Hideo SAKAKIBARA, Yutaka

充実した学生生活を

　ご入学おめでとうございます。
　勉学、研究、スポーツ、NPO活動など、ありとあらゆる人間活動のレベルを
向上させる原動力を一つあげるとすれば、それは“感動”です。予期せずに起
こりますが、前後で物事に取組む姿勢が変化します。日々の鍛錬から基本を
マスターし、自ら考え、試行錯誤を繰り返した場合、感動は大きく、充実感を
伴って、人格形成やアイデンティティーの確立にも繋がっていきます。大学
にはその機会が多くあります。充実した学生生活を送ってください。

※2015年4月より、旧名称「電子光システム学科」から名称変更

郡司 幸夫

教授
表現工学科

GUNJI, Yukio

表現というインターフェイス

　表現工学科は、芸術を表現するテクノロジー開発を目指すというより、 
表現すること、デザインすること自体の科学や技術を志向する学科です。 
表現とは、表現したいものが頭の中にあって、それを出力するというもので
はない。表現は、「わたし」と世界の関係そのもので、表現が変わるとは、感覚、 
情動、生きることが変わることなのです。それは「何かを表現する」前提で 
すらあるのです。
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川西 哲也

教授
電子物理システム学科※

KAWANISHI, Tetsuya

物理を知ってシステムをデザインする

　これまで、光と電波を融合させた通信技術に携わってきました。仮想化・クラウド
といった言葉が飛び交い、物理は見えないところに行ってしまったようにも思えま
すが、現実はその逆です。ICT分野では人間の論理をいかに物理にマッピングす
るかがシステムのデザインのしどころです。電子物理の基礎知識をベースとして
センシングと情報通信が融合した新しいシステムを一緒に実現していきましょう。

渡邊 克巳

教授
表現工学科

WATANABE, Katsumi

こころを科学する

　一言で言えば「こころ」を研究対象としています。認知科学・心理学・神経科学
の方法を使って、心を作り出している意識的・無意識的過程の科学的解明、認知
科学のその他の研究分野への拡張、それらの知見の産学官連携を通じた社会
への還元を目指してきました。本年4月より一員となる表現工学科という「なん
でもあり（?）」な場で、人間の心という主観的かつ万人に共通する現象を、さら
に自由に楽しく研究して行きたいと思います。

長谷川 剛

教授
応用物理学科

HASEGAWA, Tsuyoshi

上手く行かないときこそチャンス

　予想と異なる結果が得られた時、実験そのものが上手く行かない時。そん
な時こそが、新しい物理現象を発見する最大のチャンスです。誰も分け入っ
たことの無い未開の地に挑む冒険家と同じワクワク感を堪能できるのも、研
究者の楽しみのひとつだと思います。努力した者にのみ幸運の女神は微笑
む、とも言います。遊びも仕事も全力で。学生の皆さんとともに、早稲田を満
喫して行きたいと思います。どうぞ、よろしくお願い致します。

小野 潔

教授
社会環境工学科

ONO, Kiyoshi

着任にあたって

　建設省（現：国土交通省）、大阪大学、東京工業大学等を経て、この度、社会環境
工学科で教育・研究活動に従事することとなりました。橋梁の耐震性能向上技
術、新材料の橋梁への適用に関する研究などを行うとともに、道路橋の設計基
準の作成にも携わりながら、実践的な研究を行っております。伝統ある早稲田
大学で皆さんと一緒に勉強し、教育・研究が行えることを楽しみにしています。

門間 聰之 細川 誠二郎 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

MOMMA, Toshiyuki HOSOKAWA, Seijiro 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。化学は物質製造、物質変換に基づく物性改変や
エネルギー変換などの力を持っています。応用化学科はこの化学を基礎にして、
いかに役に立つものを創り出せるか、どの化学的手法を使えば最大限の効率を
得られるかを追求する学科です。これからの４年間では化学の知識・考え方とあ
わせて「使える化学」を修得し、社会で指導的立場に立てる人材となって下さい。

大木 義路 武田 京三郎 村田 昇 浜田 道昭
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 准教授　電気・情報生命工学科

OHKI, Yoshimichi TAKEDA, Kyozaburo MURATA, Noboru HAMADA, Michiaki

様 な々ことにチャレンジしよう

　ご入学おめでとうございます。本学科は、電気・電子・情報・生命分野が融合し
た学際色の強い学科です。これら複数の分野の懸け橋となり、さらには新しい分
野を自ら切り開いていける人材の育成に向け、教員一同でサポートします。大学
時代に学んだ事は、その後の人生において貴重な財産となります。困った時に
はいつでも相談に乗りますので、様々な可能性にチャレンジしてみてください。

岩﨑 清隆

教授
共同先端生命医科学専攻

IWASAKI, Kiyotaka

医療レギュラトリーサイエンスの構築

　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、大学等からの社会人です。 
TWInsや理工学術院の研究現場も活用し、多様な人と学問に触れ、医療技
術の評価、予測、意思決定に関わる医療レギュラトリーサイエンスを構築し
ていってください。教員一同で博士論文指導にあたります。どうぞ有意義な
大学生活をお送りください。

柴田 高範

教授
化学・生命化学科

SHIBATA, Takanori

セレンディピティと出逢うために

　科学者は、理論的な背景のもと、研究計画を立て、実験を行います。想定さ
れた結果が得られる場合よりも、予想外の結果（セレンディピティ）と出逢っ
たときの方が格段に嬉しいです。しかしながら知識や経験がないと、目の前
の現象が、単なる「失敗実験」なのか、「世紀の大発見」なのか判断できませ
ん。科学者パスツールの言うように "Chance favors the prepared 
mind" なのです。これからの学部4年間は、その "the prepared mind" 
を涵養すべく日々努力して下さい。

山路 哲史

専任講師
共同原子力専攻

YAMAJI, Akifumi

大学院は社会と学問の架け橋

　入学・進学おめでとうございます。大学院は社会と学問の架け橋です。皆さ
んがこれから学ぶこと、研究することは社会につながっています。是非、在学
中に色々なことにチャレンジし、その先に広がる社会とのつながりも意識し
てもらえればと思います。困ったとき、迷ったときは遠慮なく相談にお越し下
さい。そのためのクラス担任です。

小泉 博

教授
生命理工学専攻

KOIZUMI, Hiroshi

研究三昧の日々 であることを・・・！

　入学おめでとう。これからの自由な2年間、充実した日々を過ごされること
を希望します。何かを達成しようとする時には、必ず失敗と成功がつきもの
す。そして成功より失敗ややり直しの方が多く、そこから学ぶことが多いこと
も事実です。一度や二度の失敗は、むしろ「ヨシヨシ！ガンバレガンバレ！」と
いうのが私の心境です。大切なことは、失敗を前向きに捉えて、研究を継続し
てゆくことと思います。これからの2年間、失敗を恐れない研究三昧の日々で
あることを、祈っています。

柴田 重信

教授
共同先進健康科学専攻

SHIBATA, Shigenobu

新しい挑戦にむけて

　共同大学院専攻はそれぞれ異なる分野を融合して新しい挑戦を目指すこ
とを教育・研究の第一目標にしている。特に健康科学の実践には多様な切り
口の研究が必須であり、食も重要な位置づけとなっている。すなわち、諸君た
ちは融合研究を実践する立場にいて、新しい学問の創生を担っていることに
なる。また、新しいことに挑戦する姿勢は社会からの人材のニーズにマッチ
していると確信している。

渡邉 孝信

教授
ナノ理工学専攻

WATANABE, Takanobu

ナノを制するものは21世紀を制す

　人類文明の進歩は材料技術の発展に支えられてきました。ナノテクノロ
ジーの登場により、その進歩のスピードは指数関数的に加速しています。 
物理、化学、電子工学の異分野融合が進み、物質合成およびデバイス製造 
技術が飛躍的進化を遂げました。今やナノテクは大自在の妙境に達しつつ 
あります。ナノテクを究め、環境・資源・エネルギーといった21世紀の諸問題
の解決を目指しましょう。

武岡 真司

教授
生命医科学科

TAKEOKA, Shinji

高い志を持とう！

　ご入学おめでとうございます。生命医科学は、理工学から医学にアプロー
チする新しい学問です。皆さんが幅広い専門領域を理解し医療に役立つオリ
ジナリティーの高い研究に着手するには、基礎をしっかりと学び実験スキル
と研究倫理を身に着けなければなりません。そして、「学部時代」は、常に社会
を意識しながら自らの進むべき道を熟考する大事な時間です。高い志を持ち
それを太くする努力を続ければ、きっと未来は拓けてきます。

関谷 弘志 小野田 弘士

教授
環境・エネルギー研究科

准教授
環境・エネルギー研究科

SEKIYA, Hiroshi ONODA, Hiroshi

新入生へのメッセージ

　新入生の諸君、入学おめでとう。環境・エネルギー研究科は、本庄キャンパ
スを拠点とする独立大学院です。昨今の地球環境問題やエネルギー問題に
関連したテーマの研究を行っており、現場・現物・現実主義に基づいて実践的
な人材育成を目指しています。学部で習得した知識を最大限に活かして、実
社会に貢献できる最先端の研究成果を上げると伴に、早稲田の研究者として
成長することを期待しています。

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。

古月 敬之 吉村 猛 立野 繁之
教授　情報生産システム研究科 教授　情報生産システム研究科 准教授　情報生産システム研究科

FURUZUKI, Takayuki (HU Jinglu) YOSHIMURA, Takeshi TATENO, Shigeyuki

自ら考える能力を身につけよう

　入学おめでとうございます。これまでは、学んで知識を得ることが中心でし
たが、大学院では自ら考え、新しい解決法を生み出していくことが求められま
す。そのためは、目的意識をもって、講義を受講し、得られた知識を整理し、体系
化しておくことが重要となります。自ら考え、新しいアイデアを生み出すことは、
社会に出てからも重要となります。是非、大学院でその能力を養ってください。

※2015年4月より、旧名称「電子光システム学科」から名称変更
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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。

鈴木 武

教授
応用数理学科

SUZUKI, Takeru

異文化体験の勧め

　在職中に、私にとっていくつかの衝撃的な事柄がありましたがその中の一
つ。私は1990年末から翌年にかけてインド最大の都市カルカッタにあるイ
ンド統計研究所に滞在しました。当時のカルカッタ市街はまさに喧騒と混沌
の世界。大都市でありながら中心街でも道路信号はなし。列車の切符を買う
にも1日がかり。カルカッタからデリーへ旅行した際、列車が途中で半日ほど
停止するも、乗客は悠然とそれぞれの時間を過ごし、その間、車内放送など殆
どなし。丁度この5年前に在外研究員としてアメリカの大学に滞在したとき
の、効率的、合理社会とは全く対照的なインドでの悠揚な生活体験はたいへ
ん貴重なものでした。皆さんも是非さまざまな異文化に接して視野を広げて
いただきたいとお思います。

中川 武

教授
建築学科

NAKAGAWA, Takeshi

集まり散じて

　本キャンで学部生活を始め、節目には大隈講堂の塔を眺めた。学部3年か
ら現在の理工キャンパスで過ごしているので、正に半世紀。現キャンパスは、
稲門出身の国会議員が超党派で国有地の払い下げに動いてくれたこと等、
いろいろあった。キャンパスのデザインには科学技術の合理的な力、倫理、矜
持が込められている。70年代以降の日本の大衆的な高度成長社会を実現し
た精神が育まれた空間である。私にとっても、ここから世界への遠征に出か
け、帰ってくる場所であった。どんなに技術が高度化しても、人間は自然であ
ることを免れ得ない。大学と学問は理想の光を仰ぎ続けるだろう。

森田 信男

教授
環境資源工学科

MORITA, Nobuo

80歳まで現役でいたかった早稲田人生

　20年前米国の石油会社で、企業でやるべきことは全てやった、これからは
日本の石油技術に貢献しようと、強い意気込みを持って早稲田大学に赴任し
てきた。早稲田大学の教授職は、評価システムがなく、本人の自由の発想で、
研究、教育、政府の仕事、業界の委員に没頭できて非常に感謝している。70
歳になると日本では元気な人でも雇用しようと考えている企業は全くない。
退職を目前にした今でも、あと10年この仕事を続けられれば良いのにと思
うこの頃である。定年退職後は米国で大学教授になる予定であるが早稲田
大学も元気な教授には80歳現役の大学になることを希望する。

溝川 貴司

教授
応用物理学科

MIZOKAWA, Takashi

多種多様の面白さ

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。私は、本年4月1日より応用
物理学科の一員となりまして、皆さんと同じく新入りという立場です。多種多
様な固体材料の電子構造を研究しています。固体中の電子が示す性質は実
に多彩で、その多様さに魅了されながら日々実験しております。多種多様な
才能と志向を持つ新入生の皆さんと一緒に学問を探求できることを楽しみ
にしております。どうぞ宜しくお願い致します。

酒井 弘

教授
英語教育センター

SAKAI, Hiromu

言語と社会性の基盤を探る

　神経細胞によって構築された計算システムである脳が、言語を始めとする
人間の社会行動をどのように生み出すのかという興味のつきないテーマに
対して、厳しく真剣に、かつユーモアと笑顔を忘れずに取り組みを続けたい
と考えています。教育面では、理工系学生が研究者・技術者として英語で考
え、議論し、仕事ができるように、海外留学や国際共同研究の経験を生かして
お手伝いさせていただきます。どうかよろしくお願い致します。

中西 要祐

特任教授
環境・エネルギー研究科

NAKANISHI, Yosuke

新たな環境エネルギーへの課題に挑戦

　早稲田大学電力システム研究室を卒業後、富士電機研究開発本部に所属
し、最近ではスマートグリッド/スマートコミュニティなどのキーワードに代
表される「環境とエネルギー」へのシステム開発に取組んできました。4月よ
り、伝統と活気のある母校で、研究・教育活動を始められる事をとても楽しみ
にしており、学部・大学院時代での恩師や諸先輩からの歴史を引継ぎつつ、
新たな環境エネルギーへの課題に挑戦していきたいと思っています。

滝沢 研二

准教授
総合機械工学科

TAKIZAWA, Kenji

モデリングを通して自然現象の理解を目指す

　私の専門は「流体構造連成」という数値解析です。工業製品（構造）が周囲
流体によってどのようなインタラクションを起こすかを予測することができ
ます。解析には自然現象をモデリングする、すなわち定式化することが求め
られ、このモデリングを通して現象を理解することができるのです。総合機
械工学科では、優秀な学生と共にこのモデリングを通して、エンジンから心
臓までさまざまな現象にチャレンジしていきたいと思います。

蓮池 隆

准教授
経営システム工学科

HASUIKE, Takashi

未来を見据えた意思決定手法確立へ向けて

　実社会のあらゆる場面で意思決定が必要になります。もし将来の状況が確
定していれば、意思決定は容易です。しかし、多くの場合は不確実・不確定で
す。私はこれまでに、その状況下における最適な意思決定とは何か、それを数
理的に表現できないか、また意思決定を効率的かつ個々に柔軟に合わせる
手法とは何か、といった研究をしてまいりました。皆さんと共に、未来の実社
会に活用できる意思決定手法の研究をしていきたいと思います。

古井 健二

准教授
環境資源工学科

FURUI, Kenji

地球環境と調和したエネルギー開発を目指して

　世界各国で地球温暖化対策の温室効果ガスの削減と原発の問題が議論さ
れるなか、日本は原油価格の乱高下に直面しエネルギー戦略の転換期を迎
えています。このような時期に母校でエネルギー開発に関する教育・研究に
取り組んでいくことに大きな喜びを感じています。ジオメカニクスの知見か
ら地球環境と調和したエネルギー生産技術の開発を目指し、早稲田大学から
国際舞台で活躍する技術者、研究者を育てていきたいと思っています。

柳谷 隆彦

准教授
電気・情報生命工学科

YANAGITANI, Takahiko

将来花咲く医工学エンジニア育成

　先進国では医療介護費の増大が社会問題となっており、軽減には予防医
学の進展が重要です。ヘルスモニタリングや見守りシステムの構築には、医
学的見地だけでなく工学の知見も必要であり、技術者の新たな使命と感じて
おります。これまで超音波を使ったデバイスや計測について医工学応用に関
する研究を行ってきました。活気ある早稲田大学で10年後、20年後に花咲
く自立した学生の育成を目指して全力を注ぎたいと考えております。

山路 哲史

専任講師
共同原子力専攻

YAMAJI, Akifumi

総合理工学研究への挑戦です！

　日本原子力研究開発機構 （JAEA）、OECD Nuclear Energy 
Agencyを経て共同原子力専攻に着任しました。専門は原子炉システムの
設計と安全です。この研究はミクロな炉物理や熱流動現象からマクロなプラ
ントのふるまいまでを対象とする、総合理工学への挑戦です。また、国を支え
るエネルギー政策を左右する大切な研究です。共に、先駆者が残してくれた

「知」をしっかり学び、新しい研究に挑戦しましょう！

※2014年9月に着任されました。

松本 充司

教授
電子物理システム学科※

MATSUMOTO, Mitsuji

Where there is a will, there is a way

　国際会合の場では、時に意見が対立する場合があるが、決着すると今まで
長い間激しく口論した者同士が、和やかに食事をしている場面をよく目にす
る。“議論は知的格闘技であり、あくまでも冷静に、論理的に最後まで粘り強
く戦うことが基本ルールで、決して感情的になってはいけない”。これは国際
社会では常識的なことであるが、外国人と肌で触れあう環境に慣れることで
育まれる。このため自分の専門に加え、世界の共通語である英語を道具とし
て修得し、学生時代に留学など、長期に海外に滞在することに挑戦して欲し
い。私の好きな言葉は“Where there is a will, there is a way”である。
ありふれた言葉であるが、真実をついているがゆえに、心から実感している。

※2015年4月より、旧名称「電子光システム学科」から名称変更

中村 采女

教授
社会文化領域

NAKAMURA, Uneme

下支えとして

　「一般教育」教室に着任しましたが、「複合領域」、「国際文化領域」を経て、
私の所属教室名は「社会文化領域」となりました。私の主担当科目がドイツ語
であったことに変わりはありません。３学部共通科目の担当者として、かつて
教室で出会った学生たちとキャンパス内外で再会をはたすことも少なくあり
ませんでした。技術者・研究者･教員として活躍する彼らを目のあたりにでき
るのはうれしいものです。
　私の所属した部署は、最先端を目指す教育･研究機関にも必要不可欠な下
支え、たとえてみれば食器の糸底のような存在です。平らな皿にも欠かせない

「高台」として、同僚たちには、今後もその本領を発揮し続けてほしいと願っ
ています。

「ご退職の先生から」

相澤 洋二

教授
応用物理学科

AIZAWA,Yoji

御礼のことごと

　応用物理学科に着任してから29年になりました。公私にわたり教室の 
皆様はじめ多くの方々に助けられて、ここまで教育と研究の仕事に自分なり
に打ち込んで来られました。深く感謝いたしております。これまで、敬愛する
学問の先達、先輩がた、そして今も続く心和む友人たちとの多くの出会いに
恵まれたことは本当に幸運なことでした。例年この時期には卒業生に贈る 
言葉を想う時期ですが、今年は私自身が大学を卒業する立場でもあり、 
どんな言葉になるのかと、不思議な気分です。気持ちを新らたに、これからも 
学びの心を大事にしてゆきたいと思っております。改めて皆様のご活躍を 
お祈りいたします。
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ごあいさつMESSAGE

「ご退職の先生から」

国際コースオリエンテーション（9月）

キャリアイベント

オープンキャンパス（8月2日・3日）

学部入学式（4月1日）

学位授与式（3月25日）

創立記念日（10月21日）ペアレンツ・デー（11月1日）

小中学生のための科学実験教室「ユニラブ」（8月5日）

理工展（11月1日・2日）

※都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。

大島 忠平

教授
応用物理学科

OSHIMA, Chuhei

26年間の研究活動報告

　平成元年の赴任以来、振興調整（3件）、未来開拓（3件）、基盤S（1件）、
基盤A（2件）、等の大型研究資金を20年間以上連続して獲得し、150件
を超える論文を学生と共同で発表しました。特記したいことは、Edwin E 
Mueller賞の我が国の2名の受賞者が、ともに私の研究室のスタッフであっ
たこと、19年前の（グラフェンに関する）論文の年間被引用数が最近30件
をこえて増えていること、また、我々が磨きあげた極高真空技術が、最新の本
邦の電子顕微鏡装置の性能を向上させ、またスピン偏極電子源の基礎技術と
して学術・産業分野で活躍いたしていることなどです。この26年間の皆様の
ご厚情に厚く感謝いたします。

加藤 勇

教授
電気・情報生命工学科

KATO, Isamu

目標を持って

　私は高等学院生の頃からレーザーに興味を持ち、光子工学、光子材料そし
てそれを作るためにプラズマ電子工学の研究をしています。21世紀は光子
産業の時代とし、研究、教育に勉めて来ました。情報と通信技術（ICT）の発達
は目覚ましく、学生諸君と共に新しい技術開発に挑戦し、多くの優秀なる卒
業生を輩出し、早稲田大学で充実した学究生活を過ごすことが出来ました。
　卒業生、新入生の皆さんには、多くの国内外の人達と意見交換をし、また多
くの書物を読み聖賢の教えを今に生かして、各々の志を立て目標を持って、
早稲田人としてより良い世界を作るべく努力してください。

横山 隆一

特任教授
環境・エネルギー研究科

YOKOYAMA, Ryuichi

スマートな環境エネルギー技術で地域発展に貢献を

　博士課程を修了後、三菱総合研究所、首都大学東京（元東京都立大学）に
勤務し、白井前総長のからのご要請もあり、早稲田大学に戻り、9年間、環境・
エネルギー研究科に特任教授として在籍しました。この間、学内外の多くの
研究者の支援のもとで、多数の修士及び博士課程の学生と楽しくまた有意義
な研究ができたことを心から感謝しています。とりわけ、この期間に博士学
生16名に学位を授与できたことは、誇りに思っております。近年、アジアに
おいては、高成長に伴う膨大なインフラ需要が見込まれ、また、先進国にお
いても、環境面、安全・安心面で優れた技術を導入・活用したインフラ需要が
高まっています。旺盛な諸外国の需要に対し、これからの日本を担う後輩の
皆様が、我が国が内外で進めてきた環境エネルギー技術やスマートコミュニ
ティーの実証経験を活かし、地域発展、雇用創出、環境保全、安全・安心な社
会の構築に大きく貢献することを期待しています。




