塔94
理

工

学

術

院

報

発行＝早稲田大学

理工学術院

東京都新宿区大久保3-4-1
03-5286-3000
（理工学術院統合事務所）
2019年3月17日発行

CONTENTS
メッセージ
科学の夢

竹内 淳─────────────────────────────────────── 02

夢を実現する場としての大学 戸川 望─ ───────────────────── 03
ワクワクする創造人

菅野 重樹─ ─────────────────────────── 03

集まり散じて 若尾 真治─ ───────────────────────────────── 03
ニュース
新しい英語学位プログラム
2018年4月より開始─ ───────────────────────────────────── 04
平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
4名の教員が受賞─ ─────────────────────────────────────── 04
私立大学では唯一卓越大学院プログラムに採択
電力・エネルギー分野での新産業創出を促進する
高度博士人材を育成─ ───────────────────────────────────── 05
TWIns設立10周年─────────────────────────────────────── 05
欧州との連携によるBeyond５G先端技術の研究開発
大容量アプリケーション向け
高速無線伝送システムの構築に向けて─ ────────────────────── 06
“口にくわえるだけ” で通常の歯磨きと同じ効果
手による磨き動作不要の次世代型全自動歯ブラシの開発に成功 ─ ─ 06

ごあいさつ
2019年度 学部・大学院 1 年生ご担当の教員から─────────────── 07
ご着任の教員から─ ─────────────────────────────────────── 11
ご退職の教員から─ ─────────────────────────────────────── 12

イベント
西早稲田キャンパスの１年─ ─────────────────────────────── 13

メッセージ

MESSAGE

科学の夢
理工学術院長

竹内 淳

TACKEUCHI, Atsushi
ご卒業ならびにご入学おめでとうございます。皆さ

ない夢のいくつかを実現できるでしょう。
人類は知識、

んは、門出を迎えて大いなる夢を抱いていることと思

空間、時間において到達可能な翼の範囲をさらに広げ

います。理工科が早稲田の地に開設されたのは111年

ることになります。皆さんも次の世紀に向けて人類社

前の1908年のことでした。それ以来、数多の学生た

会に貢献する偉大な夢をぜひ描いてみてください。

ちが早大理工で科学を学び、探求し、そして巣立ってい

一方で翻って世界を眺めてみると、近隣の国での核

きました。早大理工の学生たちにとって、理工のキャン

武装や超大国アメリカの大統領の想定外の動き、さら

パスは初々しい志を抱いて科学を本格的に学ぶ青春の

に南シナ海での19世紀的な領土拡張の争いなど、世

地であったわけです。この春から、この地を踏む方は科

界は混乱の中にあるようです。
そして日本では、
前例の

学の魅力を存分に楽しんで下さい。世界最先端の科学

ない急速な少子高齢化が進行しています。科学技術が

があなたを待っています。そしてこの地から飛び立つ

長足の進歩を遂げようとしている現代において、人間

人は、早大理工で培った実力を持って科学と社会の未

の社会は逆に深刻な停滞と退化の渦に巻き込まれてい

来をぜひ切り開いていって下さい。

ます。

言うまでもなく科学には夢があります。生物の一個

混迷の時代の中にあって正しい進路を指し示すため

体としての人間の運動能力と知的能力は極めて限ら

に必要なのは、
時代の動きを冷静に観察し、
人間の抱く

れていますが、科学技術がその限界をはるかに凌ぐ可

様々な情念をも考慮して、合理的に社会の動きを判断

能性を私達に与えてくれました。これからの100年で

する能力です。
早稲田で科学を学ぶ皆さんが、
科学の知

は、太陽系内の他の惑星への進出や人間の寿命の延長、

識だけでなく、幅広い教養と論理的な思考力もしっか

そして人類の思考能力を遥かに超える人工知能の誕生

りと身に着け、心に描いた科学の夢を近未来の社会で

など、20世紀後半のSFや映画で描かれていた途方も

大きく花開かせることを期待します。

早大理工の歩み
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
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メッセージ

夢を実現する場としての大学

ページを加えることになります。
また基幹理工学部・研究科では
今後さらに、基幹副専攻制度を発展し、英語学位プログラムの
導入やMajor/Minor制度の拡充、海外留学制度の発展・拡充な

基幹理工学部長
研究科長

戸川 望
TOGAWA, Nozomu

基幹理工学部・研究科に入学されたみなさん、学部・研究科を
卒業・修了されたみなさん、誠におめでとうございます。
基幹理工は、数学と基礎工学をベースに理学・工学を追求する

ど、
さまざまな取り組みを行っています。
基幹理工学部・研究科で学んだみなさんは、
基幹副専攻制度を
はじめ、高学年や大学院では、ゼミ・卒業論文、修士論文、博士論
文等の研究活動を通して、
非常に多くのことを身につけ、社会に
おける展開力を身につけたことと思います。新しい社会でのご
活躍を期待しております。
基幹理工学部・研究科には、
世界最先端の研究教育を行ってい
る教員・設備があり、非常に恵まれた環境にあると言えます。こ

ことを理念としています。こうした趣旨を源泉とする学科・専攻

の環境をいかに使いこなすかが、
みなさんに求められています。

が結集し2007年に発足しました。そして、今年2019年には

新入生のみなさんは、
ぜひ基幹理工学部・研究科にて自分自身の

学科専攻の専門領域を横断する新たな専攻として、基幹理工学

大いなる夢や目標を実現してください。

研究科に材料科学専攻が新設されました。基幹理工に新たな一

ワクワクする創造人

工学部・研究科を目指したという皆さんも多いと思いますが、こ
の機会に「創造」の意味を深く考えてください。創造という言葉
には夢があります。
新しいこと・ものが生まれる、
始まる、そこに

創造理工学部長
研究科長

菅野 重樹
SUGANO, Shigeki

新入生諸君、卒業・修了生諸君、おめでとうございます。
皆さん

はワクワク感があります。
期待があります。
今の日本社会にはイ
ノベーションが必要だと言われていますが、イノベーションを
起こすためには、
知識や経験の前にワクワク感が必要です。この
感覚をぜひ身に着けて、
創造人となってください。
卒業・修了生諸君は、
いよいよこのワクワク感を実践するとき
になります。伝統と革新を積み重ねてきた早稲田スピリッツに

は、入学と卒業・修了という、いずれも人生の大きな節目を迎え

創造の感覚をプラスして、
日本と言わず世界を変えてください。

られました。新しい生活が皆さんにとって充実したものとなる

創造理工は、
人と社会，
人と生活、
人と環境がキーワードです。必

ように期待しています。

ず「人」が付いています。
「人」を考える重要性を身に着けた創造

新入生諸君は、
「創造」が冠された学部・研究科のメンバーにな
りました。希望の学科・専攻が創造に設置されていたから創造理

集り散じて

人であれば、
世界を変えられると信じています。
ワクワクしてい
る創造人の活躍を大いに楽しみにしています。

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。これから出会う生涯の友人達とともに思う存分に知的好奇
心を満たし、様々な事にチャレンジできる早稲田大学でのキャ

先進理工学部長
研究科長

若尾 真治
WAKAO, Shinji

い出し実現してください。
この春に早稲田大学を巣立つ卒業生・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。このキャンパスで、仲間ととも

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。国内外から早

に、
数多くの有益な経験を積み重ねたことと思います。
新たなス

稲田大学に集った皆さんを心より歓迎いたします。先進理工は、

テージでも、
これまで同様に果敢にチャレンジを重ね、
皆さんの

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

可能性を最大限に拡げてください。一層逞しさを増した皆さん

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

との再会を楽しみにしています。

研究科11専攻で構成されています。科学技術領域で次世代の
リーダーとなる人材育成を目指し、学部・大学院を通じて教育研
究活動が切れ目なく展開されています。キャンパスでは、
数多く
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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

最後に、皆さんの未来が明るく前途洋洋であることを祈念し
て、
お祝いの言葉といたします。

ニュース

NEWS

新しい英語学位プログラム 2018年4月より開始
理工3学部は2018年度より、英語で学び学位を取得できる
学部課程のプログラムを刷新しました。

などによって教育・研究における指導体制を強化し、
世界トップ
クラスの理工系大学に匹敵する高水準のプログラムを提供する

世界で活躍する理工系グローバル人材の育成を目指す理工学
術院は、英語による履修だけで学部課程の学位を取得できる
「国

ものです。
また、主に海外の教育課程の修了者を対象とする「9月入学」

際コース」を2010年度に導入し、国内外から高い評価を受け

に加えて「4月入学」の受け入れを実施。英語で理工系科目を学

てきました。新しい「英語学位プログラム」は、この国際コースを

ぶためのスキルを身につける科目も提供し、日本国内の教育課

7つのMajorに再編成するとともに、科目の拡充や教員の増員

程の修了者にも広く門戸を開きます。
理工学術院は、この英語学位プログラムを核としてキャンパ
ス全体で高い国際性を実現し、多様な学生たちが触発しあって
新たな価値を生む、世界スタンダードの理工系教育環境を構築
します。

再編された理工3学部の英語学位プログラム

9月入学の留学生たちと共に専門科目を履修していく

平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 4名の教員が受賞
2018年4月、早稲田大学の研究者4名が、科学技術分野で顕
著な功績があったとして、
「平成30年度

科学技術分野の文部

授、高等研究所の藤枝俊宣准教授、先進理工学部 電気・情報生命
工学科の柳谷隆彦准教授ら4名が選ばれています。

科学大臣表彰」を受賞しました。
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、
基幹理工学部 情報通信学科の戸川望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、創造理工学部 総合機械工学科の石井裕之准教

基幹理工学部情報通信学科

今回表彰を受けた4名の研究者

左から柳谷准教授、
藤枝准教授、
戸川教授、
石井准教授

高等研究所

戸川望教授

藤枝俊宣准教授

創造理工学部総合機械工学科 石井裕之准教授

先進理工学部電気・情報生命工学科 柳谷隆彦准教授

※所属は受賞時のものです
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私立大学では唯一卓越大学院プログラムに採択
電力・エネルギー分野での新産業創出を促進する高度博士人材を育成
2018年10月、本学の「パワー・エネルギー・プロフェッショ

1.

ナル育成プログラム（以下、PEP育成プログラム）」
（プログラム

電力・エネルギー分野の課題・ビジョンの共通理解に
基づく全国主要大学間連携体制の構築

コーディネーター：大学院先進理工学研究科 林泰弘教授）が、平

2.

能動的に機能し刺激し合う産学官連携の推進

成30年度文部科学省「卓越大学院プログラム」に採択されまし

3.

社会実装を見据えた異分野融合教育の実施

た。この卓越大学院プログラムは、国内外の機関と組織的に連携

4.

技術の国際的相互運用性の追究と標準化の推進

しつつ、世界最高水準の教育力・研究力を結集した5年一貫の博

5.

外部資金研究と一体化した博士人材育成の仕組みの構築

士課程学位プログラムの構築、あらゆるセクターを牽引する卓越
した博士人材の育成、人材育成・交流及び新たな共同研究の創出
が持続的に展開される拠点の形成を狙いとする事業で、先進理工
学研究科（先進理工学専攻、応用化学専攻、電気・情報生命専攻、ナ
ノ理工学専攻）、基幹理工学研究科（機械科学専攻、電子物理シス
テム学専攻）、環境エネルギー研究科の7専攻が参画しています。
PEP育成プログラムは、Society 5.0の核となる「エネル
ギーバリューチェーンの最適化」による新産業創出を様々なセ
クターで主導する「知のプロフェッショナル」の輩出を目的とし
た博士人材育成プログラムです。これは、本学にて国際競争力を
持つ研究分野のうちの2分野、
『理工学分野』
（分散協調電力シス
テムによる「電力工学分野」と新機能･デバイスを創出する
「マテ
リアル分野」）、および『人社系分野』
（ エネルギー「制度」
「 社会」
「経済」等）において、次の5つの課題に挑戦する大学院教育改革
の先駆モデルとなることを目指しています。

TWIns設立10周年
早稲田大学先端生命医科学センター（以下、TWIns）は、
2008年に東京女子医科大学との医理工融合研究推進拠点と

リアル、AIなどの最先端テクノロジーを導入し、高度な先端技

して創設され、2018年に設立10周年を迎えました。

術を実現することが望まれていますが、
そのためには医学・医療

前年には、医療分野の研究開発の推進に多大なる貢献を評し
た「第1回日本医療研究開発大賞

経済産業大臣賞」を東京女子

医科大学と共同受賞したこともあり、2018年6月に開催した

と理工学の融合による生命科学や医理工学といった領域の深
化・発展が必要不可欠です。
TWInsで行われている研究分野は、生命科学、医学、理工学、

10周年記念式典では、官公庁を始めとした多くの来賓の方々

生物学、
など多岐にわたり、
新たな学問領域を生み出すには最適

より、次の10年に向けた期待のメッセージをいただきました。

な環境です。TWInsは高度先端医療の実現を目指す、次世代型

人類にとって健康や福祉は大きなテーマであり、病気の予防、

東京女子医科大学・早稲田大学 連携先端生命医科学研究教育施設

05

診断、治療には超微小システム、画像情報伝達技術、バイオマテ

通称「TWIns(ツインズ)」

医理工連携の推進拠点として活動しています。

10周年記念行事の様子

ニュース

NEWS

欧州との連携によるBeyond５G先端技術の研究開発
大容量アプリケーション向け高速無線伝送システムの構築に向けて
基幹理工学部電子物理システム学科の川西哲也教授の研究グ
ループは、千葉工業大学、岐阜大学、日本電気株式会社、高速近接

ルアクセスにおける5G／Beyond5G（5Gの次世代となる規
格）
システムの実現に向け研究が進められています。

無線技術研究組合とブラウンシュヴァイク工科大学、ドイツテ

本研究グループは、ネットワークに接続可能な300GHz帯

レコム等の欧州の７研究機関と共同で、
「大容量アプリケーショ

高速無線伝送システム技術開発に取り組みます。日本側の有す

ン向けテラヘルツエンドトゥーエンド無線システムの開発」を

る高速無線信号処理技術、テラヘルツ（THz）帯増幅技術と、欧

2018年7月より開始しました。

州側の有するTHz帯半導体回路技術を融合し、実際に屋外で使

スマートフォン等の普及により、すべての利用者が高速かつ
大容量のデータをやり取りすることが求められる現在、モバイ

える100Gbps超級のTHzシステムを実現し、Beyond5G向
け技術としての実用化を目指しています。

“口にくわえるだけ”で通常の歯磨きと同じ効果
手による磨き動作不要の次世代型全自動歯ブラシの開発に成功
創造理工学部総合機械工学科の石井裕之准教授と株式会社

また、株式会社Genicsは、社長である栄田源（大学院先進理

Genicsの共同研究グループは、手による磨き動作不要の次世

工学研究科博士課程在学中）が本学大学院修士課程在籍時に受

代型全自動歯ブラシの開発に成功しました。

講した
「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」
をきっかけに

口腔及び歯の健康は全身の健康に直結しているため、日々の
歯磨きは極めて重要です。しかしながら、筋力の低下した高齢者

起業した会社で、
今回の共同研究は、
本学のロボット研究とアン
トレプレナー人材養成教育が結実したものと言えます。

や上肢に障害のある方など、自力で歯磨きを行うことが難しい
人も少なからず存在しています。今回の研究では、このような
方々が、残存機能または最小限の介助によって健常者と同等の
歯磨きができる全自動歯ブラシの実現を目指しました。
今後、
実
証実験を進めて、2019年度中には試験販売開始の予定です。

ラスベガスで開催されたCESにて全自動歯ブラシを持つ石井准教授
（左）
と口にくわえる栄田氏
（右）

共同開発された次世代型全自動歯ブラシ
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MESSAGE

ごあいさつ

「2019年度 学部・大学院１年生ご担当の教員から」
自分の頭で考える時間を
教授
数学科

個性を生かして

教授
情報理工学科

教授
機械科学・航空学科

教授
情報理工学科

成田 宏秋

寺内 多智弘

川田 宏之

石川 博

NARITA, Hiroaki

TERAUCHI, Tachio

KAWADA, Hiroyuki

ISHIKAWA, Hiroshi

新入生の皆様、
ご入学おめでとうございます。我々が大学入学前の頃、
「大

新入生の皆さん、入学おめでとう。念願の大学生活が始まろうとしていま

学は自分で勉強するところだ」
と言われてきた記憶があります。大学で長年

す。これまでとはかなり違う環境で勉強し、課外活動を展開することになり

教えてきた今これに付け加えて助言すると、教わったことを単に鵜呑みにす

ます。相当昔に卒業した先輩としての私見ですが、
「あれもすれば良かった」、

るのではなく
「自分の頭で考える時間を沢山持って欲しい」
と言いたいです。

「こうしておけば良かった」
と反省することだらけです。時間は限られていま

大学生活は自由な時間が増えると思いますが、それをどのように有意義に使

す。大学生活は将来プロとなるための基本を学ぶことです。密度の高い有意

うか？ その一助言となれば幸いです。

義な時間を送ろうではありませんか。

「やりたいこと」
を
「できること」
へ

高校生から大学生へ

教授
応用数理学科

教授
機械科学・航空学科

教授
教授
電子物理システム学科 情報通信学科

小山 晃

川本 広行

谷井 孝至

甲藤 二郎

KOYAMA, Akira

KAWAMOTO, Hiroyuki

TANII, Takashi

KATTO, Jiro

今、諸君はこんなことがやりたいな、あんなことができるかなという夢を

新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます。皆さんはこれから４年間

もって入学してきたことと思う。
これから夢を実現するため充実した大学生

の大学生活にいろいろな期待を持たれていると思います。高校との違いとし

活をおくってください。一方、そのためには様々な苦労も課題も待ち受けて

て、皆さんが大学で学ぶことは、学年が進むに連れて、いわゆる
「専門性」
が高

います。
しかし、そういった困難が現れたときには決して先送りをしたり、抜

くなって行きます。将来、皆さんがその道の「専門家」
として活躍される分野

け道を探そうとしたりしないで、全力で立ち向かってください。私たちは挑戦

に直結するかもしれず、あるいはその経験が貢献するかもしれず、
しっかり

する諸君を全力で応援します。

取り組んで欲しいと思います。

未来への飛翔に向けて

多様な可能性に向かって自ら動くこと

教授
応用数理学科

准教授
機械科学・航空学科

教授
情報通信学科

教授
表現工学科

谷口 正信

手塚 亜聖

中里 秀則

菅野 由弘

NAKAZATO, Hidenori

KANNO, Yoshihiro

TANIGUCHI, Masanobu TEZUKA, Asei

新入生の皆さん、基幹理工学部へのご入学おめでとうございます。1年次

ご入学おめでとうございます。
これまでは「やれ」
と言われたことをしてき

共通科目としての、科学技術の発展の礎となる科目の履修から始まり、最先

た優等生だったかもしれませんが、大学も社会もそういう人材は求めていま

端の研究を行うまでに必要となる知識は膨大ですが、基幹理工学部ではこれ

せん。学習や研究には、自ら求めて取り組む姿勢が必要です。無限に拡がる

ら多様な科目を腰を据えてじっくり学べる機会を提供しています。大学生活

可能性、その中から何を選び、何を創り出すのか、あなた自身の独自性と真

の貴重な時間を、是非、有意義に過ごしてください。私たちは、学生の皆さん

価が問われる時期に来ています。その大切な今を無駄にしないよう、一緒に

が社会で大きく羽ばたけるよう支援します。

考え、
行動し、
結果を出して行きましょう。

観察せよ。議論せよ。
そして、解明せよ。
教授
数学科

教授
電子物理システム学科

本間 泰史
HOMMA, Yasushi

教授
材料科学専攻

教授
材料科学専攻

小山 泰正

鈴木 進補

平田 秋彦

KOYAMA, Yasumasa

SUZUKI, Shinsuke

HIRATA, Akihiko

大事なことは、
観察し、
議論し、
解明することです。

ご入学おめでとうございます。材料科学専攻は今年度からスタートする新

限界を決めず、
視野を広げる。

しい専攻です。専攻には物質・機械・数理など様々なバックグラウンドを持っ

考えたことを人とぶつけ合い、
脳に刺激を与え続ける。

た教員が一堂に会しており、分野を超えた新しい材料科学の創生を目指して

方法も、答えも、
ひとつとは限らない。

いきます。皆さんも大学院では新しい研究テーマに積極的にチャレンジし、

プロセスを楽しみ、
答えに辿り着く喜びを知り、
自分を豊かにしよう。

納得できるまで自分の頭で考え抜くことで、何かがわかる喜びや達成感をぜ

大学では、
それが可能です。
君たちは、
どう羽ばたいていくのでしょう。

ひ味わって下さい。

新入生の皆さん、
入学おめでとう。
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新しい材料科学の創生を目指して

ごあいさつ

すべてのものに興味と問題意識を
教授
建築学科

MESSAGE

広い視野で目の前の問題に取り組むために

准教授
建築学科

准教授
環境資源工学科

早部 安弘

渡邊 大志

上田 匠

HAYABE, Yasuhiro

WATANABE, Taishi

UEDA, Takumi

新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます。建築学科は人々が暮らす

ご入学おめでとうございます。環境資源工学科では、人類社会に不可欠で

住環境・住空間を研究する学問です。扱う分野も芸術から工学まで幅広いも

ある資源開発と環境保護が相互に深く関連し合っていると捉え、両者をバラ

のがあります。そういう意味では、皆さんが目にし、手に触れるものすべて

ンス良く一貫して学びます。充実した学生生活の中で、社会や未来のことを

が建築学に関係しています。ぜひとも、
これから出会うすべてのものに興味

常に考えつつ、目の前のやるべき事にも真摯に向き合い、取り組むことに期

をもち、問題意識をもって、大学生活を過ごしてください。それらが皆さんの

待します。それにより、困難に立ち向かい、解決していくための考え方、知識、

「知」
として集積していくでしょう。

技術を身につけてほしいと願っています。

価値創造
教授
総合機械工学科

好奇心を絶やさず、
自信を持って!
教授
総合機械工学科

教授
社会文化領域

岩﨑 清隆

梅津 信二郎

シュレヒト・ヴォルフガング

IWASAKI, Kiyotaka

UMEZU, Shinjiro

SCHLECHT, Wolfgang

新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます。社会における課題の本質

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

を見出し、技術等を通じて新たな価値を創出していくことに挑戦する人材が

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。勉学に励みつつ、

求められています。総合機械工学科では、実践的なカリキュラムを用意し、皆

たくさん体験し、発見してください。様々な文化に触れることによって、自国・

さんが多様な分野へ挑戦できる環境を用意しています。
また、大学は人生に

他国を問わず長所や問題点などが見えてくることでしょう。
ここで得たもの

おいて、かけがえのない友人や恩師に出会えるところです。
どうぞ充実した

は、今後の人生の宝物になります。
どうぞ日本での学生生活を充実したもの

大学生活をお送りください。

にしてください。

学ぶことの楽しさ・面白さを発見しよう

今の自分が10年後の自分を作る

准教授
経営システム工学科

准教授
経営システム工学科

教授
経営デザイン専攻

鬼頭 朋見

蓮池 隆

上田 雅夫

KITO, Tomomi

HASUIKE, Takashi

UEDA, Masao

ご入学おめでとうございます。大学生活において、皆さんはこれまでとは

入学おめでとうございます。経営デザイン専攻では、研究の他に、企業の

比較にならないくらい広い世界を体験し、多様な人達と交流しながら、多く

経営者による授業、
Project Based Learning（PBL）
や夏季インターン

の学問に触れることになります。
さらに、
この後世界をリードしていく皆さん

シップなど、経営を管理するために必要な授業が多数用意していることが特

には、
より多角的な視野を持ち、
より深い知識が求められるようになるでしょ

徴です。入学当初はこれらの授業と研究を両立することに戸惑うかもしれま

う。日々努力することを怠らず、積極的に学ぶことの楽しさ・面白さを発見し

せんが、専攻で学んだこと、研究したことが10年後の自分を作ります。10年

ていきましょう。

後の自分のためにも研究、
授業への積極的な関りを期待します。

スタートに立つ皆さんに
教授
社会環境工学科

教授
社会環境工学科

オンリーワンを目指してゆこう！
教授
物理学科

岩波 基

佐藤 靖彦

安田 賢二

IWANAMI, Motoi

SATO, Yasuhiko

YASUDA, Kenji

入学おめでとうございます。大学時代は、大人としてチャンスと時間に恵
まれる貴重な時期です。
また、就職してから使う内容を学習します。
したがっ

入学おめでとうございます。
これまでの大学に入るための勉強は終わり、
これからは自分だけのオンリーワンの夢を見つけ、その実現に向けて、大学

て、今まで以上に学業をおろそかにすることは自分にとっての大きな損失で

が用意したカリキュラムを自由に選んで自分自身の力で未来を設計してゆ

す。
また、大学では、分からないことが多く不安になることもあると思います。

くこととなります。未知の問題に取り組む実力と勇気を身につけて世界に羽

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。

ばたいてください。我々も、研究を通じてみなさんと一緒に物理学のフロン
ティアに挑戦することを楽しみにしています。
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MESSAGE

ごあいさつ

「2019年度 学部・大学院１年生ご担当の教員から」
ご入学おめでとうございます

様々な可能性にチャレンジしよう

准教授
応用物理学科

北 智洋
KITA, Tomohiro

新入学の皆さんは、これから始まる生活に期待と不安を抱いていること
と思います。
これまでの環境とは異なり大学では講義や人間関係など、いた
るところで主体性が求められる場面が増えてきます。日本中、世界各地から
様々な人たちが集まっている大学のなかで主体的に行動し、多様な価値観の
中で多くの物を吸収して頂ければと思います。
皆さんが充実した4年間をすごしてもらう事を願っています。

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

ISHIYAMA, Atsushi

OHKI, Yoshimichi

TAKEDA, Kyozaburo

HAMADA, Michiaki

石山 敦士 大木 義路 武田 京三郎 浜田 道昭

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
合した学際色の豊かな学科です。
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。

新入生の皆さんへ
教授
化学・生命化学科

人と違う問いと答えを

中尾 洋一
NAKAO, Youichi

准教授
生命理工学専攻

新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます。
今、時代は大きな転換期を迎えようとしています。
このタイミングで大学
生になられる皆さんは、これからの大学生活を通じて深い知識や経験とい
う”強さ”だけでなく、
まったく新しいことにも対応できる”
しなやかさ”を身
につけることが必要かと思います。”
しなやかさ”
と”強さ”
を兼ね備えれば究
極の化学素材ですが、そのような究極の特性を備える人物として成長・活躍
していってください。

富永 基樹
TOMINAGA, Motoki

入学おめでとうございます！ 生命は、原子・分子から、細胞、組織、個体、
さ
らには生態、進化と、それぞれの階層において非常に高度で複雑なメカニズ
ムを持ちます。生命の研究では、ほとんど無限ともいえる問いが現れます。生
命理工学専攻では、あらゆる階層における生命研究が可能です。皆さんが独
自の問いを見つけて、誰も思いつかなかったような答えを導き出してくれる
事を期待しています。

応用化学科新入生の皆さんへ
学際的な知識を高めるチャンスを生かそう
教授
ナノ理工学専攻
教授 応用化学科

専任講師 応用化学科

小柳津 研一 小堀 深

OYAIZU, Kenichi

KOHORI, Fukashi

庄子 習一

講師 応用化学科

花田 信子

SHOJI, Shuichi

ご入学・ご進学おめでとうございます。ナノ理工学専攻は，物理学、応用化

HANADA, Nobuko

ご入学おめでとうございます。応用化学科は、今年で創立102年と伝統
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

学、電子工学等多分野の学部教育を受けたバックグラウンドの違う学生が一
緒に知識の習得・研究を行う学際的専攻です。今や数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の基礎を広く学び多
角的な視点を持ち、
それを先進的な研究・開発に活用することを望みます。

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。

自分の“作品”を作ろう
教授
生命医科学科

教授
生命医科学科

佐藤 政充

仙波 憲太郎

SATO, Masamitsu

SEMBA, Kentaro

生命医科学科は、理学・工学・医学の融合で構築された新しい学問により
社会に貢献する人材の育成を目的とする学科です。必要なのは科学的な視
野だけでなく、社会における問題点を見出し、解決する総合的な能力です。独
自の研究テーマを卒業までの間に一つの“作品”
として集大成できるよう、教
員一同全力でサポートします。社会人として羽ばたくための貴重な時間を有
意義で豊かなものにしてください。
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未来医療の創造
教授
共同先端生命医科学専攻

岩﨑 清隆
IWASAKI, Kiyotaka

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。医療機器・医
薬品・再生医療技術を迅速に患者に届けるための安全性と有効性の評価技
術の開発、承認前・承認後の一貫した安全対策、行政施策指針の作成等、先進
的医療技術を効率的に開発して患者さんに継続的に届けるための新たな知
の創造が求められています。人・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。

ごあいさつ

学際的に活動できる人材の育成

MESSAGE

持続可能な社会創りのリーダーたれ！

教授
共同先進健康科学専攻

教授
教授
環境・エネルギー研究科 環境・エネルギー研究科

柴田 重信

納富 信

吉田 徳久

SHIBATA, Shigenobu

NOTOMI, Makoto

YOSHIDA, Tokuhisa

ご入学おめでとうございます。
この専攻は、本大学と東京農工大学との連

ご入学おめでとうございます。パリ協定の採択・発効で温暖化対策は新た

携で開設され、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

な段階に入りましたが、一方でエネルギー経済は混迷を極めています。いま、

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

省エネ、創エネ、蓄エネの3技術の革新が急務です。そして、混沌とした世界

供されています。幅広い教養や国際感覚なども身に付けてアカデミック・会

の環境・エネルギー事情を社会・経済の幅広い視点から読み解き、持続可能

社のいずれにも通用する人材を供給することを使命と考えています。

な社会創りを進める必要があります。そのリーダーを目指して、共に学び、考
え、
そして行動していきましょう！

たくさんの What’s NEWを見つけよう！
准教授
共同原子力専攻

山路 哲史
YAMAJI, Akifumi

入学・進学おめでとうございます。大学・大学院ではまだ誰も知らない新し
い知が日々生み出されています。
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。

5年一貫制で付加価値を高めよう!
教授
先進理工学専攻

村田 昇
MURATA, Noboru

ご入学おめでとうございます。先進理工学専攻は、理工で唯一の5年一貫
制博士課程が設置された専攻です。国際社会が抱える課題に取組める理工
系博士人材の育成に産学官協働で取り組み、5年間かけて深い専門知識（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）
を涵養します。本専攻独自の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。

目標に至る未知のルート開拓は毎日の研鑽
教授
情報生産システム研究科

李 羲頡
LEE, HeeHyol

入学おめでとう。情報生産システム研究科は、情報・生産・集積システムの
ソフトとハードを同時に学び研究できる大学院です。留学生がとても多いの
で、ほとんどの講義やゼミは英語で行われ、毎日が国際学会に参加し発表し
ているような環境です。自分の研究テーマに関して、講義やゼミによって既
知の境界までは知り得るでしょうが、研究目標に至る未知のルート開拓は、
毎日の研鑽に寄ります。
成果を期待しています。
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MESSAGE

ごあいさつ

「ご着任の教員から」
着任に際して

国際的な活躍を期待します

教授
応用数理学科

教授
社会文化領域

久藤 衡介

西口 拓子

KUTO, Kousuke

NISHIGUCHI, Hiroko

４月に基幹理工学部応用数理学科に着任する久藤衡介と申します。
よろし

主に担当する授業科目はドイツ語です。
ドイツは、
ヨーロッパの中で工業

くお願いいたします。私は１９９４年度から１１年間、西早稲田キャンパスで学

国として存在感があるだけでなく、大学に留学しやすいこともあり、近年は南

生、助手として過ごしました。正直なところ、
１４年ぶりに再びこのキャンパス

欧でのドイツ語の学習熱の高さが際立っています。国際的に活躍したいみな

に通うことが未だに実感できません。希望と不安が交錯する私の思いは、多

さんを語学の面からサポートします。

くの新入生と同じだと思います。お互いの希望が叶うように頑張っていきま
しょう。
教室でお会いできることを楽しみにしています。

研究では、グリム童話を主なテーマとしています。大学でグリム童話研究
の面白さに触れたのがきっかけでした。みなさんにも学生時代に素敵な出会
いがありますように。

クリエイティブ的なコンテンツ作成支援

人間の言語能力の性質を探る

専任講師
情報理工学科

専任講師
英語教育センター

シモセラ エドガー

菅原 彩加

SIMO SERRA, Edgar

SUGAWARA, Ayaka

人間のクリエイティビティによって飛行機がデザインされたり、イラスト

言語学は文系の学問と思われがちですが「言語を持つヒトと他の手段で情

レーションが描かれたり、音楽が作譜されたりします。
これらの支援をするた

報伝達する動物の違いとは？」
「言語処理の際に脳の中ではどのような活動

めに、機械学習、
コンピュータビジョンとコンピュータグラフィックスを用い

が行われている？」等の疑問に取り組むと、途端に学際的な学問になってき

た研究を私は行っています。
この研究は様々な活用方法があると思いますの

ます。私は幼児の言語獲得を考察することで、
これらの謎の解明に貢献でき

で、早稲田大学生と一緒に社会に貢献できるように取り組みたいと考えてい

るよう研究しています。教育面では、理工系学生のみなさんが英語で論文を

ます。

読み、
書き、
学会発表等できるように精一杯サポートしていきます。

早稲田発のロボット・イノベーション

非線形から完全非線形に

准教授
総合機械工学科

教授
応用物理学科

石井 裕之

小池 茂昭

ISHII, Hiroyuki

1998年に早稲田大学機械工学科に入学して以来、一貫して早稲田大学

KOIKE, Shigeaki

偏微分方程式の研究は様々な自然現象の理解に役立ちます。
より現実に即

の中で勉学と研究に取り組んできました。学生としてみる早稲田、研究員とし

したモデルの非線形偏微分方程式、
さらに近年、工学や社会現象に現れる、

てみる早稲田、そして教員としてみる早稲田、
これらの経験を生かして早稲

より一般的な完全非線形と呼ばれるタイプの方程式が世界で活発に研究さ

田大学をさらに面白い大学へ進化させることに貢献したいと考えています。

れています。結晶成長、相転移現象、数理ファイナンス、微分ゲーム等々が統

研究においては、人間に寄り添うロボット技術を開発し、早稲田大学発のイ

一的に扱えるのが数学の特徴の一つです。私自身、完全非線形方程式を統一

ノベーションを実現したいと考えています。

的に扱う基礎理論やこれらの応用を研究しています。

都市・地域の未来を見通す
教授
社会環境工学科

佐々木 邦明
SASAKI, Kuniaki

計画・マネジメント部門に着任しました。都市のインフラを計画・構築し、
それを維持・更新するためには、
インフラの社会における役割を含めて考え
る必要があります。
さらには地方の活性化も都市・地域計画の重要な政策課
題です。そのために都市や地域を様々なデータを通じて分析し、未来を見通
していきます。その研究を通じてより良い社会を構築する都市・地域のあり
方や、
それを可能にする人材育成に努めたいと考えています。

※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。
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ごあいさつ

MESSAGE

「ご退職の教員から」
早稲田大学を去るにあたって

やっと卒業できた、
かな？

教授
応用数理学科

教授
英語教育センター

山田 義雄

藤井 正嗣

YAMADA, Yoshio

FUJII, Masatsugu

名古屋大学から当時の理工学部数学科に着任して３２年間、楽しく過ごす

「４３１１０５９は何の数字？」答は、昭和４３年（４３）理工数学科（１１）に入

ことができました。環境が大きく変わったため、着任当初は未経験なことの

学した私の番号（５９）
です。
「そんなの知りませ～ん。」
という声が聞こえてき

連続でした。
なかでも大変だったことは、新しい研究室体制の構築です。私の

そうですね。私は、
５０年以上前に数学科に入学、
４年生の時に、スカラシッ

研究室に入ってきた学生と研究テーマを相談、
ディスカッションをしたり、研

プで、カリフォルニア大学（バークレー）に留学、
３年間でバークレーの数学

究発表の準備をしたり、論文を書かせたりしている間に次第に成果が蓄積さ

科と同大学院を卒業しました。帰国後、三菱商事で２７年、米ベンチャーで３

れてきました。振り返ると研究成果の多くは、学生諸君や分野を同じくする研

年勤務後、
２００４年に英語教育センターに採用され、
１５年勤めさせていた

究者の皆さんとの共同研究から生まれました。
また、学術活動の他にも、教務

だきました。理工数学科は中退でしたが、今回の退職で、早稲田を「やっと卒

主任を務めたりして、得難い経験を積むことができました。
ともに過ごした学

業できた、
かな？」
という思いです。早稲田は素晴らしい大学です。
これから、

生、
教職員の皆様に深く感謝します。

皆さんのお力で、
世界に冠たる大学にしてください。

インターネットの今昔と将来

教授
情報理工学科

国際宇宙ステーションのCALETと共に

教授
物理学科

後藤 滋樹

鳥居 祥二

GOTO, Shigeki

TORII, Shoji

私が赴任した1996年4月には、早稲田大学のインターネットの対外接続

着任してからあっという間に14年が過ぎ、
まだ研究もこれからという状

は384kbpsでした。それが現在までに10Gbpsとなっています。
このよう

態で定年を迎えることになりました。これまで一貫して宇宙線の研究を行

に通信速度が桁違いに大きくなりました。
さらに本質的な変化はネットワー

なってきて、最後に国際宇宙ステーション(ISS)での観測と研究が進展して

ク利用形態の進化です。現在では教育・研究・大学の運営のあらゆる場面で

きました。まだ元気にISSで観測を行っているCALET (CALorimetric

ネットワークが使われています。
このようなインターネットの大発展の場面

Electron Telescope)はこれからも宇宙線や暗黒物質の謎に迫る貴重な

に私が立ち会えたことに感謝しています。将来は、あらゆるデータが連携・

データを届けてくれる予定です。JAXAとの連携により、CALETミッション

連合して人類の知識として蓄えられて活用されるでしょう。いよいよネット

を日米伊の国際共同研究チームの代表として実現できたことは、理工学研究

ワーク時代の本番です。私は大学から引退しますが、皆様が大変革の時代に

所や研究担当理事の先生方の支援、優秀な研究室のスタッフと学生達の協

大活躍する様子を見守りたいと考えています。

力があっての賜物と感謝しています。

日本から発する学問・研究を創る

時代が変わっても変わらないもの

教授
社会環境工学科

教授
物理学科

中川 義英

長谷部 信行

NAKAGAWA, Yoshihide

HASEBE, Nobuyuki

定年退職を迎えて、
これまで多くの学生、教員、職員の皆さんとともに勉強

20世紀は、科学技術の長足な発達に伴い、人々の生活は豊かになり、
もの

し、研究し、その時点の課題・将来について議論し、大いに充実した時間を一

が溢れ、便利になりました。90年代後半からは、PCやインターネットそして

緒に過ごすことができたことに感謝しています。研究室を担って約35年間、

携帯電話が普及し、
IT技術の発展に伴って、
ものの時代と、
ものではない時代

校友会活動も含め様々な人との出会いがあり、教わることが多い生活でし

とが、混在しています。その一方で、負の遺産とも言うべき、環境汚染、地球温

た。

暖化など、地球規模の大きな問題を抱えています。産業構造だけでなく人々

今、大学を去るにあたり自分自身に言いたいことは日本という土台を

のライフスタイルなど、社会全体に変化が生じ、人類の大きな課題になって

フィールドとして、自らが発する学問・研究・活動をしっかりと創り出してい

います。
これからの20年、30年後の科学技術は予測もつきませんが、時代

きたいということです。早稲田大学は世界を先導する教育と研究を創造して

を創るのは人の意志であり、人の心であることを忘れずにいて欲しい。そし

います。みなさん一人一人が大学に新たに加わった主人公として、そして社

て、
時代が変わっても変わらないものも大切にして欲しいと思います。

会に飛び立つ新たな担い手としてそれぞれ取り組んでください。
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MESSAGE

ごあいさつ

「ご退職の教員から」
地方から来た学生諸君へのエールとお礼

西早稲田キャンパスの1年
4月

入学式

教授
電気・情報生命工学科

内田 健康
UCHIDA, Kenko

入学おめでとうございます。私は1967年の入学です。入試のために島原
（長崎）から初めて上京し東京を経験しました。入学当初の自身の戸惑いや
苦労を思い出すと地方出身の学生にシンパシーを感じます。
まずは隣の受講
者に声をかけてください。大学の中で自分の居場所を見つけてください。早
稲田でやりたいと思っていたことをぜひ実現してください。私は本年3月で
退職しますが、学生として教員として半世紀を早稲田で過ごしたことになり
ます。
この間本当にいろいろな方にお世話になり、教えられたさまざまな出
会いがありました。無事に退職の日を迎えられますことを嬉しく思うと同時
に、
お付き合いいただいた学生諸君と教職員の皆様に深く感謝いたします。

10月21日 創立記念日

11月 ペアレンツデー

キャリアイベント

※都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。
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西早稲田キャンパスの1年

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」

EVENT

11月 理工展

3月

学位授与式
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https://www.waseda.jp/fsci/

