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メッセージ MESSAGE

竹内 淳
理工学術院長

TACKEUCHI, Atsushi

　ご卒業ならびにご入学おめでとうございます。皆さ
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。理工科が早稲田の地に開設されたのは110年
前の1908年のことでした。それ以来、数多の学生た
ちが早大理工で科学を学び、探求し、そして巣立ってい
きました。早大理工の学生たちにとって、理工のキャン
パスは初々しい志を抱いて科学を本格的に学ぶ青春の
地であったわけです。この春から、この地を踏む方は科
学の魅力を存分に楽しんで下さい。世界最先端の科学
があなたを待っています。そしてこの地から飛び立つ
人は、早大理工で培った実力を持って科学と社会の未
来をぜひ切り開いていって下さい。
　言うまでもなく科学には夢があります。生物の一個
体としての人間の運動能力と知的能力は極めて限ら
れていますが、科学技術がその限界をはるかに凌ぐ可
能性を私達に与えてくれました。これからの100年で
は、太陽系内の他の惑星への進出や人間の寿命の延長、
そして人類の思考能力を遥かに超える人工知能の誕生
など、20世紀後半のSFや映画で描かれていた途方も

ない夢のいくつかを実現できるでしょう。人類は知識、
空間、時間において到達可能な翼の範囲をさらに広げ
ることになります。皆さんも次の世紀に向けて人類社
会に貢献する偉大な夢をぜひ描いてみてください。
　一方で翻って世界を眺めてみると、近隣の国での核
武装や超大国アメリカの新大統領の想定外の動き、さ
らに南シナ海での19世紀的な領土拡張の争いなど、
世界は混乱の中にあるようです。そして日本では、前例
のない急速な少子高齢化が進行しています。科学技術
が長足の進歩を遂げようとしている現代において、人
間の社会は逆に深刻な停滞と退化の渦に巻き込まれて
います。
　混迷の時代の中にあって正しい進路を指し示すため
に必要なのは、時代の動きを冷静に観察し、人間の抱く
様々な情念をも考慮して、合理的に社会の動きを判断
する能力です。早稲田で科学を学ぶ皆さんが、科学の
知識だけでなく、幅広い教養と論理的な思考力もしっ
かりと身に着け、心に描いた科学の夢を近未来の社会
で大きく花開かせることを期待します。

科学の夢

1882年 （明治15年） 東京専門学校創設

1902年 （明治35年） 早稲田大学開校

1908年 （明治41年） 理工科を新設

1920年 （大正9年） 新大学令による大学となり、理工科を理工学部と改称

1949年 （昭和24年） 新制早稲田大学開設

1951年 （昭和26年） 新制早稲田大学大学院設置（修士課程）

1953年 （昭和28年） 大学院に博士課程を設置

1967年 （昭和42年） 大久保キャンパスへの理工学部全学科の移転を完了

2004年 （平成16年） 理工学術院設置

2007年 （平成19年） 理工学部を基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部に再編

2009年 （平成21年） 大久保キャンパスを西早稲田キャンパスに名称変更

2010年 （平成22年） 理工学術院の3学部・3研究科に「国際コース」を設置

2018年 （平成30年） 学部課程「新・英語学位プログラム」スタート

早大理工の歩み
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太田 有

「将来に向けての礎と一生の友人を」

基幹理工学部長　
研究科長

OHTA, Yutaka

　基幹理工学部に入学された皆さん、ならびに、学部・大学院を
卒業・修了された皆さん、おめでとうございます。
　皆さんが入学・卒業された基幹理工学部は発足から10年が
経過しました。10年前に掲げた共通の教育理念は「数学を基盤
学問と捉え、学生諸君が将来いかなる分野に進学・就職しても、
そこで十分に実力を発揮して活躍できるだけの基礎学力と専門

知識を身に付ける教育」です。学部高学年や大学院では、ゼミや
卒・修論、研究活動を通して、学んだ基礎学力と専門知識を応用・
活用できる展開力を身に付けたことと思います。基幹副専攻制
度や英語学位プログラムにおけるMajor、Minor制度の導入、
海外長期留学支援や海外大学の単位認定制度の見直しなど、グ
ローバルな知識を身に付けるための新制度も積極的に導入して
来ました。この基幹理工学部の理念や教育方針はこの10年で
すっかり定着し、社会からも高い評価を得ています。現代の社会
を生き抜く皆さんに必要とされるのは、まさに基幹理工学部の
教育理念の通り、この4年間（6年間）に学んだ基礎学力と高度
な専門知識、研究で育んだ柔軟な展開力とグローバル化に対応
できる語学力、そして更には、一生付き合っていく貴重な友人で
あることは間違いありません。新しい社会でのご活躍を期待し
ております。

菅野 重樹

創造しながら前進

創造理工学部長
研究科長

SUGANO, Shigeki

　創造理工学部・研究科に入学された皆さん、そしてこれから社
会へ旅立つ卒業生、修了生の皆さん、おめでとうございます。
　私の好きな言葉に「前進」があります。常に目標を前に置き、勢
いよく進み続けることです。顧みることも重要と言われますが、
あえて後ろを振り返らず、戻らず、前へ進むのです。そこには新
しい発見があります。新しい出会いがあります。それが「創造」に

つながると信じています。
　卒業生の皆さんは、卒業論文研究、修士論文研究を通して、新
しいもの作り、こと作り、技術開発、システム開発を実践してこ
られました。大切なことは、実践するときの動機です。前進とい
う高い意欲に裏付けされた動機ほど強いものはありません。そ
の強さを発揮して、社会で活躍されることを期待しています。創
造理工の出身であることを誇りとし、誰よりも強い実践力を示
してください。
　新入生の皆さんは、これから「創造」の世界に入り前進するた
めの準備として、多くの本を読み、友人を作ることで、チャレン
ジする力とエネルギーを蓄えてください。前進することは容易
ではありません。しかし、少しずつでも進み始めると新しい道標
が見えてきます。目標が見えてきます。そして動機が高まりま
す。皆さんが強く前進できるようになることを期待しています。

若尾 真治

勇往邁進

先進理工学部長
研究科長

WAKAO, Shinji

　日本全国から、また海外から早稲田大学に集った新入生の皆
さん、ご入学おめでとうございます。先進理工は、多様な学問領
域において真理の探究から社会実装までを網羅する学部6学科
と学際型専攻や他大学との共同専攻なども含めた研究科11専
攻で構成されています。先進的な科学技術領域で真に活躍でき
る人材育成を目指した教育研究活動が、学部・大学院を通じて切

れ目なく展開されており、その中で思う存分に知的好奇心を満
たしてください。キャンパスでは、数多くの公認サークルをはじ
め課外活動も盛んにおこなわれています。生涯の友人はもちろ
んのこと、思いもよらなかった皆さんの可能性に気づかせてく
れるような人との出会いもあることと思います。早稲田大学で
のキャンパスライフを通じて、将来どのような自分でありたい
かを見い出し実現してください。皆さんの健闘を祈ります。
　早稲田大学をこの春に巣立つ卒業生・修了生の皆さんにも、心
からエールをおくります。若い時の経験は、その後の人生を方
向付ける重要な意味を持ちます。既にこのキャンパスで仲間と
ともに数多くの有益な経験をされたかと思いますが、新たなス
テージでも最高のスタートダッシュをかけて、これまで同様に
果敢にチャレンジを重ね、皆さんの可能性を最大限に拡げてい
ただくことを期待しています。
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平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
理工学術院より4名の教員および職員から1グループが受賞

金属材料の疲労き裂治癒技術の開発

理工学術院統合事務・技術センター
伊藤正徳、齋藤泰秀、細井肇、
柿下尚哉、島田剛

※所属は受賞時のものです。

左から、5名の職員（島田剛、柿下尚哉、細井肇、齋藤泰秀、伊藤正徳）、
菅野重樹教授、濱田道昭准教授、細井厚志准教授、山口潤一郎准教授細井厚志准教授 山口潤一郎准教授

菅野重樹教授 濱田道昭准教授

高密度電子衝突による金属疲労き裂の治癒 高密度電子衝突による転位の消滅

　理工学術院の研究者4名と1グループ5名の職員が、科学技術
分野で顕著な功績があったとして「平成29年度 科学技術分野
の文部科学大臣表彰」を受賞いたしました。
　科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究、ま
たは発明を行った研究者を表彰する「科学技術賞研究部門」に、
菅野重樹教授が選ばれました。また、萌芽的な研究・独創的視点
に立った研究等高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあ
げた若手研究者を表彰する「若手科学者賞」には、濱田道昭准教

　機械・機器部材の破壊事例の原因の多くが疲労破壊であり、 
金属材料の疲労き裂治癒技術の確立は機械・構造物の安全性向
上および長寿命化を図るために必要不可欠です。基幹理工学部 
機械科学・航空学科の細井厚志研究室では、高密度電流場や熱処
理温度を制御することにより、金属の原子拡散現象を利用した
き裂治癒技術を提案しています。
　高密度電流を印加することで、疲労き裂が閉じたり、転位が移動
または消滅することを明らかにしました。また、適切な熱処理を施す
ことで70%以上の強度回復にも成功しています。本技術の実現に
より、構造物の長期信頼性を格段に向上させることが可能で、維持
管理コストの削減や環境負荷低減といった効果が期待されます。

授、細井厚志准教授、山口潤一郎准教授が選ばれ、さらに、青少年
をはじめ広く国民の科学技術に関する関心及び理解の増進等 
に寄与、または地域において科学技術に関する知識の普及啓
発等に寄与する活動を行った個人もしくはグループを表彰
する「科学技術賞理解増進部門」に理工学術院統合事務・技術 
センターの1グループ5名の職員（伊藤正徳、齋藤泰秀、細井肇、
柿下尚哉、島田剛）が選ばれ、それぞれ文部科学省にて表彰式が
行われました。

▪️細井厚志准教授のお話
　現在は様々な金属で実験をしているところですが、工程とし
て炉に入れる必要があるために、小さな部品でしか結果を得ら
れていません。実際の構造物などに行なうにはまだまだハード
ルがありますので、もう少し改良していけたらと考えています。
　また、材料によっても向き不向きがあるようで、これまででは
ステンレスに対して最も効果的でした。他に代表的な金属とし
ては、炭素鋼に対しても可能です。機械系で一般的に使われてい
る材料ですが、炭素を入れると、純粋な鉄よりも強度が上がるの
でよく使われているのです。その他にも、耐熱合金などで効果を
確認しています。

Crack propagation

100μm

（a）電子衝突前 （b）電子衝突後
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「エネマネハウス2017」 早稲田大学・芝浦工業大学チームが
優秀賞・チャレンジ賞を受賞  

世界最軽量「手のひらサイズ580g」 医療用ガンマ線可視化カメラを開発

コンソーシアムのメンバー モデルハウスの来場者は１万人を超える 授賞式の様子

本研究で開発した「手のひらサイズ」の世界最小ガンマ線カメラ 生体マウスに集積した各薬剤の２次元画像と３色合成画像（左）　マルチアングル撮影により取得した3Dマルチカラー画像（右）

　学生が考える次世代のゼロ・エネルギーハウス建築コンペ
ティション「エネマネハウス2017」に、早稲田大学と芝浦工業
大学の学生と教員、複数の民間事業者から構成されたコンソー
シアムが参加していましたが、この合同チームが優秀賞ととも
にチャレンジ賞に選ばれました。2017年12月17日の講評
会・表彰式では、鉄骨造の工業化住宅の改修という難題に取り組
んだ点が高く評価されての受賞となりました。
　今回の主題は「“LIFE DESIGN INNOVATION”～住まい・
コミュニティに多様な新しい価値を創造する～」というもので

　先進理工学部 応用物理学科の片岡淳教授らの研究チームは、
大阪大学、量子科学技術研究開発機構、浜松ホトニクス株式会社
と共同で、ガンマ線を可視化する世界最軽量の小型カメラ（重
量580グラム）を開発しました。さらにこのカメラを用いて、3
種の異なる放射性薬剤を投与した生体マウスの3D同時分子イ
メージングにも世界で初めて成功しました。
　レントゲン撮影に代表される放射線イメージングは、一般に
2次元静止画を基本とし、エネルギー情報を持ちません。また、
ガンやアルツハイマー病の早期発見に有用なPET（陽電子断層

したが、これに合同チームは、「この郊外の片隅に ―わたしと家
の約80年のものがたり－」というテーマで取り組みました。
　早稲田大学と芝浦工業大学は、過去2回の大会にもそれぞれ
参加しており、前回の「エネマネハウス2015」では2校そろっ
て最優秀賞を獲得するなどの実績を残しています。今回は大会
初となる2校合同チームでの参加となりましたが、これまで両
校が得てきた経験や知識を結集させ、さらに発展させることが
期待されていました。この周囲からの期待に対して、合同チーム
は見事に結果で応えた形です。

撮影）も511キロ電子ボルト（keV） のガンマ線を対象とし、画
像は白黒です。そこで、任意のエネルギーのガンマ線を手軽に可
視化することができれば、生体内に特性や集積箇所の異なる多
種多様なマーカーを投与して同時に追跡することが可能となり
ます。いわば、白黒テレビがカラーテレビに置き換わるほど劇的
に情報量が増加すると期待されており、将来的には、より”人間
の目に近い”ガンマ線カメラの実現につながり、また次世代分子
イメージングの可能性を拡げるものとなります。
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「2018年度  学部・大学院１年生ご担当の先生から」

村上 順 内田 真人

教授
数学科

教授
情報理工学科

MURAKAMI, Jun UCHIDA, Masato

陳腐化しない知識や技術を身に付けよう

　人工知能（AI）に代表される技術革新により、産業・就業構造が劇的に変化
するといわれています。このような状況では、現時点での最先端技術を表面
的に学ぶだけでは不十分であり、時流の変化にも柔軟に対処することのでき
る、陳腐化しない知識や技術を身に付けることが重要です。そのために、何の
制約もなく好きなだけ時間を費やせるのは学生の特権ですので、思う存分享
受して下さい。

後藤 滋樹 山口 誠一

教授
情報理工学科

准教授
機械科学・航空学科

GOTO, Shigeki YAMAGUCHI, Seiichi

成功と失敗の両方を学習すること

　人工知能（AI）に学習させるために正しい例題を無限に教えても、その結
果は飲料の自動販売機の能力にも達しません（帰納的学習の理論）。間違っ
た例題を学習しないと本格的な機能は実現できないのです。これは人間の学
習においても当てはまります。学生諸君は正しいことを正しいと学ぶだけで
はなく、間違っていることを間違っていると学習して、それぞれの分野の専門
家の道を歩んでください。

伊藤 公久 川本 広行

教授
応用数理学科

教授
機械科学・航空学科

ITO, Kimihisa KAWAMOTO, Hiroyuki

こころの自由

　新入生の皆さんご入学おめでとうございます。
　多くの若者が都会にあこがれるのは、地元での様々なしがらみから解き放
たれて、「こころの自由」を手に入れたいからだという話があります。新入生
の皆さんも、他者との競争や比較といった束縛を自ら断ち切り、このキャンパ
スで「こころの自由」を手に入れませんか。その第一歩は「比べることの無意
味さを知ること」だと思います。

庄子 習一 亀山 渉

教授
電子物理システム学科

教授
情報通信学科

SHOJI, Shuichi KAMEYAMA, Wataru

スタートラインに立って

　新入生の皆さん、基幹理工学部へようこそ。
　皆さんは、今、正にスタートラインに立ち、大学生としての生活を始めよう
としています。期待に胸は膨らみ、鼓動が鳴りやまないかもしれません。そし
て、新しい何かが始まる予感がしていることでしょう。その思いを忘れずに、
ゴールまで駆け抜けて下さい。駆け抜ける皆さんを、私たちは最後まで全力
で応援します。

清水 泰隆 佐藤 哲也

教授
応用数理学科

教授
機械科学・航空学科

SHIMIZU, Yasutaka SATOU, Tetsuya

自由意思で未来を拓け！

　ご入学おめでとう。大学での生活に胸を躍らせていることでしょう。大学で
の生活はこれまでとは格段に自由度が上がり、やりたいことは何にでも挑戦
できます。しかし、その反面、やめたくなったら自由にやめられるのもまた大
学生活の怖いところ。皆さんのやる気や姿勢によって未来はどのような方向
へも転がります。その選択は皆さん次第。積極的に動いて、新しい未来を切り
拓いてください！

前原 文明 及川 靖広

教授
情報通信学科

教授
表現工学科

MAEHARA, Fumiaki OIKAWA, Yasuhiro

今こそ多様な価値観を

　これまで、絶対的な見え方、答えがあると教わって来たかもしれませんが、
我々の世界はそんなに簡単ではありません。同じものでも見方を変えれば
違ったものとして見えてきます。自分が見ているもの、聞いているものが、他
の人にも同じに見えている、聞こえているということはありません。世界は大
きく動いています。なぜ？どうして？を大切にして、有意義な大学生活を送っ
てください。

田中 和永 山本 知之

教授
数学科

教授
電子物理システム学科

TANAKA, Kazunaga YAMAMOTO, Tomoyuki

多様な価値観を認める力を養おう

　ご入学おめでとうございます。基幹理工学部へのご入学を歓迎いたし 
ます。基幹理工学部では、1年次は共通の教育を受け、2年次から各学科に 
分かれて教育を受けます。この制度によって、基幹理工学部の卒業生の多く
は、卒業後も学科の壁を越えた友人を数多く持っています。更に枠を広げて、 
学内外の多くの人と交わり、多様な価値観を認める力を養って頂きたいと 
思います。

高口 洋人 西谷 章

教授
建築学科

教授
建築学科

TAKAGUCHI, Hiroto NISHITANI, Akira

人としての幅を広げましょう

　新入生の皆さん、建築学科への入学を歓迎します。早稲田の建築学科は私
学最古の歴史を持ち、学界、産業界に多くの卒業生を送り出してきました。情
報技術の発展やSNSの普及など、時代は目まぐるしく変化しています。この
変化に対応して次の建築界を担うために、ぜひさまざまなことに関心をもっ
て、自分自身の幅を広げてください。幅の広さは、あなたの能力・魅力を大き
くするはずです。
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高西 淳夫 宮下 朋之

教授
総合機械工学科

教授
総合機械工学科

TAKANISHI, Atsuo MIYASHITA, Tomoyuki

新入生の皆さんへ

　機械工学は製造業の重要な基盤の一つで、周辺技術分野と密接に関連を
持ち、ロボット技術や自動運転技術などのフロンティア分野での活動を推進
させるための必要不可欠な技術です。今後の社会の発展を支えるための学
問領域であり、充実した学生生活にしていただければと思います。

後藤 正幸 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

GOTO, Masayuki TAKATA, Shozo

素晴らしい出会いを！

　ご入学おめでとうございます。大学生活の4年間は人生の中でも本当に貴
重です。大学は、自らの知識や能力を高めるために精進し、力強く生きてゆく
ための基礎を仲間と共に築く場所です。大学で作った人々との絆は、この先
の長い人生において皆さんの財産になることでしょう。たくさんの良い出会
いをし、素晴らしいネットワークを築いて下さい。皆さんの4年後の姿を楽し
みにしています。

岩波 基 小野 潔

教授
社会環境工学科

教授
社会環境工学科

IWANAMI, Motoi ONO, Kiyoshi

新入生のみなさんへ

　入学おめでとうございます。大学時代は、学業以外にも色々なことが経験
出来る貴重な時期だと思いますが、学業がおろそかになっては本末転倒で
す。今、何をやるべきかを考え、自分で責任をもって行動するように心がけて 
ください。また、大学では初めての経験も多く、不安な点、分からない点も 
あると思います。その時は、私達担任をはじめ、先生方に遠慮無く相談して 
ください。

山口 勉功

教授
環境資源工学科

YAMAGUCHI, Katsunori

環境資源工学科新入生の皆さんへ

　ご入学おめでとうございます。本学科は、地下資源の生成過程解明や探
査・開発に取り組む「地球・資源」、未利用鉱物資源からの新素材開発や資源
循環を目指す「素材・循環」、さらに環境計測と健康・環境リスク低減に挑む

「人間・環境」に関する学問の魅力を伝えていきます。環境資源工学という学
問で社会が抱えている課題を解決し、わたしたちの未来を確かなものにしま
しょう。

望月 維人

教授
応用物理学科

MOCHIZUKI, Masahito

「できること」、「やりたいこと」

　大学ではやりたいことに全力で取り組んで下さい。大事なことは「これなら
自分にできそう」ということではなく、「楽しそう、面白そう、やりたい」と思え
ることです。「楽に単位が取れそう」という科目ではなく、「学びたい、知りた
い」という科目です。自分が本当にやりたいことは、苦労も困難も乗り越えら
れます。学生時代にこうして得られた達成感は、必ず君達の一生の財産にな
ります。

寄田 浩平

教授
物理学科

YORITA, Kohei

大切なこと

　入学おめでとうございます。
　重力波等の自然からの貴重な情報は地球上のあらゆる人に平等に降り注
いでいます。大切なことはそれらを観測できる検出技術を持っているかで
す。大学はまさにそういう場所です。これから降り注ぐ膨大な知識や最先端
技術を自主的に学び、自分の言葉で解釈する。この過程を繰り返すことで、必
ずや自然の深遠に迫れることでしょう。教員一同、楽しみにしています。

翁 嘉華

准教授
経営デザイン専攻

WENG, Jiahua

「経営」をデザインできる人財になろう

　当専攻は、製造、物流、金融、コンサルティング、ITなど多様な業界の経営
幹部から直接講話が聞ける講義科目や、実社会での経験をするためのイン
ターンシップ科目等、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。是非この2年間を大事にし、経営上の問題を発
見・解決する力だけでなく、長い視点で「経営」をデザインする力も磨いて頂
きたいと思います。

シュレヒト・ヴォルフガング

教授
社会文化領域

SCHLECHT, Wolfgang

好奇心を絶やさずに!

　新たな生活に期待と不安を抱いていると思いますが、心配はいりません。
本校は国際色豊かで、諸外国から学生がきています。日本人だけでなく、他の
国々や文化圏の学生たちとの交流も糧となるでしょう。東京では展覧会や芝
居など、様々な「新しいもの」に触れられます。勉学に励みつつ、たくさん体験
し、発見してください。ここで得たものは、今後の人生の宝物となるでしょう。
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井上 貴文 合田 亘人

教授
生命医科学科

教授
生命医科学科

INOUE, Takafumi GODA, Nobuhito

自分らしい生命医科学の道標を探せ

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　健康寿命が70歳を越える高齢化日本の基盤を支えているのが生命医科
学です。複雑な生命現象を最先端の技術で解析し、得られる莫大な情報から
紐解くことが求められています。知的好奇心のアンテナを広く張り巡らせ、常
に向上心を持ちながら貪欲に学ぶことで自分を磨き続けてください。その先
に、進むべき道標を見つけることができるはずです。

柴田 重信

教授
共同先進健康科学専攻

SHIBATA, Shigenobu

新たな発展の研究活動の場

　ご入学おめでとうございます。本専攻は、早稲田大学と東京農工大学との 
連携で開設されたもので、両大学の得意とする、工学、理学、農学の融合を見
据えて設立され、博士課程でありながら、多角的な種々の学習のカリキュラ
ムや場が提供されています。研究能力だけではなく、幅広い教養や国際的感
覚なども身に付けて社会に通用する人材を供給することも本専攻の使命と
考えています。

岩﨑 清隆

教授
共同先端生命医科学専攻

IWASAKI, Kiyotaka

未来創造

　新入生の皆様、博士課程へのご入学おめでとうございます。人の治療・診
断に用いる先端医療技術の承認の意思決定に必要な評価科学の深化、実社
会での健全な使用を推進するシステムの構築等、先端技術を迅速かつリスク
を低減して患者さんに届けるための新たな知の創造が求められています。人
そして社会をより良くする価値創造への挑戦を期待しております。充実した
大学生活をお送りください。

庄子 習一

教授
ナノ理工学専攻

SHOJI, Shuichi

幅広く知識を深めよう

　ご入学・ご進学おめでとうございます。ナノ理工学専攻は電子、物理、化学、
材料等、様々な学部教育を受けた学生が集う学際専攻で、今や多くの産業の
基盤技術として浸透している機能性ナノ材料やナノテクノロジー等ナノ理工
学の基礎を学ぶことができます。違う背景を持つ学生同士が異なる視点で活
発に議論することで、先進的な研究開発に不可欠な幅広い知識を深めること
を望みます。

大山 隆

教授
生命理工学専攻

OHYAMA, Takashi

直向きに

　入学おめでとう。学部生時代は、いわゆる“指示待ち”であった人が案外多
いのではないでしょうか。大学院では、主体的、且つ直向きな研究生活を送る
ように心がけてください。そうすれば、たとえ意図した研究の成果が得られ
なくても、予想外の発見や幸運に恵まれる（セレンディピティに遭遇する）か
もしれません。セレンディピティによってノーベル賞をとった科学者はたくさ
んいます。皆さんの活躍を期待しています。

中田 雅久

教授
化学・生命化学科

NAKADA, Masahisa

化学で世界に貢献する国際人を目指せ！

　新入生の皆さん、入学おめでとう。早稲田大学を十分に活用して長いよう
で短い大学生活を充実させてください。化学は間口が広くて奥行きのある、
とても魅力的な学問分野です。皆さんの気に入る化学が必ずあります。これ
からの化学を発展させるのは皆さんです。大学で多くの学問と人に出会い、
新しいことに挑戦して成長し、化学で世界に貢献する国際人として卒業でき
るよう頑張って下さい。

下嶋 敦 細川 誠二郎 花田 信子
教授 応用化学科 准教授 応用化学科 講師 応用化学科

SHIMOJIMA, Atsushi HOSOKAWA, Seijiro HANADA, Nobuko

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。応用化学科は、昨年に創立100周年を迎え
た伝統ある学科であり、世界をリードするバラエティーに富んだ教員や先輩
達が活躍しています。基礎と応用の両面を学ぶことで「役立つ化学・役立てる
化学」を身に付け世界で活躍する人材となることを期待しています。高校ま
でとは違う新たな世界が待っていますので、価値観を広げて有意義な大学生
活を送って下さい。

井上 真郷 林 泰弘宗田 孝之柴田 重信 柳谷 隆彦

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

准教授
電気・情報生命工学科

INOUE, Masato HAYASHI, YasuhiroSOTA, TakayukiSHIBATA, Shigenobu YANAGITANI, Takahiko

「なりたい自分」への「はじめの一歩」

　ご入学おめでとうございます。
　電気・情報生命工学科では、「なりたい自分」が見つかるように、トップレベ
ルの教育・研究環境と進路をみなさんに用意しています。なりたい自分を見
つけるのは他ならぬみなさん自身です。 なりたい自分を見つけるために、受
身ではなく、覚悟をもって「はじめの一歩」を踏みだしてください。努力の先
には明るい未来が拓かれています。
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古月 敬之

教授
情報生産システム研究科

FURUZUKI, Takayuki

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。

石田 航星

専任講師
建築学科

ISHIDA, Kousei

建築施工という分野について

　建築施工は設計図面に基づいて建てる方法を考える分野で、ＢＩＭや３Ｄ
スキャナなど最先端の研究が盛んに行われています。新入生の多くは建築家
や構造家などの設計者を目指し入学したと思いますが、設計者に至る道は狭
く険しい道です。もし、歩む道の険しさに挫けそうになったときには「建築施
工」という分野の門を叩いて下さい。施工分野はいつでも新たな人材を受入
れる分野です。多くの方に関心を持って貰えれば嬉しく思います。

石村 康生

教授
総合機械工学科

ISHIMURA, Kousei

多様な相互作用から新たな構造を創る

　北海道大学、宇宙航空研究開発機構を経て、総合機械工学科に着任しま
す。構造物を対象として、振動伝達や接触・摩擦などの“相互作用”に焦点を
当てながら、構造システムの設計の研究をしています。環境との相互作用に
よって自律的に形状を変える適応構造物など新しいシステムの創造なども
含んでいます。皆さんと一緒に、身近な構造物から果ては宇宙に広がる大規
模構造物まで、楽しく研究をしていきたいと考えております。

山路 哲史

准教授
共同原子力専攻

YAMAJI, Akifumi

あなたの What’s NEWを見つけよう！

　入学・進学おめでとうございます。大学・大学院は最新の知を学び、誰も
知らない新しい知を生み出す場です。ここでしかない、あなたにとっての
What’s NEWを見つけて下さい。困ったとき、迷ったときは遠慮なく相談に
お越し下さい。

朝日 透

教授
先進理工学専攻

ASAHI, Toru

5年一貫制で付加価値を高めよう！

　本専攻では、文部科学省リーディング理工学博士プログラムの支援を受
け、国際社会が抱える課題に取組める理工系博士人材を育成します。産官協
働で、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5年間かけて涵養します。世界を舞台に
活躍できるリーダーを目指し、様々な活動を通して自らの付加価値を大いに
高めて下さい。

成田 宏秋

教授
数学科

NARITA, Hiroaki

保型形式論－関数としての姿に迫る

　私の研究対象である保型形式論は整数論の一分野ですが、整数論の基本
定理である類体論を高度に一般化した「非可換類体論」という枠組みで理解
でき、整数論において物理で言う「統一場理論」と似た役割を果たすと期待
されております。私の問題意識は保型形式の「関数としての姿」に迫ることで
す。これにより整数論に限定しない幅広い分野との関係も透明になると信じ
ております。母校で研究活動をより強力に推進できれば幸いです。

寺内 多智弘

教授
情報理工学科

TERAUCHI, Tachio

バグのないソフトウェアを目指して

　今日の情報化社会において、コンピュータソフトウェアは生活のいたる
ところで使用されており、ソフトウェアの不具合は大きな社会的課題となっ
ています。私は、ソフトウェアプログラムの不具合を検出し正しさを保証する

「プログラム検証」や正しいプログラムを自動生成する「プログラム合成」の
研究を推進しています。型理論や定理証明等からC言語プログラム検証や耐
タンパコード合成等まで理論と応用を横断する幅広い研究です。

「ご着任の先生から」

関谷 弘志 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

SEKIYA, Hiroshi TOMONARI, Shinichi

環境エネルギー問題への対策を目指して

　新入生の皆さん、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。パリ協定に代表される昨今の地球環境問
題やエネルギー問題に関連したテーマの研究を進める中で、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。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。

撮影：五木田勉
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「ご着任の先生から」

※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。

谷水 義隆

教授
経営システム工学科

TANIMIZU, Yoshitaka

ものづくりイノベータの育成をめざして

　長年住み慣れた大阪の地を離れ、2018年4月から経営システム工学科
で教育・研究に携わることになりました。講義は、生産工学や生産マネジメン
トに関する科目を担当します。研究活動では、製造環境の変化に迅速に適応
する高度変動適応型生産システムの構築をめざして、動的スケジューリング
やグリーンサプライチェーンの研究開発に取り組んでいます。学生の皆さん
のポテンシャルを引き上げ、成長に貢献できるように頑張ります！

高山 あかり

専任講師
物理学科

TAKAYAMA, Akari

奥深い低次元の世界へ！

　物体の端っこである「表面」は、３次元の結晶とは全く異なる性質を持つこ
とがあります。表面や界面などの低次元系でおこる不思議な物理現象は、ま
だまだ未解明なことが多く、私の研究分野では様々な実験手法を用いてその
詳細に迫ります。複雑で奥深い低次元の世界で、好奇心にあふれた早稲田大
生のみなさんと一緒に、科学の醍醐味である「物の理」を探求したいと思って
います。

鬼頭 朋見

准教授
経営システム工学科

KITO, Tomomi

複雑な関係性を科学し、価値を創出する

　私達の社会は、人・企業・組織・国といった多様な主体間の、複雑な関係性
により織り成されています。その中で新たな価値を創出し維持していくため
の、広い意味での「ものづくり」を、複雑ネットワーク科学、ビッグデータ解
析、シミュレーション、さらに幅広い分野の知見を応用した領域融合的アプ
ローチで研究しています。常に研究を楽しむ姿勢を持ち続け、また学生さん
や周りの方とも共有していきたいと思っています。

北 智洋

准教授
応用物理学科

KITA, Tomohiro

高機能光集積チップの実現

　レーザーや光検出器などの様々な光デバイスを微小なシリコンチップ上
に実現するシリコンフォトニクスという技術の研究を行っています。シリコン
フォトニクスは、光通信の分野から発展してきた技術ですが、これからはセン
シングや医療応用といった多様な分野へと展開されていく事が期待されて
います。学生時代に御世話になり二十年ぶりに戻ってきた早稲田大学で、本
分野の第一線で活躍できる研究者を育成していきたいと思います。

岩波 基

教授
社会環境工学科

IWANAMI, Motoi

社会基盤の維持更新できる技術の伝承を目指して

　私の専門は土木工学の特にトンネル工学です。都市のトンネルは多くの用
途で社会基盤として用いられていますが、その維持管理や更新を行う技術者
が極端に減少しています。そこで、早稲田大学の優秀な学生の皆さんに、私と
ともに研究を進める過程で、社会基盤を支える技術者や研究者となってもら
い、技術を伝承して、さらに発展させていくことの重要性を理解してもらう努
力をしていく所存です。

近藤 圭一郎

教授
電気・情報生命工学科

KONDO, Keiichiro

電気鉄道・電気自動車～電気モビリティシステム～が拓く未来の社会

　電気鉄道や電気自動車など電気でモノを駆動する“電気モビリティシステ
ム”は、高エネルギー効率な移動手段としてその拡大が期待されています。ま
た、移動という人の基本的欲求を満たすシステムとして、さらに便利で快適
なものになることが求められています。電気鉄道や電気自動車を対象に、パ
ワーエレクトロニクス技術やモータドライブ技術などの応用研究を通じてこ
れらの期待に応えたいと考えています。

佐藤 靖彦

教授
社会環境工学科

SATO, Yasuhiko

最先端を最前線へ

　半世紀もの長きにわたり住み馴れた北海道を離れ、伝統ある早稲田大学
から日本と世界に向けた研究・教育に取り組めることを大変嬉しく思います。
私が専門とする橋梁やダム等の社会基盤施設の安全性に関わる研究は、今
ある生活を支える研究でありながら新しい生活を生み出す研究でもありま
す。「最先端の技術を最前線に整備することで新しい社会を創造する」、そん
なチャレンジング精神旺盛な学生と会えることを楽しみにしています。
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入江 克

教授
情報理工学科

IRIE, Masaru

臙脂の旗・
諸君は一人ではありません

　入江がプリンストン大学から早稲田に戻ってきた時、諸先輩の強い援助で
写真のような独自のプラズマ閉じ込め原理で動く核融合実験装置（FBX-II 
写真左:飯吉厚夫核融合科学研究所所長、右:入江）を今の西早稲田キャンパ
ス内に建設して頂きました。
　その研究を続けることは出来ませんでしたが、その後身となる装置が国際
熱核融合炉（ITER）計画を牽引してきた米国プリンストン大学と英国オック
スフォード州で稼働しています。
　諸君は決して一人ではありません。臙脂の旗に思いを寄せる多くの人々が
います。

三輪 敬之

教授
総合機械工学科

MIWA, Yoshiyuki

それぞれが生き生きと表現

　「人が旅をするのは、到着するためではなく、旅をするためである」と語っ
たゲーテの言葉が好きです。旅を「研究」に置き換えると、そのまま私にも当
てはまります。研究を始めるには、どのように自分に問いかけるかが重要で
す。その答がみつかると、それがまた次の問いかけになっていきます。また、
同時代の社会システム技術に対して「何か変だ」という違和感を持つことも
必要であると思います。入学してから半世紀、学生として教員として多くのこ
とを学ばせていただきました。学生諸君には、対等感をもって生き生きと表
現し、それぞれが可能性を創りあげていくことを期待します。

嘉納 成男

教授
建築学科

KANO, Naruo

新しい技術を追い求めて 

　私が早稲田大学に入学したのは約５０年前の1966年である。当時は５１
号館の建設の真っ最中であった。この頃鉄骨は真っ赤に熱したリベットで接
合していた。しかし現在では、接合は高張力ボルトか溶接に代わっている。技
術は一歩一歩進んで行くものであり、開発の当時は、コストが高い、品質が悪
い、使い難いなど言われていても、改良を重ねる毎に、技術は新しいものに
置き換わっていく。諸君らも、現在「無理だ」との考えに惑わされることなく、
新しい技術を追い求めてもらいたい。それらはいつか、世の中で役立つ技術
となり社会に大きな貢献を為すと思う。

曽田 五月也

教授
建築学科

SODA, Satsuya

感謝

　早稲田大学に入学したのは約50年前です。大学院修了後に他大学・企業
での勤務を経て、早稲田大学には27年間勤めました。この間、学びに関して
も遊びに関しても常に早稲田に関わってきました。多くの恩師、先輩、同級生
の力添えのお陰で、早稲田に居ても、外に居ても、何をしても、失敗を恐れる
ことなく、どんどんやることができました。これから先の私の人生でも、これ
らの方々との交流が何にも勝る力になると思っています。早稲田大学に入学
したことは本当に幸運であったと思っています。早稲田大学に感謝するとと
もに大学の増々の繁栄を願っています。

森野 美樹

特任教授
機械科学・航空学科

MORINO, Yoshiki

早稲田よ、宇宙へ！

　２０１０年から８年間、お世話になりました。早稲田の前には３０年余り宇
宙開発事業団／JAXAで研究開発に従事していましたが、その知識・経験を
早稲田の若い人たちに少しでも有意義な形で伝えられていたら、これに勝る
幸せはありません。宇宙は人類の永遠のフロンティアとして無限の空間に広
がっています。地上での日々の営みが、多かれ少なかれ宇宙と繋がっている
ことが感じられる今日この頃です。早稲田の活力、英知がその開拓に向かっ
て発揮されることを切に願っています。

片山 博

教授
経営システム工学科

KATAYAMA, Hiroshi

前途洋 た々る新入生諸君に

　国際化が急速に進展している昨今、日本の国力を支える産業は大きな転
機を迎えています。このような環境にあって我々に大切なことは、考える力
を強化すること、柔軟にして揺るぎない価値観を持つこと、国際感覚を養うこ
と、などであろうと思います。とりわけ、大学は自身の改造に取り組む場です
から、自分を変えることを恐れないことです。私自身、52年前に田舎の高校
から本学に入学して以来、右往左往しながら多くのことを先生方や先輩、同
期生から学びました。皆さんも本学で自身を向上させるための一生の財産を
育み、それを武器に未来を切り開いていって下さるよう切に望みます。

「ご退職の先生から」



12

ごあいさつ MESSAGE

清宮 理

教授
社会環境工学科

KIYOMIYA, Osamu

早稲田大学の退職にあたって

　平成9年に早稲田大学に運輸省から着任して21年間の教員生活でした。
過ぎてしまえば一舜の期間ですが、教育、研究、社会活動に楽しく仕事ができ
た職場で周囲の方に感謝の気持ちで一杯です。一般の会社などと異なり上
司、部下も実質的に居なくてすべて一人ですることに最初は戸惑いました。
しかし慣れてくると、出勤簿は無いうえ、自由に自己責任でできる職場であ
ることに気付きました。早稲田大学の良いことは私学で独自性を発揮でき
ること、卒業生が各方面で活躍していること、世間での覚えが良いことです。 
このペースで伝統と進取の気持ちの調和の早稲田大学であってと願って 
います。

栗原 進

教授
物理学科

KURIHARA, Susumu

物理に魅せられ半世紀

　高校生の時にボーアの原子模型に出会い、強い衝撃を受けました。ある奇
妙な条件を認めさえすれば、水素原子の発光スペクトルが理論的に導き出
せるというのです。この見事な成果の背後には何か深遠な世界があるに違い
ないと予感したのが物理学との出会いです。それから30年の曲折を経て、
1996年の春、物理学科に研究室をもつことになりました。以来22年、81
名の学生諸氏と物性理論に関し多くの実りある議論をすることができたの
は大変幸福なことでした。物理学科設立50周年の2015年には、日本物理
学会の年次大会を早稲田キャンパスで開くことができたのも素晴らしい思
い出です。一昨年になって重力波が発見され、高校生の時と似た衝撃を受け
ました。退職後は再度アマチュアに戻って物理学の発展を楽しみたいと思い
ます。

小泉 淳

教授
社会環境工学科

KOIZUMI, Atsushi

集まり散じて

　定年退職を迎えて、学生の皆さんとともに勉強し、研究し、議論し、飲み、遊
び、大いに充実した時間を過ごすことができたことに感謝しています。皆さん
に教わることも多い教員生活でした。大学を去るにあたって皆さんに申し上
げたいことは、伝統をしっかりと引き継いで行って欲しいということです。い
ま、皆さんは、勉学においても、研究においても、また、就職においても、社会
から高く評価されています。しかし、このような状況は皆さん方の先輩が長
い時間をかけて築いてきたものです。後輩がますます評価されるように努力
されることを期待しています。

秋葉 裕一

教授
社会文化領域

AKIBA, Hirokazu

ただ、感謝のみ！

　理工学部一般教育に専任講師として迎えられたのは1976年のことだっ
た。本部から大久保に移ったばかりの理工キャンパスは、中庭の樹木も若木
ばかり、中央に51号館の18階建ての塔が聳え立っていた。以降、40年余を
塔の住人として過ごして来られたのは、ひとえに教職員、学生の皆さんの励
ましや包容力のおかげである。この間、私はおもに学部の1・2年生にドイツ
語を教えてきた。大学で初めて学ぶ外国語に学生たちが目を輝かせて取り組
む姿は、つねに私に励む力を与えてくれた。知的欲求と理解力のある学生に
恵まれて、幸せな教師生活であった。今は感謝の思いしかない。

中島 啓幾

教授
応用物理学科

NAKAJIMA, Hirochika

半世紀を振り返って ─古典に学ぼう─

　学生時代の６年間、企業兼務非常勤講師時代の１２年間、専任教員としての
２２年間、と合わせて４０年間をこのキャンパスで過ごしました。入学当時を
振り返って見るにつけ、科学技術の飛躍的な進歩のおかげで勉学環境やライ
フスタイルには大きな変化がありました。しかし、容易に入手できる多様な
情報の根源まで辿ることは却って難しくなっているように思います。皆さん
が興味・関心を持った事柄の源泉がどうやってこの世界に出現したのか。ま
た、どのように受け継がれながら発展してきたのかを改めて掘り下げてみる
と将来の展望が見えてくるかも知れません。古典に学ぶ心を大切に。

橋本 周司

教授
応用物理学科

HASHIMOTO, Shuji

追うべき夢を創る

　1991年に母校に戻って以来、27年間、多くの学生、教員、職員の皆様と
ご一緒できたことに心から感謝します。
　早大理工系は、世界の先端に追い付くための教育と研究で成功を収めま
したが、今は世界の先端を先導する教育と研究に注力しています。科学技術
の飛躍的な発展で人類の永年の夢の多くが実現しました。言い換えれば、こ
れは夢の枯渇を意味しています。これからの大学では新しい夢の創造が必要
です。高く掲げた皆の夢が社会の新しい活力を産みだすのです。新入生諸君
は、大学の主人公としてこの作業に加わって下さい。卒業生諸君は社会のそ
れぞれの持ち場から参加して下さい。
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4月  入学式

キャリアイベント

10月21日  創立記念日

11月  ペアレンツデー

「ご退職の先生から」

※都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。

岩本 伸一

教授
電気・情報生命工学科

IWAMOTO, Shinichi

災い転じて福となす

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。1974年に起こったオイル
ショックが、私の人生を変えました。2年間の米国大学院留学を終えて日本
の重電メーカーに就職しようと帰国した時、私を待っていたのは、ほとんど
全ての会社がオイルショックの為に新卒採用活動を中止したことでした。そ
の結果、就職を断念し博士号取得を目指すことになりました。しかし、それ
で、夢にも思っていなかった早稲田大学の教授になることができました。皆
さんもこれから、色々なことがあるでしょうが、苦難の時は、「災い転じて福と
なす」という言葉を信じ、一生懸命頑張ってください。

西出 宏之

教授
応用化学科

NISHIDE, Hiroyuki

現世を忘れぬ久遠の理想

　早稲田への入学おめでとうございます。専門を学び幅広い視野を身に着
け、世界で競いあう熱くワクワクする研究に参加するなかで、足元確かな理
想と夢を見つけていくことでしょう。その実現を支える知識と技量の修得を
後押しし、ときには叱咤激励しながら、社会でも「夢を産み出し高い志」でと、
送り出すことが役目と考えてきました。自身が卒業・退職する今年は、投げか
ける言葉に困惑気味です。「まだ夢があるんだ」と誇りをもって語り、これから
も学び続ける気概で裏付けていきたいと思っています。校歌一番「現世を忘
れぬ久遠の理想　輝くわれらが行手を見よや」と共に謳います。
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11月  理工展

3月  学位授与式

8月  オープンキャンパス

8月  小・中学生のための科学実験教室 「ユニラブ」
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