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清水建設株式会社

のですが、建築用語や材料の名前がわ

ひとつの現場は短くて半年、だいた

日本大学理工学部（ＣＳＴ）で過ご

い１年から２年が目安です。自分がど

からないので、戸惑うことが多かった

う「ＣＳＴ＋なひと」
。今回は、この

の現場に配属されるかは、自分では選

です。

ほど竣工した駿河台キャンパスの新校

べません。同じ所長の下につくことも

した学生時代を自分の力（＋）にかえ

舎「タワー・スコラ」の建設工事に工

む方向性にまだ迷いがあったため、大

が、
「設計」か「施工」か、自分の進

建設会社の内定をいただいたのです

た。学部生のときにも就職活動をして

本大学理工学部の建築学科を選びまし

職実績等も含めて総合的に判断し、日

を持てる人。現場は人と人とのつなが

ます。施工管理に向いているのは「和」

に、全体を仕切る調整力が必要となり

伴 い ま す。 現 場 を う ま く 納 め る た め

顔であり、会社の代表としての責任が

では所長も務めました。所長は現場の

を経験してきました。いくつかの現場

私は入社して 年、およそ の現場

清水建設に入社してすぐ、北陸にあ

相手に拒否されるようでは、現場がう

いくら仕事ができても、言い方が悪く

がりの管理もしなくてはなりません。

2

N o.178

理工サーキュラー

て、各界で活躍する卒業生にお話を伺

事長として携わった、清水建設株式会

めったにありません。いろんな現場で

っていくと、言われたことをこなすだ

ます。経験を積んで主任や工事長にな

い方法を学び、自分のものにしていき

管理に関するさまざまな考え方や新し

いろんな上司と付き合いながら、施工

社の内田敬さん（建築学科卒）です。

「和」をもって
建設現場を仕切る

学院に進学して勉強しながらしっかり

りで成り立っています。施工管理は工

けでなく、現場を無駄なく動かすには

考えることにしました。学部卒で就職

事の計画はしますが、実際に施工する

私の父は埼玉で建設業を営んでいま

した同級生や学科の先輩方から設計や

のは他の人です。いかにわかりやすく

どうすれば良いかを考えながら、工程

施工の仕事について話を聞くうちに

伝えて、気持ち良くやってもらうか。

管理をしていきます。

「やっぱり、建物をつくる仕事は面白

そして言いっぱなしではなく、出来上

す。
「自分も、建物をつくる仕事がし

そうだ」と思い、今度こそゼネコンで

たい」と建築が学べる大学を調べ、就

施工管理を目指しました。
る大学校舎の建設現場に１年間配属さ

ケーションも欠かせません。近隣から

工事中は、近隣の方々とのコミュニ

れました。最初は一係員として、とに

し、それができたかどうかを確認する

です。そして職人さんたちに指示を出

まく回りません。

20
かく上司に言われたことをこなすだけ

25

工事長

内田 敬

日本大学理工学部駿河台校舎南棟（仮称）新築工事

コミュニケーションをとりながら工事

したり近隣の方々のお話を聞いたり、

良い関係が築けるように、周囲を掃除

場合もあり、厳しい現場となります。

りました。先生方には現場を進めなが

ので先生方と面識があり、とても助か

なくいろんな研究室に顔を出していた

所属でしたが、構造系も設計系も関係

だけでした。私自身は計画系の研究室

部建築学科の卒業生は私を含めて２名

管理が最大 名もいましたが、理工学

この現場には所長以下、当社の施工

て取り組まないといけないものは、そ

題のように、自分自身で時間を工夫し

製図など提出期限が区切られている課

のは、なかなかありません。ただし、

とで社会に出てすぐに使えるようなも

残念ながら、学生時代に勉強したこ

葉をいただけると、
うれしく思います。

「いいものをありがとう」と感謝の言

とがありますが、最後にお客さまから

ることです。工事中にはいろいろなこ

人脈をどんどん広げてほしいです。人

訪ねていって、自分の顔を売りながら

究室でも、自分の所属以外のところへ

けで一体感を持たせています。

を進めています。

らアドバイスをいただけたので、非常

れによってタイムスケジュールを組む

クレームが来ると工事がストップする

タワー・スコラは建築学科の学生さ
にありがたかったです。
「 私の出番だ

訓練になります。何をするのにどれぐ

ンドマークとなるような大きな建物ば

最近手掛けたのは、どれも地域のラ

あります。それが一番の強みです。学

って「俺も日大だ」と言われたことも

伴うバス停移動の相談にバス会社に行

も、役所にもいます。例えば、工事に

１９６９年
１９８６年
１９９１年

１９９３年
２０１６年

埼玉県生まれ
理工学部建築学科入学
理工学研究科博士前期課程
建築学専攻入学
清水建設株式会社入社
日本大学理工学部駿河台校
舎南棟（仮称）新築工事
工事長

うちだ たかし

一生の宝になります。

の「輪」は、卒業して就職してからも、

んも使いますから、普通の建物と違っ
な」という感じで、理工学部での６年

らい時間がかかるかを身体で覚える

建築の卒業生として

て「構造が見える」ようにしています。
間が生かせた現場でした。

日本大学のすごいところは、たくさ

す。隣にある歯学部の建物にも同じよ

かりです。施工管理のやりがいと喜び

生の皆さんには、どの学科でもどの研

人の「輪」が宝物

と、どこに行っても使えます。

免震ピットには通常は人が入れません
が、タワー・スコラでは一部見学がで
きるようになっています。１階、２階

うな制振ダンパーがあるのですが、壁

は、携わった建物について「知ってる

ん の 卒 業 生 が い る こ と。 ど の 現 場 に

で隠れています。あと特徴的なのが、

よ」とか「あれ、良いよね」と言われ

葉です。つまり、建物の寿命は、

建物に対する人の愛着に大きく

先 に 述 べ た よ う な 要 因 よ り も、

ありません。また②には、建築

「 タ ワ ー・ ス コ ラ 」 の オ ー プ

関係するということです。

適切なメンテナンスを行ってい

基準法の改正が含まれていま

ニング直前、旧５号館のお別れ

れば問題となることはほとんど
そもそも、建物の寿命はどう

す。改正前には安全だったもの

の寿命について考えたいと思い

やって決まるのでしょうか。主

が、改正後には既存不適格にな

ます。
でありながら長寿命の建築を目

な要因としては、①建物の骨組

いたコンクリートの中性化を解

指そうとする、興味深い研究で

みや材料の耐久性、②新たな知

の会が開かれました。訪れた卒

駿河台キャンパスの「タワー・

した。

り、危険と判断されるようにな

決して、メンテナンス・フリー

吹き抜けが多いことです。使用学科が

学部長からのメ ッ セ ー ジ

建物の寿命を
考えてみよう
理工学部長
建築学科教授

見 に よ る 安 全 性 に 対 す る 危 惧、

の新しい百年の象徴ともなると

３階のこの高層棟は、理工学部

始されました。地上 階、地下

ンクリート」からもイメージで

うち①は、先の「１０００年コ

経済的価値の低下、です。この

ルや要求機能の変化、④建物の

③使用する人間のライフスタイ

界の人びとにはよく知られた言

る人間である

これは建築業

ものではなく、建て替えを求め

材料の劣化や自然の脅威による

建物の寿命を決定するのは、

るのですから大変な問題です。

のみなさんから愛される建物に

スコラ」も、同じように、多く

愛着の表れでしょう。
「タワー・

方もいたと聞いています。深い

業生の中には、涙を流している

スコラ」がこの９月から使用開

期待しています。その竣工の矢

きるように、妥当な構造設計と

章

年ほど前になるでしょう

先に、と思われる方もいらっし

岡田

か、同僚の研 究 に 「 １ ０ ０ ０ 年

ゃるでしょうが、ここで、建物

なると強く信じています。

コンクリート 」 と い う も の が あ

―

りました。当 時 、 問 題 に な っ て



複数階に分かれている場合は、吹き抜

の制振ダンパーもわざと見せていま

15
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新校舎「タワー・スコラ」（南棟）の計画概要
日本大学理工学部は、この地「駿河台」で

建築の内部構成は、地下階に各学科の授業に

100 年を迎えようとしています。すでに１号館

必要な「実験室」群、１階には５号館ピロティ

は新しい建築に変わり、数年前の東日本大震災

の壁画レリーフを再現した「カフェ」と、通り

の時には、耐震改修された再生５号館とともに

からも見える開かれた学問の場として「270 人

駿河台での防災拠点となりました。ただ、他の

大教室」が情報発信の空間を作っています。ま

校舎建築群は老朽化や耐震問題に加え、時代に

た、低層階には「講義・教室」群を配し、２階

あった学生たちのアカデミックな場所や教育研

には将来の「北棟」とブリッジで繋がれるよう

究拠点としての環境整備など、新時代の都市型

に開口が準備され、中高層階には各学科の「研

理系の大学施設として十分でない状況にありま

究室・院生室・演習室」などがゾーン配置され、

した。理工学部「キャンパス整備委員会」とし

屋上には「音響実験室」
「屋上環境緑化」が設

ても老朽化した２〜９号館の早急な環境整備が

けられ、余すところなく「教育と学問」のため

必要との判断で、更新ローリング計画が策定さ

の施設となっています。

れ、まずは「駿河台キャンパス南校舎基本計画

この建物の特徴である地下の「免震装置」エ

検討委員会」が立ち上げられました。平成 23

リアには「見学コース」も準備され、建築外観

年から実施に向けて計画案とロードマップが策

のガラスカーテンウォールの中に見える「制振

定され、その後設置された「駿河台キャンパス

トグルダンパー」は１号館や再生５号館にも設

南棟（仮称）建設実行専門委員会」の主導によ

置されたもので、東日本大震災時にもその働き

り、ここに第１フェイズの新校舎「タワー・ス

が実証された日大独自の地震エネルギーを吸収

コラ」
（南棟）が完成を迎えました。

する装置として学外にアピールしています。

理工学部は駿河台キャンパスを都市型教育の

中高層の何層かにわたる学科には、中間層

中心となる「教育・研究キャンパス」
、船橋キ

「吹き抜け」が 設けられ、学科ごとの一体感を

ャンパスは大型研究実験などを中心とした「研

なくさないよう学生の居場所空間として計画され、

究・教育キャンパス」とそれぞれの位置付けが

外観中間層の「空中庭園」と繋がり、ニコライ

なされ、
この基本コンセプトにのっとり「南棟」

堂側の眺望を楽しむ学生や研究者の憩いの場と

「北棟」
「西棟」の校舎更新をフェイズに分けて

なるように計画されました。サイン計画には、

整備する計画としました。この「南棟」建築計

東京 2020 オリンピック・パラリンピックのエ

画では「総合設計制度」を利用し、旧９・６号

ンブレム担当の野老朝雄氏にもご協力いただき、

館敷地に建物を建て、本郷通りに面した５号館

新しい時代の日本大学理工学部をアピールして

敷地跡に公開空地の地域開放された広場を設け、

います。

免震・制震構造の最先端技術を駆使した南棟建

「ニコライ堂」下の３・４・７号館敷地には、

設を行うことにしました。教育研究のため「教

将来「図書館」
「レストラン」
「ミュージアム」

室・研究室・実験室」と、
「学生たちの居場所」
建築概要
建物名称
主要用途
敷地面積
建物面積
延床面積
階
数
構
造
設計監理
施

工

 本大学理工学部駿河台校舎
日
タワー・スコラ
教室、研究室、実験室、会議室、事
務室
3,432.93㎡
1,410.10㎡
27,252.39㎡
地下３階、地上 18 階、塔屋１階
鉄骨造、
一部鉄骨鉄筋コンクリート造
日本大学本部管財部
株式会社梓設計
［建築］清水建設株式会社
［電気］株式会社関電工
［設備］東洋熱工業株式会社

「広場」などのプログラムを持つ「北棟」の計

を目指したプログラムを持つ立体カルチェラタ

画が検討され、この新校舎「タワー・スコラ」

ン建築が計画されたのです。

とブリッジで繋がれる構想ですが、駿河台キャ

平成 24 年に策定された「南棟基本計画」は、

ンパスとともに歩んできたニコライ堂との共生

次なる 100 年に向けて以下の６つの基本方針

空間も計画されようとしています。この地域社

で成立しています。

会に開かれた計画は、関東大震災復興計画の指

１．新しい教育・研究空間として

揮をとられた初代理工学部長・佐野利器博士に

２．学生たちの多様な居場所として

よる本郷通りブールバール計画の最終形でもあ

３．都市型の学際的空間として

り、千代田区の駿河台文教地区計画ともリンク

４．社会への情報発信施設として

するものです。

５．環境・防災に配慮した地域貢献する拠点
として
６．将来対応可能な超寿命建築として

日本大学理工学部駿河台キャンパス南棟（仮称）
建設実行専門委員会 副委員長

今村 雅樹（建築学科教授・建築家）

理工サーキュラー
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タワー・スコラ

（アルファベット表記

La SCHOLA）

駿河台キャンパス新校舎愛称審査員会（審査員
長：松井龍哉氏   フラワー・ロボティクス㈱代表
取締役社長／ロボットデザイナー）は、理工学部
（大学院理工学研究科（地理学専攻を除く）および
短期大学部（船橋校舎）を含む）の在学生、卒業
生、保護者および教職員を対象に新校舎の愛称を
募集し、応募作品 253 案の中から厳正なる審査
を行い、建築学科４年生倉田慧一さんの「schola
: science and technology」を採択しました。
そして、理工学部創設 100 周年・短期大学部
（船橋校舎）創設 70 周年記念事業推進委員会に
おいて、採択応募作品をベースに新校舎の愛称を
検討し、新校舎が高層の建築物であることからカ
タカナ表記に「タワー」を加えた名称「タワー・
スコラ」に決定しました。アルファベット表記に
ついては、国際的な発信を意図したラテン語表記
としています。

5

理 工サーキュラー

No .178

清掃用
ゴンドラ

工事の様子

実験室
屋上緑化

2016

資料
倉庫

WC

学科事務室
（機）

研究・実験室

WC

会議室

研究・実験室

WC

実験準備室

研究・実験室

院生室

WC
学生
スペース

輪講室

基礎工事

アルミカーテンウォール取付

ゼミ室

学生スペース

学生スペース
学生
スペース

図書室
（数）

WC

実験室

実験室

学生
スペース

WC

製図室

製図室

学生
スペース

WC

研究室

倉庫

WC

輪講室

研究室

倉庫

WC

会議室

備蓄
倉庫

WC

院生室

実験室

備蓄
倉庫

学生スペース

教室

教室

教室

会議室

学生スペース

研究室

PC 演習室
就職指導課室

教室

教室

（控室）

教室

学生
スペース

教室

教室

研究室

研究室

教室

教室

学生スペース

製図室

学生スペース

（倉庫）

情報教育研究センター
PC 演習準備室

PC 演習室

（事務室）

PC 演習室

学生
スペース 製図室 研究室

学科事務室
（土木）

喫煙室

PC 演習室

教室

研究・実験室

学生スペース

研究室

軽鉄壁下地組

実験
準備室

学生スペース
倉庫・
印刷室

設計講師室
設計資料室

基礎工事

研究・実験室

学科事務室
（まち）

学生スペース

研究・実験室

実験
準備室

図書室（数）

製図
準備室

WC
保管庫

研究・実験室

教室

教室

教室

教室

教室

調整室

基礎工事

中央
監視室

屋上床コンクリート打設

大教室

倉庫

実験室

実験室

実験室

ゴミ
置場

準備室

エントランスホール（ギャラリー）

倉庫

実験室

構造・材料実験室

実験室

実験室

風洞実験室 土質実験室 土質実験室

実験室

水質実験室

配管ピット

水槽

公開
空地

実験室

水理実験室
水槽

水槽

機械式駐車場
配管ピット

基礎梁型枠

軽鉄壁ボード張り

配管ピット

配管ピット

配管ピット

消火水槽

東西断面図
清掃用
ゴンドラ

▼18F

地下階躰体工事

屋上床防水工事

2017

▼17F

2018

▼16F

▼15F

▼14F

▼12F

天井施工

▼11F

▼10F

▼9F

▼8F

▼5F

▼4F

図書室（数）

研究室

研究室

学生スペース

実験室

学生スペース

製図室

製図室

倉庫・印刷室

研究室

構造演習室

輪講室

研究室

研究室

会議室

研究室

製図室

研究室

喫煙室

WC

学生スペース

WC

学生スペース

PC 演習室

教室

教室

教室

学生スペース

大教室

歩道状
空地

道路

▼免震層

▼B2F

実験室

管理室

▼B1F

ドライ
エリア

実験室

風洞実験室

発電機室

▼B3F

ピット

消防検査

輪講室

WC

▼1F

鉄骨建方

研実

WC

▼2F

定礎箱取付

実験準備室

WC

▼3F

１階スラブ配筋

研実

実験室

教室

▼6F

外構工事

研実

会議室

製図室

▼7F

地下階床コンクリート打設

学科事務室
（機）

研実

PC 演習＋
サーバー室

▼13F

地下階立上り型枠建て込み

研実

雑用水槽 雨水貯留槽

配管ピット

配管ピット

南北断面図
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計画から竣工まで

2010

建設の様子

11
25
12
24

2011
2012

2016
2017
2018

「駿河台キャンパス南校舎基本計画検討委員会」
1980年ごろ

10
03

実施計画案、ロードマップ策定

09
28

基本計画

12
27

2015

日本大学理工学部「キャンパス整備委員会」

2017年６月20日

７月24日

「駿河台キャンパス南棟（仮称）建設実行委員会」

©2018Google

６号館・９号館解体前

11
19

基本設計／実施設計／建築確認申請

03
01

施工者選定

04
14

ボーリング調査

04
20

工事開始（解体開始）

12
11

地鎮祭

01
01

基礎工事（杭工事、土工事）開始

10
01

躯体工事（基礎躯体工事、地上躯体工事）開始

05
01

仕上工事開始

09
13

上棟式

03
01

設備工事、外構工事開始

06
14

竣工検査

07
24

修祓式

07
30

引渡し

８月23日

地鎮祭

９月22日

10月25日

上棟式

11月22日

12月20日

修祓式
2018年１月20日

４月20日
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2019年８月
５号館跡に本郷通りに面した広場が
完成する予定です。

③
①

②

④
⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑪

① 外観
② エントランス
③ 高層階は抜群の眺望
④ 各学科の実験室
⑤ さまざまな授業形態に対応した教室
⑥ 上り下りが楽しくなる階段
⑦ 旧５号館１階のレリーフ（部分複製）を
配した１階のカフェ
⑧ 学生スペースも豊富
⑨ 制振トグルダンパー
⑩ 地下の免震装置は見学可能
⑪ 屋上庭園とトップライト

理工サーキュラー

N o.178

8

内部を紹介します
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中川 活二

青色まで発光可能な高価な水冷Ａｒイオンレー

ザが研究室で購入され、それを用いた。ＳＦ映

画に出てくるようなレーザを自分で扱うことに

わくわくしたが、井上先生からレーザのメンテ

ナンス法や光軸調整法など、種々の光学系の扱

い方を教わり、発想法を学ばせていただいた。 

現在も学生たちへの指導の原点になっている。

その頃の実験手法や考え方は私自身の身につき、

具体的な実験は、スタティックに磁性記録材

料であるガーネット膜にレーザ光を集光して記

録特性の評価を行い、記録感度の評価、記録感

のラジオ作りが高じて「中川ラジオ店」を開業

東京都江戸川区で農家に生まれた父は、趣味

電の経験は、くま取りコイルの原理につながる

太い銅線の意味を理解し、非常に感激した。感

ときに感電したフォノモータに必ず付いていた

「くま取りコイル」の原理を教わり、幼稚園の

生実験まで行っている。

が、その後、研究室ではダイナミックな記録再

な記録再生実験までは至らず、残念であった

藤彰義先生（現日本大学名誉教授）
、井上文雄

室でお世話になり、当時専任講師であられた伊

卒業研究では縁あって故川西健次教授の研究

会をいただいた。幸いにも、基盤技術研究所記

し、中央研究所がある宮崎台で研究を続ける機

に修了、同年４月から日本電気株式会社に入社

（電子工学専攻）を１９８２（昭和 ）年３月

のかなど深くは分からないものの、わくわくし

うやって制御するのか、どうやって通信をする

る確率を格段に上げるような場面があった。ど

たジャイロと電子機器で、ベストショットにな

騙すためにポケットビリヤードの玉の中に隠し

パイメンバーの一人として登場し、例えば敵を

この番組では、いつも電子工学のプロが必ずス

パイ大作戦」を見て、工学への興味が深まった。

小学生の頃、白黒テレビで放映していた「ス

Ｈｅ Ｎ
- ｅガスレーザが比較的普及していたが、
実験に用いる磁性ガーネットの光吸収が少ない

小さく、研究室ではガスレーザを使っていた。

使われている半導体レーザは、当時はパワーも

があったことがよく分かる。最近、当たり前に

さえも製品化前だったので、先生方に先見の明

などが開発されるずっと以前であり、まだＣＤ

った。当時は、光磁気ディスク（ＭＯ、ＭＤ）

ット膜に集光し、光熱磁気記録を行う研究であ

５名の研究員が光ディスクの研究を進めた。

メモリのグループが記憶研究部内で立ち上が

だった。

情報システムとして消防署で使われ始める時期

アメリカの警察で指紋認証に使われたり、道路

レコード盤のような業務用追記型光ディスクが

た。当時は、ＣＤが発売されたばかりで、ＬＰ

った。約 名の記憶研究部の研究員に対して、 

私の入社と同時期に研究フェーズで光ディスク

ＮＥＣでは、自社製の光ディスク開発をすべく、

て見ていたのを覚えている。こうして、工学に

赤色レーザだったので、実験に適した緑色から

57

興味を持って理工学部電子工学科の前身である

50
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電子工学科教授

一日一日……

電気工学科（ 電子コース ）に１９７６（ 昭和

）年４月に入学した。入学後、授業で初めて
度向上、熱解析が主体であった。私の修士論文

研究では光磁気ディスクとしてのダイナミック

し、秋葉原でパーツを購入してテレビまでも自

日
 本電気株式会社（ＮＥＣ）での研究

衝撃的な電気とのふれあいだった。そのような

憶研究部にて光ディスクメモリの研究に携わっ

卒業研究、修士論文研究

作して販売していた。そんな家に生まれた私
場になっていた。こんなことから、ＡＣ１００Ｖ 

訳で、小さな頃から電気・電子機器に接する機

先生（現日本大学短期大学部教授）から直接ご

日本大学大学院理工学研究科博士前期課程

3
指導を受けた。研究は、レーザ光を磁性ガーネ

フォノモータで遊んでいた幼稚園の頃だった。

与えられたレコードプレーヤ用のむき出しの 

で初めて感電したのは、父からおもちゃとして

電気・電子への入り口だったのかもしれない。

工学へ歩んだ原点

父が東京都江戸川区で始めた
「中川ラジオ店」

会が多かった。

2

は、物心ついたときから店の「修理室」が遊び

51

1

記憶研究部は、記録媒体の研究開発が主体の
号評価・処理の経験は貴重な経験であった。

価を行った。当時勉強したサーボシステムや信

工学の学会である

学で記録再生システムに携わっていたので、記

あり、３つの研究部と協力した。私自身は、大

タ系や信号系を取り扱うシステム系研究部門が

ッドに携わる研究部門、サーボ・アクチュエー

単位で光ディスクを試作した経験しか持たない

ィスク生産設備が導入された。研究所では数枚

後府中事業所で、テストプラントとしての光デ

ディスク媒体評価の担当としてかかわり、その

が玉川事業所に新規に設立し、設立当初から光

入社から３年ほど後に、光ディスク開発本部

作りに目覚めた父の好奇心が国内外に広がって

学会の副部門長なども現在務めており、ラジオ

いる。国内では、日本磁気学会の副会長、電気

（ Ａ Ｕ Ｍ Ｓ ）の 立 ち 上 げ
Magnetics Societies
にも携わり、現在ＡＵＭＳの評議委員を務めて

ジアの磁性共同学会である

Institute of Electrical and

部であり、それ以外に半導体レーザ光源や光ヘ

（ＩＥＥＥ）の磁性
Electronics Engineers
部門の運営委員や教育委員を務める一方、ア

憶研究部内で試作した記録ディスクを、回転エ

いる。

Asian Union of

アスピンドルでシステムクロックに同期して回

私は、一度に 枚のディスクをセットしたパレ
とに驚いた。後に、製品、品質管理、物流の大
切さなど多くを学んだ。

実は、 歳の頃に悪性リンパ腫になった。５

年後生存確率が ％であり、家族に隠れて泣い

たこともあった。 ％とは、喜ぶべき数値なの

70
との大切さを、私自身の実体験とともに伝えて

場で、自ら考え、積極的に立ち向かっていくこ

は、研究室の若い学生たちとのあらゆる研究の

験でも無駄ではないことを痛感した。このこと

企業での研究の経験が常に役に立ち、どんな経

った。これらの研究の中で、それまでの大学や

料、静電気力顕微鏡システム等の研究を主に行

磁性人工格子、酸化物磁性材料、磁気記録材

学科の伊藤彰義先生の下で、光磁気ディスク、

大学では、卒業時にご指導いただいた電子工

てくださった同僚の皆様に心より感謝している。

とになった。当時、惜しみつつも快く送り出し

縁あって日本大学理工学部に助手として戻るこ

一日の積み重ねで未来に続く。

卒業後学生たちが活躍してくれれば、その一日

学生と研究の議論を行い、一緒に論文を書き、

まけ」と思っているので、それで良い。真剣に

寿命より短いかもしれないが、 歳以降は「お

があり、 歳になった現在も生きている。平均

抗がん剤治療・放射線治療の効果と家族の支え

と気づいてから、毎日が楽しくなった。幸い、

い。
「そうか、今日生きていれば、明日はおまけ」

いることだが、明日死ぬとは誰も思っていな

っと気づいた。いつか死ぬことは誰もが知って

後、と想像していたら、人は必ず死ぬことにや

存確率関数を勝手に外挿して 年、 年、 年

か、悲しむべき数値なのか分からず、５年後生

がつながっている。また、国内外の研究者た

スや表面電位解析などの研究にそれらの経験

にも協力させていただき、現在の磁性デバイ

その後、伊藤先生の大型プロジェクト研究

きたつもりである。

70

大学に戻って

5

10

ＮＥＣで主任という役職までいただいたが、

最後に

ットを次々にスパッタ装置に流し込んでいくこ

東京都江戸川区に生まれる
早稲田高等学校卒業
日本大学理工学部電気工学科卒業
日本大学大学院理工学研究科修了
（電子工学専攻）
1982年 ４ 月 日本電気株式会社入社

45

10

20

30

Learn as if you were to live forever.
毎日そう思っている。

Live as if you were to die tomorrow.

ある毎に紹介している。

最近、ガンジーの言葉を知ったので、機会が

45

60

2003年 ４ 月
2015年10月

日本電気株式会社退社
日本大学理工学部電子工学科
助手
同 教授
同 教室主任
1989年 ９ 月
1989年10月

1957年10月
1976年 ３ 月
1980年 ３ 月
1982年 ３ 月

4

ちとの連携も深まり、世界最大の電気・電子
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転し、サーボ系で自動焦点機能を使って基礎評

なかがわ かつじ

ニューロロボティクス研究室
精密機械工学科

齊藤

健 准教授

SAITO, Ken
［ 船橋 ］７号館４階743A 室

生物に学んだロボットを創る
の大学の研究者とも共同研究を行って世

界一のロボットを開発中です。例えば、
図１の静電気力を使った省エネなモータ
は、カリフォルニア大学バークレー校の

ピスター先生との共同研究。ほかにも
7.5mm 角で 60V を発生する太陽電池

（東京大学の三田先生との共同研究）な

ど、ロボットを究極に進化させる秘密兵

器がたくさんあります。近い将来には、
人間が指令を与えなくとも自由に動い

て、周囲の情報を集めて回るような人工
昆虫を実現する計画です（図２）
。

われわれの目標は人工昆虫の実現だけ

ではありません。脳波を使って機械を自
由に動かすブレインマシンインターフェ
ースの研究や、動物のように状況に応じ
2018 年４月にできた新しい研究室で

す。研究室の名前の「ニューロ」は生物
の神経を表す言葉で、現在のテクノロジ

な分野の知恵を結集した成果です。日本
大学の他学部はもちろんのこと、国内外

て足の動かし方を自動で変化できる人工
脳の開発など「ニューロ」にかかわる研
究を学生主導で進めています。

ーでは実現できない生物の巧みな神経活
動を、将来的にロボットに搭載したいと
の思いでつけました。精密機械工学科の
研究室ですが、教員は学生時代に電子工
学科で生物の脳を電子回路で実現する研
究をしていました。電子の頭と精密機械
の体が合体したら世界一のロボットがで
きるのではないか？

といった考えが、

われわれの研究室の礎です。

さて、ロボットは機械分野、電気電子

分野、情報分野、化学分野などさまざま

電気学会
平成29年度国際ワークショップ産業応用部門優秀論文発表賞

電気工学科准教授  戸田 健

A Study on Synchronous Effect of A Blinking Eyes Desktop Mascot
on PC User Eyes Blink Under Stroop Color Word Tasks

2018年日本建築学会大賞

日本大学名誉教授 斎藤 公男

図１ 静電気力を使った省エネなモータ

2018年日本建築学会賞
（業績）

建築学科教授  重枝 豊

「学生設計優秀作品展―建築・都市・環境」による
建築設計教育への貢献

2018年日本建築学会著作賞

建築学科特任教授  本杉 省三

『劇場空間の源流』
（鹿島出版会）

図２ 人工昆虫

第22回原田覚一郎杯
（グライダー競技会）
優勝
（団体）
／日本滑空協会滑空奨励賞

日本大学Ｂチーム
（グライダー部）
準優勝
（団体）
 日本大学Ａチーム
（グライダー部）
最優秀選手賞／日本滑空協会滑空奨励賞／熊谷市長賞

航空宇宙工学科４年 窪寺 宏紀
優秀選手賞
航空宇宙工学科４年  田中 恒平

アーキニアリング・デザインの理念に基づく、

建築学会活動への貢献と、教育・研究・設計の総合的な実績

理工サーキュラー

N o.178

12

環境リモートセンシング研究室
土木工学科

羽柴 秀樹 教授
HASHIBA, Hideki

園部 雅史 助手

宇宙・空からの視点で災害・環境を把握

SONOBE, Masashi
［駿河台］タワー・スコラ11階 S1106室
［ URL ］w ww.civil.cst.nihon-u.
ac.jp/hashiba_home/
index.html

環境リモートセンシング研究室では、

衛 星 リ モ ー ト セ ンシングをベースに、
GIS（地理情報システム）などさまざま
な空間情報を利活用して、土木工学に関
する大規模自然災害・今後の防災・復興
や、自然環境・都市環境の環境調査と評
価のための研究を行っています。東日本
大震災をはじめ最近の北海道胆振東部地
震など、自然災害の際は迅速な災害の全
体像の把握と詳細な特性についての空間
分析が求められます。衛星軌道上からの
観測情報は、災害発生時になくてはなら
ない情報取得手段となっています。研究
室では、衛星観測による自然災害の調査
手法開発や、実災害の把握と分析、さら
に被災後の復興過程の継続的な評価を行
っています。とくに、最近の北海道胆振
東部地震においても衛星画像情報から至

ます。最近では、都市内緑化状況の分析

取得手法の開発研究や災害・環境調査へ

市環境や自然環境を取り巻く環境要素を

グと GIS を融合利用する研究も推進し

ドローン操縦会や空撮による情報取得を

急の災害調査を進めています。また、都
衛星観測から把握する研究も推進してい

に最新の高分解能衛星リモートセンシン
ています。加えて、ドローン技術も研究
に取り入れ、より低空で近
接距離からの空撮技術を利
用した地表面の地形情報の

の応用研究を進めています。そのほか、
したり、衛星画像に地表の物体を実際に
映し込むためのアイデアコンテストなど
など、空間情報技術を体感できる企画も
多く楽しんでいます。

地球観測衛星による衛星画像

2018年６月～８月
（開催・表彰）

受賞報告

International Symposium on Inorganic and
Environmental Materials 2018
（ISIEM 2018）
最優秀学生ポスター賞

物質応用化学専攻２年  白石 紘規

Hollow spheres of copper-cerium mixed oxide catalyst
for N 2 O decomposition

第６回鎌倉市まちづくりプランコンテスト決選大会
審査員最優秀賞  チーム腰越の魅力向上委員会
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ドローン操縦会

（まちづくり工学科３年   東山 将実（代表）、同３年  
片山 風花、同４年  倉津 耕大、同４年  佐藤 悠貴）
線路をわたれば ～江ノ電景観まちづくりプロジェクト in 腰越～

先端材料技術協会
奨学賞
機械工学専攻２年  髙橋 拓也
電気学会東京支部第９回学生研究発表会
優秀発表賞
電気工学科４年 安藤 雄喜

全光制御システムの開発に向けた電磁界シミュレーション

土木学会
論文奨励賞

土木工学科助手  山田 雄太

引張主鉄筋に沿う人工損傷の長さがせん断補強筋の無い
RC はりの疲労耐荷機構に及ぼす影響

24th International Conference on Electrical
Engineering
（ICEE2018）
Best Poster Presentation Award

電気工学科准教授  戸田 健

A basic study of simple and low-cost electric bulletin system
for Darrieus-type vertical axis wind turbine (DTVAWT)

『超常現象の科学 なぜ人は幽霊が見えるのか』
リチャード・ワイズマン 著、木村博江 訳／文藝春秋

超常現象をまじめに研究すると、まじめに向き合うと、こうなります。こ

れはおもしろかった！

またその結果、いろいろな知見が獲得できたりしています。たくさんの実

験を行った結果が示してくれます。ついでに使える楽しい超常現象・あなた
にもできる超常現象もわかり最高です！
ゃ！

ちょっと練習してバーで使わなき

見たい夢を見る方法・あの夢の続きを見るにはどうすればいいかがわかり

ます。人を操るちょっと怖いお話も原理からわかり、いろいろな意味で勉強
になります。まじめにおもしろい音読したくなる一冊です。ぜひどうぞ！


（一般教育物理系列教授

伴

周一）

『海皇紀』全 45 巻
川原正敏 著／講談社

この本は、海を舞台に過去の遺物であるカガクを追い求めて主人公である

ファン・ガンマ・ビゼンが旅をする物語です。ファンは旅中で出会う多くの

人物の心を、己のリーダーシップと航海士としての才で惹きつけていきます。
さらに、どんなに厳しい状況でも冷静に考え困難を乗り越えていく姿勢は、

まさしく研究者として、リーダーとして理想的な姿勢だと感じさせられます。
海が好きな方はもちろん、理工学部生に読んでいただきたい作品です。き

っと、主人公ファンの魅力に皆さんも惹きつけられると思います。


（博士前期課程２年海洋建築工学専攻

横田 拓也）

『ロボマスターズ』
メカニックに興味のある人なら誰しも一度はロボットを組み立てたい、動

かしたいと思ったことがあるのではないでしょうか。そんな人に見ていただ
きたいのがこの作品です。

この作品は、実際に中国で開催されている「全国大学生ロボット大会」を

基につくられており、作中では学生たちが自らの手でロボットを開発、設計、
プログラミング、実装するまでの一連の工程が描かれています。作中に出て
くる数式やロボットはすべて実在するものです。実際にそれらに触れたこと
がある人には、この作品の魅力がより一層伝わってくるのではないでしょう
か。見る人によってさまざまな楽しみ方がある、そんな作品です。


（機械工学科４年

伊藤 光希）

『ロボマスターズ』
Blu-ray 発売中 Blu-ray：12,800円（税抜）
発売元：ピカンテサーカス 販売元：ハピネット
©RoboMasters
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第 62 回理工学部学術講演会

12 月５日（水）駿河台校舎１号館において、第
62 回理工学部学術講演会を開催します。
理工学部学術講演会は、理工学部の学術、技術
ならびに教育振興のため、教職員は普段の研究・
教育等の発表の場として、大学院および学部の
学生等には日ごろの学習成果を発表する場とし
て活用されています。発表は、口頭発表・ポス
ター発表の２形式によって行われます。
詳細については、理工学部ホームページ「学術
講演会」のバナーにアクセスして確認してくだ
さい。プログラムは、11 月下旬に WEB 上に
公開する予定です。

就職指導課・キャリア支援センター
後期おすすめイベント
【2018 年 11 月・12 月】

業界セミナー

対象：2020 年３月卒業・修了見込みの就
職希望者を中心とした全学生

開催：駿河台校舎・船橋校舎

11 月 26 日 〜 12 月７日

 業の人事担当者や日大 OB・OG が理工学
企
部生に直接、業界の説明・動向、仕事の内容
を話しに来る教室講義形式のセミナーです。
就活に向けた経験値が一気に上がる、またと
ない機会です。

研究事務課ホームページ

http://www.kenjm.cst.nihon-u.ac.jp/
お問い合わせ

【2019 年 2 月】

学内セミナー

skenkyu@adm.cst.nihon-u.ac.jp



事務局からの
お知らせ

対象：2020 年３月卒業・修了見込みの就

（研究事務課）

職希望者を中心とした全学生

開催：駿河台校舎

２月６日〜８日

 ース形式の学内セミナーです。
ブ
各 企業・公務員等団体の担当者および日大
OB・OG にご出席いただき、事業内容や職
種別にどのような人材が活躍しているかなど
を、具体的に説明します。約 250 社が来校
予定です。
このほかにも、履歴書・エントリーシート、業
界研究、テストセンター、就活マナー、面接対策、
公務員・教員採用試験対策など、各種講座を開
催しますので、ぜひ参加してください。
就職・キャリアに関することなら何でも相談し
てください。


（就職指導課・キャリア支援センター）

第 34 回理工学部図書館公開講座

開催日時：2018 年 12 月 10 日（月）
18：00 ～ 20：00（受付 17：00 ～）
開催場所：日本大学理工学部駿河台校舎
１号館６階 CST ホール
講演題目：身近な道路の交通安全対策
講 演 者：日本大学理工学部 教授 小早川 悟
対
象：一般の方および本学学生・教職員
（先着 200 名）

平成 30 年度日本大学特待生・日本大学
短期大学部（船橋校舎）萌葱賞

平成 30 年度日本大学特待生および日本大学短
期大学部（船橋校舎）萌葱賞の授与式が、各校
舎で行われました（駿河台校舎：６月27日（水）
、
船橋校舎：６月28日（木）
）
。
特待生として、理工学部は甲種７名、乙種 47
名、また短期大学部（船橋校舎）は甲種１名、
乙種２名の合計 57 名に授与されました。
また萌葱賞は、建築・生活デザイン学科３名、
ものづくり・サイエンス総合学科２名、生命・
物質化学科１名の合計６名に授与されました。


（教務課）

参加には事前申込が必要です。理工学部図書館
ホームページ内の、WEB 申込フォームからお
申し込みください。
URL：http://www.lib.cst.
nihon-u.ac.jp/lecture/
9337.html
また、はがき、FAX、E-Mail
でも申込ができます。その際
には、
「公開講座希望」と明記し、氏名、住所、
電話番号、所属（一般・学内）を御記入の上、
下記にお申し込みください。

学部祭

第４回桜理祭（船橋キャンパス）

「▶ Re Start」

船橋校舎で行われる学部祭は、今年で 51 回目
の開催となり新天地からの再出発といった意味
合いから「▶ Re Start」をテーマにしました。
これまで歩んできた理工学部の軌跡を尊重し、
これからの理工学部は学生が主体となり、日々
変わり続ける現代の要望に応えながら築き上げ
ていく、私たちの「伝統の再創造」を知ってい
ただきたい。また、学生一人ひとりが新しい発
見や気づきを見つけ企画に取り入れ，来場者に
楽しんでいただけるような第４回桜理祭にして
いきたいと考えております。
第４回桜理祭実行委員会

プログラム：研究室公開、研究室・学生団体に
よる展示および模擬店、芸能人ト
ークショー、子ども向けの理科実
験教室、ヒーローショー、ビンゴ
大会など
※ 11/3（土・祝） 同日開催
「船橋キャンパスウオッチング」

「
 短大オープンカレッジ

日本大学理工学部図書館事務課
〒 101-8308

スクール」

千代田区神田駿河台 1-8-14

「理工学部外国人留学生日本語スピーチコンテスト」

E-mail : stosyo@adm.cst.nihon-u.ac.jp

15

理 工サーキュラー

No .178

（図書館事務課）

ものづくり＆サイエンス

「理工学部英語弁論大会」

FAX：03-3293-7458



11 月３日（土・祝）～ ４日（日）

「未来博士工房施設見学会」



（学生課）

Event Report

2018-07→10

07/15
駿河台入試フォーラム

08/04,05
オープンキャンパス

10/03
理工・短大合同スポーツ大会

日本大学理工学部の公式

ページあります。

待ちに待った新校舎が完成した。東京の真ん中に、日本大

V O L . 4 8
2 0 1 8 . F A L L
N o . 1 7 8

学で一番背の高い校舎である。新校舎では学生や教職員の
笑顔が絶えない。そればかりか OB・OG をはじめ多くの来
訪者も笑顔になる。ピカピカの施設だったり、高層階から

発

それだけがみんなを笑顔にする要因ではないように思う。

編集委員会

の眺望だったりは自然とみんなを笑顔にしてくれる。でも、
この新校舎「タワー・スコラ」でたくさんの大きなユメが

はぐくまれ、巣立っていくことを予見できるからではない

だろうか。ユメを実現できる知の拠点……CST×DREAM の
新たな舞台である。

（轟）

行

日本大学理工学部広報委員会
大貫進一郎
大塚 文和
高橋 聖
石川 登

小泉公志郎
西山 孝樹
谷川 実
石井 利久

石部 尚登
河府 賢治
浅井 朋彦
大野 勉

吉田 征史
齊藤 健
吉開 範章
小池 文夫

広報委員長・編集長

轟

朝幸

江守 央
佐々 修一
桑本 剛
塚田 淳

佐藤 光彦
門馬英一郎
田中 和仁
鈴木 智子

重枝 豊
岩田 展幸
杉山 岳寛
矢葺 未来

編集協力

株式会社ムーンドッグ〈長谷川 香 細田 明子 熊木美千代〉

18110126000

