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赤木特任教授が IEEE Medal の受賞を決定
辻内順平名誉教授がエメット・N・リースメダルを受賞
6 期連続でスーパーコンピュータ「京」が Graph500 で
世界第 1 位を獲得
小池英樹研究室が経済産業省 Innovative Technologies+
2017 に採択かつ特別賞「Creation」受賞
本学名誉教授が平成 29 年秋の叙勲を受章
日本学術振興会が本学の科研費審査委員 4 名を表彰
平成 29 年度「東工大挑戦的研究賞」授賞式を実施
－独創性豊かな若手研究者に－
平成 29 年度「東工大特別賞」を授与
平成 29 年度永年勤続者表彰式にて 47 名を表彰
本学学生がスタンフォード大学で開催された健康医療
分野の開発コンテストで 3 位入賞
東工大合氣道部が全国大会で金賞受賞
東工大ボート部 全日本選手権で 5 位入賞
東工大ボート部 第 58 回全日本新人選手権大会で 8 位入賞
平成 29 年度「東工大学生リーダーシップ賞」授与式挙行
日野自動車スカラーシップ（Hino Motors Scholarship）
授与式を開催
役員会トピックス：東京工業大学と蔵前工業会が東工大
ベンチャー育成のための協働事業に係る覚書を締結
学生、教職員、執行部、卒業生 200 名を集め
「東工大の未来を語り合う大ワークショップ」を開催
東工大の研究と産学連携の「今」を知る
「第 1 回 Tokyo Tech Research Festival」開催報告
「ゴットフリート・ワグネル」没後 125 年記念講演会
開催報告
平成 29 年度学内ソフトボール大会を実施、優勝は学務部
連合
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赤木泰文特任教授がIEEE メダル受賞決定
工学院 電気電子系の赤木泰文特任教授が、2018 年 IEEE メダル イン パワー エンジニアリング
（IEEE Medal in Power Engineering）の受賞者に決定しました。

実験に使用した誘導電動機(15kW)と永久磁石同期電動機(15kW)と共に

IEEE（アイ・トリプル・イー: The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.）は米国に
本部を持つ電気電子分野の国際的な学会で、43 万人の会員を有する世界最大の技術系の学会です。IEEE
は現在 16 の分野でメダルを授与しており、IEEE メダルの受賞は IEEE において最高の栄誉とされ、受
賞者には金メダル等が授与されます。
IEEE メダル イン パワー エンジニアリングは 2008 年に設立された賞で、発電、送電、配電、電力応
用などの広い意味での「電力工学」の発展に貢献した研究者・技術者を顕彰するものです。赤木泰文特任
教授は、「電力変換システムとその応用の理論と実践に対する先駆的な貢献」が認められ、今回の受賞に
繋がりました。授賞式は、2018 年 5 月 11 日（金）にアメリカ・サンフランシスコにて行われる予定です。
本学関係者の IEEE メダル受賞は、末松安晴栄誉教授・元学長が 2003 年に IEEE ジェームス H. ミュ
ーリガン ジュニア エデュケーション メダル（IEEE James H. Mulligan, Jr. Education Medal）を受賞
しています。今回の赤木泰文特任教授の IEEE メダルの受賞は末松栄誉教授に続く快挙です。
赤木泰文特任教授のコメント
大学の研究は基礎研究と応用研究に分類できます。
パワーエレクトロニクスなど電気電子工学の応用研究の IEEE メダルの受賞は、
基礎研究でのノーベル賞の受章に匹敵する最高の栄誉です。
1973 年 4 月の学部 4 年の卒業研究からパワーエレクトロニクスの研究を開始し、
現在まで飽きることなく研究を継続しています。
その間、学生時代の恩師、研究室の先輩、同輩、後輩、そして大学教員になっ
てからの上司、同僚、さらに一緒に研究に打ち込んだ当時の大学院学生の方々に
厚くお礼申し上げます。
赤木泰文特任教授

受章理由の主要な業績は、「三相回路の瞬時無効電力理論の構築とその応用」
です。
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瞬時無効電力の定義から、その物理的意味を数式を用いて厳密に証明するまで 3 ヵ月を要しましたが、
証明そのものは大学 1 年で学ぶ線形代数学で十分に理解できるものです。
この瞬時無効電力理論を電力変換システムに応用し、従来の無効電力理論では実現不可能な実験波形を
取得できた時の喜びは今でもはっきり覚えています。
本学在職中に IEEE メダルを受賞できることは大変に嬉しく思います。
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：工学院 教授 千葉明 ・2017 年 12 月 5 日）

辻内順平名誉教授がエメット・N・リースメダルを受賞
東京工業大学 辻内順平名誉教授が、光学分野の世界的権威であるアメリカ光学会（Optical Society of
America、以下 OSA）のエメット・N・リースメダルを受賞しました。

OSA 会長との記念撮影

辻内名誉教授の行ったコヒーレント光学的方法による画像復元の最初の実験成果を含む、光情報処理、
ホログラフィー、光学的測定法の先駆的な研究が評価されたものです。

ステレオ撮影可能な内視鏡（左）と撮影画像から復元した胃の表層立体図（右）
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同賞は、ホログラフィーや光情報処理の分野で多くの功績を残されたエメット・ノーマン・リース氏を
称えて制定されたもので、世界中の光情報処理分野の研究者の中から毎年 1 名が選出されます。
過去には光情報処理のバイブルと言われる「フーリエ光学」の執筆者であるジョゼフ・W・グッドマン
博士をはじめ、世界トップレベルの研究者が名前を連ねており、今回の辻内名誉教授の受賞は日本人とし
て初めての受賞となります。
9 月 18 日に米国・ワシントン DC にて開催された OSA の年次大会（Frontier in Optics）の中で授賞式
が行われ、辻内名誉教授にメダルが授与されるとともに、記念スピーチを行いました。
辻内名誉教授のコメント
このエメット・ノーマン・リースメダルは、光情報処理、ホログラフィー、光学的測定法の分野の顕著
で先駆的な学術的貢献に対して与えられる賞です。これらの分野を専門としていた私を含む私どもの研究
室全体の成果が評価され、それを私が代表して頂いたことと理解していますので、研究室全体で喜びたい
と思っています。

授賞式でのスピーチの様子

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：科学技術創成研究院 助教 鈴木裕之・2017 年 12 月 11 日）
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6期連続でスーパーコンピュータ「京」が
Graph 500で世界第1位を獲得
―ビッグデータの処理で重要となるグラフ解析で最高の評価―
概要
理化学研究所（理研）と九州大学、東京工業大学、スペインのバルセロナ・スーパーコンピューティン
グ・センター、富士通株式会社、株式会社フィックスターズによる国際共同研究グループは、ビッグデー
タ処理（大規模グラフ解析）に関するスーパーコンピュータの国際的な性能ランキングである Graph500
※

において、スーパーコンピュータ「京（けい）
」[用語 1]による解析結果で、2017 年 6 月に続き 6 期連続

（通算 7 期）で第 1 位を獲得しました。
大規模グラフ解析の性能は、大規模かつ複雑なデータ処理が求められるビッグデータの解析において重
要となるもので、「京」は運用開始から 5 年以上が経過していますが、今回のランキング結果によって、
現在でもビッグデータ解析に関して世界トップクラスの極めて高い能力を有することが実証されました。
本成果の広範な普及のため、国際共同研究グループはプログラムのオープンソース化を行い、GitHub レ
ポジトリより公開中です。今後は大規模高性能グラフ処理のグローバルスタンダードを確立して行く予定
です。
本研究の一部は、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 CREST「ポストペタスケール高
性能計算に資するシステムソフトウェア技術の創出」（研究総括：佐藤三久 理化学研究所 計算科学研究
機構）における研究課題「ポストペタスケールシステムにおける超大規模グラフ最適化基盤」（研究代表
者：藤澤克樹 九州大学、拠点代表者：鈴村豊太郎 バルセロナ・スーパーコンピューティング・センター
2017 年 3 月終了）および「ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化」
（研究総括：
喜連川優 国立情報学研究所）における研究課題「EBD：次世代の年ヨッタバイト処理に向けたエクスト
リームビッグデータの基盤技術」（研究代表者：松岡聡 東京工業大学）の一環として行われました。
※アメリカのデンバーで開催中の HPC（ハイパフォーマンス・コンピューティング：高性能計算技術）に関する国際会
議「SC17」で 11 月 15 日（日本時間 11 月 16 日）に発表。

スーパーコンピュータ「京」
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Graph500 上位 5 位
公開された Graph500 の上位 5 位は以下の通り
順位
1

システム名称
京
神威太湖之光

2

（Sunway
TaihuLight）

設置場所
理研 計算科学研究機構
無錫国立スーパーコンピューティング
センター

ベンダー

国名

富士通

日

NRCPC

中

3

Sequoia

ローレンス・リバモア研究所

IBM

米

4

Mira

アルゴンヌ研究所

IBM

米

5

JUQUEEN

ユーリッヒ研究所

IBM

独

Graph500 とは
近年活発に行われるようになってきた実社会における複雑な現象の分析では、多くの場合、分析対象は
大規模なグラフ（節と枝によるデータ間の関連性を示したもの）として表現され、それに対するコンピュ
ータによる高速な解析（グラフ解析）が必要とされています。例えば、インターネット上のソーシャルサ
ービスなどでは、「誰が誰とつながっているか」といった関連性のある大量のデータを解析するときにグ
ラフ解析が使われます。また、サイバーセキュリティや金融取引の安全性担保のような社会的課題に加え
て、脳神経科学における神経機能の解析やタンパク質の相互作用分析などの科学分野においてもグラフ解
析は用いられ、応用範囲が大きく広がっています。こうしたグラフ解析の性能を競うのが、2010 年から
開始されたスパコンランキング「Graph500」です。
規則的な行列演算である連立一次方程式を解く計算速度（LINPACK[用語 2]）でスーパーコンピュータ
を評価する TOP500[用語 3]においては、「京」は 2011 年（6 月、11 月）に第 1 位、その後、2017 年 6 月
19 日に公表された最新のランキングでも第 8 位につけています。一方、Graph500 ではグラフの幅優先探
索（1 秒間にグラフのたどった枝の数（Traversed Edges Per Second; TEPS[用語 4]））という複雑な計算
を行う速度で評価されており、計算速度だけでなく、アルゴリズムやプログラムを含めた総合的な能力が
求められます。
今回 Graph500 の測定には、「京」が持つ 88,128 台のノード[用語 5]の内の 82,944 台を用いています。
約 1 兆個の頂点を持ち 16 兆個の枝から成るプロブレムスケール[用語 6]の大規模グラフに対する幅優先探
索問題を 0.45 秒で解くことに成功しました。ベンチマークのスコアは 38,621 GTEPS（ギガテップス）
です。Graph500 第 1 位獲得は、「京」が科学技術計算でよく使われる規則的な行列演算だけでなく、不
規則な計算が大半を占めるグラフ解析においても高い能力を有していることを実証したものであり、幅広
い分野のアプリケーションに対応できる「京」の汎用性の高さを示すものです。また、それと同時に、高
いハードウェアの性能を最大限に活用できる研究チームの高度なソフトウェア技術を示すものと言えま
す。「京」は、国際共同研究グループによる「ポストペタスケールシステムにおける超大規模グラフ最適
化基盤」および「EBD：次世代の年ヨッタバイト処理に向けたエクストリームビッグデータの基盤技術」
の 2 つの研究プロジェクトによってアルゴリズムおよびプログラムの開発が行われ、2014 年 6 月に 17,977
GTEPS の性能を達成し第１位、また「京」のシステム全体を効率良く利用可能にするアルゴリズムの改
良が行われ 2 倍以上性能を向上させ、2015 年 7 月に 38,621 GTEPS を達成し第 1 位でした。そして今回
のランキングでもこの記録は神威太湖之光等の新しいシステムに比べても大幅に高いスコアであり、世界
第 1 位を 5 期連続（通算 6 期）で獲得しました。
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これまでの幅優先探索問題（BFS）[用語 7]に加えて今回から最短路問題（SSSP）[用語 8]に対する結果
も公開されており、今後はさらに別の問題への適用も予定されています。
今後の展望
大規模グラフ解析においては、アルゴリズムおよびプログラムの開発・実装によって性能が飛躍的に向
上する可能性を示しており、研究グループでは今後も更なる性能向上を目指していきます。また、上記で
述べた実社会の課題解決および科学分野の基盤技術へ貢献すべく、スーパーコンピュータ上でさまざまな
大規模グラフ解析アルゴリズムおよびプログラムを研究開発していきます。
用語説明
[用語 1] スーパーコンピュータ「京（けい）」 : 文部科学省が推進する「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティ
ング・インフラ(HPCI)の構築」プログラムの中核システムとして、理研と富士通が共同で開発を行い、2012 年に共用
を開始した計算速度 10 ペタフロップス級のスーパーコンピュータ。「京（けい）」は理研の登録商標で、10 ペタ（10
の 16 乗）を表す万進法の単位であるとともに、この漢字の本義が大きな門を表すことを踏まえ、「計算科学の新たな
門」という期待も込められている。
[用語 2] LINPACK : 米国のテネシー大学のジャック・ドンガラ博士らによって開発された規則的な行列計算による連立
一次方程式の解法プログラムで、TOP500 リストを作成するために用いるベンチマーク・プログラム。ハードウェア
のピーク性能に近い性能を出しやすく、その計算は単純だが、応用範囲が広い。
[用語 3] TOP500 : TOP500 は、世界中のコンピュータシステムの、連立一次方程式の処理速度上位 500 位までを定期的
にランク付けし、評価するプロジェクト。1993 年に発足し、スーパーコンピュータのリストを年 2 回発表している。
[用語 4] TEPS（Traversed Edges Per Second） : Graph500 ベンチマークの実行速度をあらわすスコア。Graph500 ベ
ンチマークでは与えられたグラフの頂点とそれをつなぐ枝を処理する。Graph500 におけるコンピュータの速度は 1
秒間あたりに調べ上げた枝の数として定義されている。TEPS は Traversed Edges Per Second の略。
[用語 5] ノード : スーパーコンピュータにおけるオペレーティングシステム（OS）が動作できる最小の計算資源の単位。
「京」の場合は、ひとつの CPU（中央演算装置）、ひとつの ICC（インターコネクトコントローラ）、および 16GB の
メモリから構成される。
[用語 6] プロブレムスケール : Graph500 ベンチマークが計算する問題の規模をあらわす数値。グラフの頂点数に関連
した数値であり、プロブレムスケール 40 の場合は 2 の 40 乗（約 1 兆）の数の頂点から構成されるグラフを処理する
ことを意味する。
[用語 7] 幅優先探索問題（BFS） : 最短路問題と同じく、グラフ上で指定された二つの頂点間の距離が最小となる経路
を求める問題。グラフの各枝の重みが等しい場合を想定しており、主にインターネット上のソーシャルデータや金融
データ等の解析に用いられる。
[用語 8] 最短路問題（SSSP） : 幅優先探索問題と同じく、グラフ上で指定された二つの頂点間の距離が最小となる経
路を求める問題。グラフの各枝の重みが異なる場合を想定しており、主に道路あるいは鉄道などの交通データ上での
経路案内等に用いられる。

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：広報・社会連携本部広報・地域連携部門・2017 年 11 月 24 日）
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小池英樹研究室が経済産業省 Innovative
Technologies+ 2017 に採択かつ特別賞
「Creation」受賞
情報理工学院 情報工学系 小池英樹研究室大学院生の的場やすしさん、宮藤詩緒さん、浦垣啓志郎さん、
豊原宗一郎さんらがものつくり大学と共同で開発した「流動床インタフェース」が、優れた技術として経
済産業省 「Innovative Technologies+ 2017（以下、イノベーティブ テクノロジーズ プラス 2017）」に
採択され、かつ特別賞「Creation（以下、クリエーション）」を受賞しました。
イノベーティブ テクノロジーズ プラスは、経済産業省策定の技術戦略マップで示されている、技術開
発の方向性に基づき、その実現に大きな貢献が期待できる先進的な技術を発掘・評価する事業です。産学
連携の場での共有と社会への発信を行うことで、日本におけるコンテンツ技術の未来を描くことを目的と
し、実施されています。今回、イノベーティブ テクノロジーズ プラス 2017 に採択された 20 の技術は、
10 月 27 日から 29 日まで日本科学未来館にて行われた、国内外の先進コンテンツ技術が集まる「デジタ
ルコンテンツ EXPO 2017」において展示されました。さらに、この 20 の技術の中から特にコンテンツ産
業以外の分野への波及・応用の可能性の高い技術 4 件に対して「クリエーション」「Industry（インダス
トリー）」
「Culture（カルチャー）」
「選考委員特別賞」の各特別賞が贈られました。
「クリエーション」は、
特にコンテンツ産業の生産性・表現性の向上に資する技術・ビジネスモデルに対して贈られる賞です。
流動床とは砂のような粒体の入った容器の底から空気を吹き上げると粒体が液体のような状態になる
現象で、今回の「流動床インタフェース」はこの現象とコンピュータ・グラフィックス、コンピュータ・
ビジョン技術を組み合わせることで、コンピュータの入力装置及びエンターテイメント装置としての応用
を示したものです。

カヌーパドルを漕ぐ

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：情報理工学院 教授 小池英樹・2017 年 11 月 21 日）
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本学名誉教授が平成 29 年秋の叙勲を受章
平成 29 年秋の叙勲において、中村良夫名誉教授、入戸野修名誉教授、野中勉名誉教授、吉田裕名誉教
授が、教育研究の功労に対して瑞宝中綬章を受章しました。また、衣笠善博名誉教授が、瑞宝小綬章を受
章しました。
中村良夫名誉教授
経歴
中村良夫名誉教授（1999 年 4 月称号付与）は 1976 年 3 月に本学 工学部 助教
授に着任し、1982 年 8 月に教授に昇任、社会工学科、ならびに大学院総合理工学
研究科の社会開発工学専攻を併任しました。
道路線形透視形態の微分幾何学、土木構造物の画像工学、都市イメージ分析な
ど、景観工学の基礎理論に関する研究と教育にたずさわる一方、仮想行動理論、
景観記号学などを提唱しました。太田川元町護岸（広島広島市）、上谷戸橋（東京
都稲城市）、古河総合公園（茨城県古河市）などのデザイン実務にかかわり、学生・
院生の実践、教育の場として活用してきました。
また土木学会において土木計画学委員会、土木史委員会、環境システム委員会

中村良夫名誉教授

など新分野の運営に参加するとともに、景観・デザイン委員会の初代委員長とし
て、景観・デザイン賞の創設にかかわりました。これらの教育研究への多大な業績が評価されました。
中村良夫名誉教授のコメント
1976 年春に本学の社会工学科へ赴任するにあたり、3 月 1 日付けで着任するよう担当教授から厳命をう
けました。4 月 1 日から全力疾走できるように助走期間を持て、というご趣旨でした。
生産学が工学の主流であったころ、人間の歓びや美意識など生の充実を目指す景観工学を、内外の優秀
な学生諸君とともに学問の荒野の一角に切り開くことが出来ました。また、市民のまちづくり参画に繋が
る風景学を構想できたのも、文理融合を目指す社会工学科の自由で闊達な学風のお陰です。
大岡山駅に面した正門前はすっかり面目を一新し、工学の府の光芒が街の賑わいに射し込んでいます。
その溌剌とした姿をみれば今昔の感にたえません。駅名が「大岡山東工大前」になれば、とおもったりも
しますが・・・。懐の深い工学知の世界を授けてくださった本学の皆様に、あらためて敬意と感謝を表し
ますとともに、ますますのご発展を祈ります。
入戸野修名誉教授
経歴
入戸野修名誉教授（2002 年 4 月称号授与）は、1970 年 3 月に本学 大学院理工
学研究科 博士課程を修了後、本学助手となり、1 年半のフランス・パリ第 6 大学
（フランス給費研究留学）でその後の研究の骨子になる研究手法を身につけまし
た。1974 年 8 月に本学 工学部 助教授、1987 年 2 月に教授となりました。その
間、留学生教育センター長、東京工業大学工学部附属工業高等学校校長（6 年間）
を兼務し、また学外において文部科学省高等教育局の工学視学委員として協力し
ました。2002 年 4 月に福島大学 自然科学系学域設置準備室長に就任し、2004 年
10 月に新学類「共生システム理工学類」を設置しました。2010 年 3 月まで福島
大学同学類の教授、学類長、学群長を勤め、2010 年 4 月から 2014 年 3 月まで学
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長を務めました。2014 年 3 月に学長を任期満了退職し、名誉教授を授与されました。その後 1 年間にわ
たって大学評価・学位授与機構の認証評価委員として協力し、2016 年 3 月から福島市教育委員会「子ど
もの夢を育てる施設・こむこむ館」館長を勤めるなど、研究・教育分野において多大な貢献を果たしてい
ます。
入戸野修名誉教授のコメント
「地域住民から福島大学に自然科学系学域の設置を望む強い要望があるが、具体的な動きがない」とい
うことで、東工大在籍中に当時の木村孟学長の口利きもあり、2002 年 4 月に私が福島大学自然科学系学
域調査準備室長となりました。東北大・東大・東工大の 3 教授が室員となって福島大学の教員とともに、
創設構想の検討を進めました。私が 2002 年 4 月に教育学部 教授として福島大学に赴任し、構想の具体化
を文部科学省の指導下で推進しました。その結果、2004 年 10 月 に自然科学系学域の設置が認められ、
2005 年 4 月から 2 学群・4 学類に再編成し、新入生を受け入れました。また、2010 年 4 月には福島大学
学長に選出されました。就任 1 年目は、「顔の見える大学」を目指して教職員の顔写真入り冊子を刊行し
て学生・地域住民に公開し、さらに、毎月 2 回定例記者会見を実施して学生・教職員の諸活動を公開する
など、開かれた大学のイメージ作りに専念しました。こうした姿勢は、2011 年 3 月 11 日の「東日本大震
災と東京電力原発事故」の際に、大学が地域住民への支援活動を相互理解の上で効果的に実施するための
基盤として、大きな役割を果たしたと思っています。大学は学問の拠点であると同時に、地域住民ととも
に友好的に連携しながら大学が行う復興を始めとする様々な活動が円滑に継承されている様子を見られ
るのは嬉しい限りです。
野中勉名誉教授
経歴
野中勉名誉教授（2001 年 4 月称号授与）は、本学 理工学部 化学工学課程を経
て、1969 年に大学院博士課程を修了し工学部助手に採用されました。1973 年助教
授となり、大学院総合理工学研究科への配置換えを経て、1986 年に教授に昇任し
ました。その後、1993 年から 1999 年までの間には大学院総合理工学研究科長（1
期）および評議員（2 期）を併任し、学部がない学際大学院から博士課程中心の
創造大学院への抜本的な改組拡充構想の実現に研究科の総力をあげ、20 世紀中に
何とか成就しました。
2000 年、鶴岡工業高等専門学校長に転任し、共に理工系高等教育研究機関であ
る本学と鶴岡高専の連携を目指しましたが、4 年後の独立行政法人化に備えて外
的連携より内的整備強化が急務となりました。2006 年に定年退職し、鶴岡高専か

野中勉名誉教授

ら名誉教授の称号を授与されました。
2008 年からの 2 年間、本学 グローバルエッジ研究院シニアマネージャー（特任教授）として、テニュ
アトラック制度の運用に携わるなど、39 年に亘り、理工系高等教育研究機関の発展に寄与したことが今
回の受章に繋がりました。
野中勉名誉教授のコメント
大学院総合理工学研究科における博士課程中心の創造大学院は、原理的には何かを修士課程で減らし博
士課程で増やせば実現したはずですが、種々の有形無形の素材投入も必要でした。先達による設計図は先
見性に富む魅力的なもので、絶対不可欠な素材として大幅な「教授」定員増を示唆していました。そして
気が付いたら、短期間、集中的に多数の教授定員が獲得され、一挙に創造大学院の目的にマッチした人事
も完成していました。教員の本務（教育と研究）などは私の念頭から吹っ飛び、本学事務部の「強引な後
押し」と文科省現場の「旺盛なやる気」に煽られたガムシャラ・無我夢中の数年の後、気が付いたら鶴岡
高専の校長室にいました。校庭ではギフチョウが乱舞していました。

9

January 2018

No.521

高専は 2004 年の独法化に備え、外交より内政面の整備拡充強化が急務でした。
グローバルエッジ研究院を 1 年余で辞めたのは、レンタカー旅行に憑かれたためではなく、世界一混む
東急田園都市線での朝の通勤に疲れたためでした。
吉田裕名誉教授
経歴
吉田裕名誉教授（1998 年 4 月称号授与）は、1963 年 3 月に東京大学 土木工学
専門課程修士課程を修了した後、同年 4 月東京大学 生産技術研究所 助手となり、
1970 年 4 月には助教授として、学生の指導、研究に従事しました。
その後、1971 年 6 月に本学 工学部 助教授、1981 年 11 月に教授に昇任し、1998
年 3 月に本学を定年退職するまで、構造力学、力学モデルの数値解析、有限要素
法などの教育研究に努め、数多の人材を育成してきました。
1998 年 10 月に関東学院大学 教授となり、土木工学、情報ネット・メディア工
学の分野において教育環境の充実に努め、2008 年 3 月に定年退職しました。
研究面では、特に、有限要素法を核とするコンピュータによる科学技術計算、
力学現象解析の普及、発展に大きく貢献してきました。日本鋼構造協会技術委員

吉田裕名教授

会構造解析小委員会において、1984 年から 91 年まで委員長を務め、研究会の企画実施などに寄与しまし
た。当該分野における日米間の研究協力事業にも尽力した他、土木学会、日本機械学会、日本応用数理学
会など、学会の枠を超えた広い領域において長年にわたり精力的に活動した成果が認められました。
吉田裕名誉教授のコメント
私が助教授として本学に着任した 1971 年は、大学紛争の後遺症が色濃く残っている時代でした。だか
らこそと言うべきか、設立間もない東工大土木教室には、教育や研究に掛ける熱情というか、希望と活気
に溢れておりました。山口先生と吉川先生が連携して、血気盛んな若手のやる気を上手に引き出していた、
というのが実状だったかもしれません。
技術の進展に伴って、教えるべきと考えられる教育内容は多様化します。カリキュラムの限られた時間
数の中で、どの学科目をどのように割り当てるか、学生の自覚をどのように促すかなど、よく議論された
ことを思い出します。学生の就職は総じて順調でしたが、毎年、研究室全員の進路が決着するまでの間は、
心が休まらなかったことを思い出すのですが、卒業生の多くが一流の職場で重責を担って活躍しておられ
る姿に接することができる幸せは、東工大に籍を置いていたからこそと、深く感謝しています。優秀な学
生と苦労を共にし、喜びを分ち合った日々は、掛替えの無い、幸せに満ちたものでした。
その間、多くの卒業生や関係の皆様方から頂いた励ましのメッセージは、有難く、心の支えになりまし
た。皆様のご繁栄を心から祈念しております。ありがとうございました。
衣笠善博名誉教授
経歴
衣笠善博名誉教授（2010 年 4 月称号授与）は、1999 年 4 月に、工業技術院地質
調査所（産業技術総合研究地質調査総合センターの前身）の首席研究官から、本
学 大学院総合理工学研究科 環境理工学創造専攻の教授として着任しました。
本学においても、地質調査所時代と同様に、地震学と地質学の境界領域である
地震地質学の研究に従事されると共に、原子力施設等の重要構造物の耐震安全性
確保のために尽力しました。
2010 年 3 月に定年退職し、名誉教授の称号を授与された後は、公益財団法人 地
震予知総合研究振興会の副主席研究員として研究を続けています。このたびの受
章はこれらの実績が認められたものです。

衣笠善博名誉教授
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衣笠善博名誉教授のコメント
東工大の定年退職に当たっては、教授歴に加えて、地質調査所首席研究官としての前歴を加算した合わ
せ技で名誉教授の称号をいただきました。今回の叙勲に当たっても、
“現東工大 名誉教授 元工業技術院
地質調査所首席研究官”との合わせ技の経歴が評価されたようです。特別なご配慮を頂いた関係者に厚く
御礼申し上げます。
合わせ技となった 2 つの組織に所属しましたが、その 2 つは全く性格の異なるものでした。工業技術院
地質調査所は、地質学を中心とする 200 人以上の研究者を擁する研究組織で、互いに協力・切磋琢磨して
研究を進めてきました。一方、大学院 総合理工学研究科、特に環境理工学創造専攻は、専門の異なる教
授陣からなる組織で、視野を大いに広げることが出来ました。
このように性格の異なる 2 つの組織に属することが出来たのは研究者として全くの幸運で、今後とも、
自然災害や地球環境問題を、幅広い視野で関心を持ち続けたいと思っています。
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：広報・社会連携本部広報・地域連携部門・2017 年 12 月 4 日）

日本学術振興会が本学の科研費審査委員 4 名を表彰
本学教員 4 名が独立行政法人日本学術振興会（JSPS）より平成 29 年度科研費（科学研究費助成事業）
審査委員の表彰を受け、12 月 12 日に三島良直学長から表彰状が手渡されました。
今回表彰された教員は次のとおりです。
● 理学院 上妻幹旺教授
● 理学院 平山博之教授
● 工学院 梶川浩太郎教授
● 工学院 山田明教授
審査委員の表彰とは
日本学術振興会は、学術研究の振興を目的とした科研費の業務を行っています。
科研費の配分審査は、専門的見地から第 1 段審査（書面審査）と第 2 段審査（合議審査）の 2 段階で
行われますが、公正・公平な審査が行わるよう、審査の質を高めていくことは大変重要です。そのため、
同会設置の学術システム研究センターにおいて、審査終了後、審査の検証を行い、その結果を翌年度の
審査委員の選考に適切に反映しています。
さらに平成 20 年度からは、検証結果に基づき、第 2 段審査（合議審査）に有意義な審査意見を付し
た第 1 段審査（書面審査）委員を選考し、表彰することとされています。平成 29 年度は約 5,300 名の
第 1 段審査（書面審査）委員の中から 255 名が表彰されました。
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受賞者との記念撮影

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：研究推進部研究企画課・2017 年 12 月 25 日）

平成 29 年度「東工大挑戦的研究賞」授賞式を実施
－独創性豊かな若手研究者に－
平成 29 年度「東工大挑戦的研究賞」授賞式が 9 月 6 日※に行われました。
※9 月 6 日の欠席者に対し、9 月 25 日に学長室にて授賞式を行いました。

受賞者との記念撮影（9月6日）
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布施准教授によるプレゼンテーション

授賞式では、三島良直学長から受賞者に賞状の授与、および今後さらなる活躍を期待する旨の激励の
言葉があり、次いで受賞者代表 3 名から、採択された研究課題についてのプレゼンテーションが行われ
ました。
この賞は、本学の若手教員の挑戦的研究の奨励を目的として、世界最先端の研究推進、未踏分野の開
拓、萌芽的研究の革新的展開または解決が困難とされている重要課題の追求等に果敢に挑戦している独
創性豊かな新進気鋭の研究者を表彰するもので、第 16 回目となる今回は 13 名が選考されました。なお、
受賞者には支援研究費が贈呈されます。
平成 29 年度「東工大挑戦的研究賞」受賞者一覧

受賞者

岩崎孝之

布施新一郎

鎌田慶吾

平原徹

福原学

中原啓貴

阪口基己

所属
主担当系または担当研究
工学院
電気電子系
科学技術創成研究院
化学生命科学研究所
科学技術創成研究院
フロンティア材料研究所
理学院
物理学系
理学院
化学系
工学院
情報通信系
工学院
機械系

職名

助教

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

研究課題名（ * は学長特別賞）
* ワイドギャップパワーデバイスの量子センシング技術の
開発
* 大量核酸供給を可能にする革新的マイクロフロー合成法
開発への挑戦
* 高難度反応実現のための複合酸化物触媒の創製
磁性トポロジカル絶縁体ヘテロ構造における室温量子異常
ホール効果の実現
アロステリズム応答性糖センシング
2 値化による超低消費電力ディープラーニング専用
プロセッサの創出
耐熱超合金の破壊プロセスに対する結晶破壊力学
アプローチ
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受賞者

三宮工

林晋平

安部聡

稲垣厚至

所属
主担当系または担当研究
物質理工学院

職名

講師

材料系
情報理工学院

助教

情報工学系
生命理工学院

助教

生命理工学系
環境・社会理工学院
融合理工学系

助教

リベラルアーツ
西田亮介

研究教育院

准教授

社会・人間科学系
近藤正聡

科学技術創成研究院
先導原子力研究所

助教

No.521

研究課題名（ * は学長特別賞）
カソードルミネセンスによるナノスケール複素電場
マッピング
リファクタリング技術による多様なソフトウェア開発
成果物の完全化保守支援
細胞内タンパク質結晶を用いた革新的構造解析手法の開発
熱画像風速測定法による都市歩行者レベルの風の空間分布
計測
情報過剰の時代における政治の情報発信と受容に関する
研究
過酷流動環境下における機能分担型多重界面構造の機能
発現実証研究
（敬称略）

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：研究推進部研究企画課・2017 年 11 月 22 日）

平成 29 年度「東工大特別賞」を授与
11 月 21 日に東工大特別賞の授与が行われました。この表彰は、多年にわたって研究教育の円滑な推
進に寄与し、かつ、勤務成績が優秀と認められる大学職員に対し行われているものです。今年度は 2
名が表彰を受けました。
表彰式では、三島良直学長より表彰状の授与と報奨金目録の贈呈が行われました。
今回受賞した職員は次のとおりです。
平成 29 年度「東工大特別賞」受賞者
● 技術部情報基盤支援部門技術職員（技術専門員） 隅水良幸
受賞理由「インターネットへの情報発信基盤の安全安定運用を支える多大な貢献」
● 技術部マイクロプロセス部門技術職員（主任技術専門員） 松谷晃宏
受賞理由「技術部マイクロプロセス部門を中心とした研究支援に対する多大な貢献」
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記念写真
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：総務部人事課労務室・2017 年 12 月 11 日）

平成 29 年度永年勤続者表彰式にて 47 名を表彰
11 月 21 日、大岡山キャンパス大岡山西 8 号館 10 階情報理工大会議室において、平成 29 年度永年勤
続者表彰式が行われました。この表彰は永年（他国立大学等を含む勤続 20 年（うち本学勤務 10 年以上））
職務に精励した職員を対象とするもので、今回表彰された方は 47 名でした。
表彰式では、三島良直学長から一人一人に表彰状の授与と記念品の贈呈が行われ、永年の功労に対し
て祝辞が送られました。続いて、表彰を受けられた者を代表して情報理工学院 出口弘教授からの謝辞
がありました。
今回表彰された方々は次のとおりです。

出口教授による代表謝辞

学長祝辞
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平成 29 年度東京工業大学永年勤続表彰者一覧
所属

職名

氏名

理学院

教授

村上修一

理学院

助教

金子真一

理学院

助教

河井真吾

工学院

准教授

大見俊一郎

工学院

准教授

原精一郎

工学院

助教

田湯智

工学院

助教

寳積勉

物質理工学院

教授

伊原学

物質理工学院

教授

史蹟

物質理工学院

准教授

桑田繁樹

物質理工学院

准教授

戸木田雅利

情報理工学院

教授

秋山泰

情報理工学院

教授

出口弘

環境・社会理工学院

教授

坂田弘安

環境・社会理工学院

准教授

那須聖

リベラルアーツ研究教育院

教授

猪原健弘

リベラルアーツ研究教育院

教授

調麻佐志

リベラルアーツ研究教育院

教授

田村斉敏

リベラルアーツ研究教育院

教授

室田真男

リベラルアーツ研究教育院

准教授

金子宏直

科学技術創成研究院

教授

藤井正明

科学技術創成研究院

教授

山口猛央

総務部 企画・評価課 総合企画グループ

スタッフ

小川純子

総務部 人事課労務室 人材活用グループ

主任

向後鉄也

総務部 広報・社会連携課 広報グループ

グループ長

間島秀明

総務部 広報・社会連携課 社会連携グループ

主任

柳澤由乃

財務部 経理課 運用・支出グループ

グループ長

保坂義則

財務部契約課 大岡山第 1 契約グループ

主査

財務部 契約課 大岡山第 1 契約グループ

スタッフ

荒木紀代子

財務部 契約課 大岡山第 2 契約グループ

グループ長

平山隆広

財務部 契約課 大岡山第 2 契約グループ

主任

間島ちひろ
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所属

職名

氏名

財務部 契約課 大岡山第 4 契約グループ

グループ長

中山範靖

研究推進部 研究企画課 研究企画第 1 グループ

グループ長

今野瑞穂

研究推進部 研究資金管理課 受託研究契約グループ

主任

原誠

研究推進部 情報図書館課 情報管理グループ

グループ長

砂押久雄

研究推進部 情報図書館課 利用支援グループ

グループ長

小野理奈

施設運営部 施設総合企画課 総務・契約グループ

主任

海老原健太郎

施設運営部 施設整備課 建築グループ

グループ長

牧村恭子

すずかけ台地区事務部 総務課 生命理工学院事務グループ

主任

奥田美紀

すずかけ台地区事務部 会計課

専門職（会計総括）

奥田直樹

すずかけ台地区事務部 会計課 経理グループ

主任

小林純三

すずかけ台地区事務部 学務課 教務グループ

主任

渡部秀明

すずかけ台地区事務部 学務課 教務グループ

スタッフ

渡部さおり

大岡山第二事務区 工系事務第 3 グループ

グループ長

福島勇人

監査事務室 監査総括グループ

主任

上里真理子

技術部安全管理・放射線部門

技術専門員

吉原祐貴

技術部教育支援部門

技術職員

岩井敦子

No.521

（所属順・敬称略）

記念写真

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：総務部人事課労務室・2017 年 12 月 4 日）
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本学学生がスタンフォード大学で開催された健康医療
分野の開発コンテストで 3 位入賞
10 月 21 日、22 日にアメリカのスタンフォード大学で開催された「Stanford's Health Hackathon
Health++ 2017（スタンフォード ヘルスハッカソン ヘルス プラスプラス 2017、以下スタンフォード ヘ
ルスハッカソン）」において、情報理工学院 情報工学系の長沼大樹さん（修士課程 1 年）の所属するチ
ーム Rota++（以下、ロタ プラスプラス） が、総合 3 位と Persistent-Neodesign（パーシステント ネ
オデザイン）賞を受賞しました。

受賞時の様子
右から長沼大樹さん、東京大学の荒川陸さん、大阪大学の寺本将行さん、
山蔦栄太郎さん、早稲田大学の後雄大さん、筑波大学の杉本実夏さん

ロタ プラスプラスが開発したのは、赤ちゃんが脱水状態のときに、赤ちゃんへの水分補給を促し、
保護者の取るべき行動をサポートすることを目的としたスマートおしゃぶり「your pacifier（ユア パ
シファイアー）」です。
メンバーの 1 人がアジア、太平洋諸島で公衆衛生調査をした際に、下痢により危険な脱水症状にさら
されている子どもが多数入院していることに気付き、その解決策を考える中で生まれたデバイスです。
おしゃぶりに付いているセンサーによって赤ちゃんの脱水状態を判定し、危険な脱水症状だと判断し
た場合には、モバイルアプリを通じて赤ちゃんの体全体の水分量を保護者に通知します。その際アプリ
上で保護者に対して簡単な質問が出され、その返答内容によって警告を出し、例えば「病院に連れて行
く」などの保護者が行うべき行動を指示します。さらに、ユア パシファイアーはユーザーのデータを
収集し、その地域の同様の症状の流行を検出することができるため、その情報を病院が共有することで
感染状況の分析にも役立てられます。
スタンフォード ヘルスハッカソンの概要
スタンフォード大学で行われる、エンジニア、起業家、デザイナー、健康医療従事者など多分野に横
断した参加者が、健康医療分野における重要な課題に協力して取り組む開発コンテストです。応募者
521 名、52 プロジェクトが参加し、今回は健康医療における「affordability（医療の低価格化）」をテ
ーマに開催されました。
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ロタ プラスプラスについて
医学生、バイオエンジニア、ハードウェアエンジニア、ソフトウェアエンジニア（2 名）、プロダク
トデザイナーの大学生・大学院生 6 名で構成しています。長沼さんは、ハードウェアエンジニア・ソフ
トウェアエンジニアとして参加しており、ユア パシファイアーのデバイスのハードウェア及びソフト
ウェアの通信部分を担当しています。
長沼大樹さんのコメント
今回の大会では、日本ではあまり認知されていませんが特に新興国では深刻な問題を「テクノロジー
を組み込む事で解決することができないか」というところから、このプロダクトの開発が始まりました。
このような名誉ある賞をいただけたのは、チーム一丸となって取り組むことができたからだと思いま
す。
改善できる点・検証すべき点が多く残っているので、試作を重ね、フィードバックをいただきながら、
引き続きこの問題の解決に挑戦していきたいです。
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：情報理工学院情報工学系 修士課程 1 年 長沼大樹・2017 年 12 月 1 日）

東工大合氣道部が全国大会で金賞受賞
9 月 24 日、東京工業大学合氣道部が「第 36 回全日本心身統一合氣道競技大会」に出場し、団体の部
（大学部）で金賞を受賞しました。銀賞は慶應義塾大学、銅賞は早稲田大学でした。
本大会は栃木県芳賀郡の心身統一合氣道会総本部天心館道場にて、
「個人の部」と「団体の部」
（それ
ぞれ「中等部」「高等部」「大学部」
）に分かれて行われ、日本全国から 134 名の学生が参加しました。
東工大合氣道部は 1968 年に活動を開始し、今年で創立 49 周年を迎えました。週 4 日の稽古のうち、
心身統一合氣道会本部師範の大塚豊師範（心身統一合氣道九段）による稽古を週 1 回行っています。
「心
が身体を動かす」ということを重視し、心と身体を一つにして用い、「相手の心を尊重して導く」こと
を学んでいます。
津葉井優気さん（合氣道部主将、工学部 機械知能システム学科 3 年）のコメント
このような名誉ある賞をいただくことができたのは、多くの方々の支えがあったからだと思います。
今後も精進してまいりますので、東工大合氣道部を宜しくお願いいたします。
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大塚豊師範（前列右から3番目）を囲んでの集合写真

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：東京工業大学 心身統一合氣道部・2017 年 11 月 8 日）

東工大ボート部 全日本選手権で 5 位入賞
東京工業大学 端艇部（ボート部）が、10 月 26 日～10 月 29 日にかけて埼玉県戸田市で行われた第
95 回全日本選手権大会に出場し、男子舵手付きフォア※で、全国 5 位入賞を果たしました。

全国5位入賞を果たしたクルー（左から、池田さん、稲子さん、藤井さん、三浦さん、小川さん）
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同大会は日本最大規模の大会で、リオデジャネイロオリンピックに出場した選手や東京オリンピック
に出場する可能性がある選手も多数参加する非常にレベルの高い大会です。本大会にて男子舵手付きフ
ォアで全国入賞をするのは東工大ボート部としては 30 年ぶりの快挙となります。
※両手で 1 本のオールを持って漕ぐスウィープタイプのボートで、4 人の漕手が二手のサイドに分かれ、それとは別に
舵手（コックス）が 1 人乗り、1 チーム 5 人により構成される競技。

クルー5 人のコメント
コックス
● 三浦弘靖さん （工学部 土木環境工学科 学士課程 4 年）
このクルーはメダルを目指していただけにとても悔しい結果となってしまいましたが、順位決定戦で
は自分達の実力を出し切ることができ、1 着でゴールすることができました。応援ありがとうございま
した。今大会をもって 4 年生は引退するためメダルに手が届かなかった悔しさを晴らす術はないのです
が、同じクルーに乗っていた 3 年生や試合を観戦していた後輩が中心となって来年はメダルを取ってき
てくれるのではないかと期待しています。引き続き東京工業大学端艇部に熱い応援をよろしくお願いい
たします。
ストローク
● 藤井健人さん （工学部 電気電子工学科 学士課程 4 年）
4 年生にとっての引退試合、それも学生だけでなく社会人（プロ）も出場する日本最大の大会で 5 位
入賞を果たせました。メダルを目指していただけに悔しさもありますが、この思いは来年後輩が晴らし
てくれると信じています。
振り返ると敗者復活戦、順位決定戦のどちらも「逆転」で「1 秒差」を制した試合でした。インカレ
で対抗エイト 7 位入賞を果たしてからの 2 ヶ月間、もうひと回りレベルアップしようとマネージャーを
含めた部員全員でもう一度「団結」したこと。よく相談に乗って下さった社会人の方々からのアドバイ
ス。OB・OG、大学からの十二分な支援。教授のご配慮や多くの友達からの応援。全てがこの「1 秒の短
縮」に繋がったと確信しています。
この恵まれた環境で活動できたことを本当に嬉しく思うと同時に、支えて下さった多くの方々への感
謝の気持ちが溢れています。本当にありがとうございました。4 年間を通し、最高に濃密で充実した端
艇部ライフでした。
3番
● 小川翔太郎さん （工学部 化学工学科 学士課程 3 年）
応援ありがとうございました。全日本選手権で 5 位入賞という結果を残せたことを嬉しく思います。た
だ、この結果は最高の結果ではないので、私たちは更なる高みを目指しこれからも練習に励んでいきま
す。これからも応援よろしくお願いします。
2番
● 池田郁也さん （生命理工学部 生命工学科 学士課程 4 年）
自分の引退試合で 5 位入賞という結果を残せて嬉しいです。練習ではうまくいかないことが多く、気
持ちが折れそうになりましたが、クルーチーフの藤井に喝を入れられ最後まで目標意識を持って漕ぐこ
とができました。また、コーチの的確な指導、マネージャーの日々のサポート、OB・OG の方々の多大
な支援、そして同期、後輩を含む東工大ボート部全体の応援があっての結果であり、全員でつかみ取っ
た日本 5 位だと思います。僕はこれで引退しますが、来年は頼もしい後輩が今年以上の結果を残してく
れると期待しています。引き続きボート部の応援をよろしくお願いします。
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バウ
● 稲子晴也さん （生命理工学部 生命科学科 学士課程 4 年）
全日本での入賞は東工大としては 30 年ぶりの快挙だそうですが、目標がメダル獲得であったため結
果は悔やまれます。ただ、ここ最近の東工大からは流れを変える起点を築き上げました。自分は今大会
で引退なのですが、来年以降ボート部がより強いチームとなることを信じています。これからも応援よ
ろしくお願いします。

試合風景

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：東京工業大学端艇部・2017 年 11 月 20 日）

東工大ボート部 第 58 回全日本新人選手権大会で
8 位入賞
東京工業大学 端艇部（ボート部）が、11 月 10 日から 12 日に埼玉県戸田市の戸田ボートコースで開
催された、公益社団法人日本ボート協会主催 第 58 回全日本新人選手権大会に出場し、男子舵手付きフ
ォアで 8 位に入賞しました。

試合中のメンバー
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全日本新人選手権大会は、出漕資格が、1995 年 4 月 2 日以降に出生した者で、3 つの資格（（1）中学
生及び高校生、
（2）一般団体に属し、2015 年度以降に高校を卒業した者、または 2012 年度以降に中学
を卒業した者、（3）大学団体に属し、2016 年度以降に大学に入学した者）のいずれかに該当する者等
となっている全国大会です。今大会の男子舵手付きフォアには 19 チーム（大学）の 1、2 年生の選手が
出場しました。
舵手付きフォアは、両手で 1 本のオールを持って漕ぐスウィープタイプのボートで、漕手が 4 人、舵
手（コックス）1 人の 1 チーム 5 人により構成される競技です。
入賞したメンバーを紹介します。
● 井上幸大さん（工学院 経営工学系 学士課程 2 年）
● 村田翔太朗さん（情報理工学院 情報工学系 学士課程 2 年）
● 奥村直仁さん（情報理工学院 情報工学系 学士課程 2 年）
● 服部広暉さん（工学院 機械系 学士課程 2 年）
● 植田紳之介さん（工学院 経営工学系 学士課程 2 年）
井上幸大さんからのコメント
今回は当初の目標である全日本新人選手権での 8 位入賞を達成することができて嬉しいです。まだまだ
課題は残っているので、日々成長して来年はさらにいい結果が出せるように頑張ります。

賞状を手にする入賞メンバー（左から奥村さん、村田さん、井上さん、植田さん、服部さん）
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：東京工業大学端艇部・2017 年 12 月 28 日）
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平成 29 年度「東工大学生リーダーシップ賞」授与式挙行
学務部教務課
平成 29 年度の「東工大学生リーダーシップ賞」授与式が、10 月 25 日に学長室で行われました。
この賞は、本学学士課程の 2 年目から 4 年目の学生を対象とし、学生の国際的リーダーシップの育成
を目的としています。知力、創造力、人間力、活力など、リーダーシップの素養に溢れる学生を表彰し、
さらなる研鑽を奨励するために平成 14 年度から実施されています。

授与式後の記念撮影

授与式では、学長から賞状の授与と副賞の贈呈が行われました。授与式終了後は、学長、理事・副学
長と受賞者で歓談しました。
今回表彰された学生は以下の通りです。
平成 29 年度「東工大学生リーダーシップ賞」受賞者
所属・学年

氏名

主な受賞理由


工学部

ToiTech での活動

化学工学科 応用化学コース 古橋 知樹
4年

非電化トイレシャワーを製作・普及させるプロジェクト



国際開発サークルでの活動



ジョージア工科大学リーダーシッププログラムでの活動



東工大生有志団体によるスマート白杖の開発



海外派遣（グローバル理工人育成コース）での活動



東工大留学生会 TISA での活動

生命理工学部



iGEM 2016 における金賞受賞

生命科学科 生体機構コース 長谷川 葉月



東工大バイオコン・東工大バイオものコン受賞

3年



学勢調査での活動



廃棄物資源循環学会での発表



東工大国際交流学生会 SAGE、学生団体 EPATS での活動

工学部
電気電子工学科 4 年
工学部
国際開発工学科 4 年

環境・社会理工学院
融合理工学系 2 年

岩瀬 駿

秦 桜蘭

渡辺 真央
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受賞学生

（全学サイト東工大ニュース掲載日：2017 年 11 月 20 日）

日野自動車スカラーシップ（Hino Motors Scholarship）
授与式を開催
10 月 4 日、東京工業大学 学長室にて日野自動車スカラーシップ（Hino Motors Scholarship）授与
式が行われました。日野自動車スカラーシップは、日野自動車株式会社からの寄附を原資として、次世
代を担う優秀な本学私費留学生（タイ王国もしくは別の ASEAN（東南アジア諸国連合）加盟国）を対象
に設立された奨学金制度です。グローバルな事業展開を行う日野自動車株式会社の企業方針の一翼を担
うとともに、本学が目標のひとつとして掲げる「世界の理工系トップ大学・研究機関との連携強化、優
秀な研究者・学生との交流を通じた教育研究の高度化・国際化の推進」の一助となっています。

三島学長より奨学生証を授与されるハンダヤニさん
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今年度は、インドネシア出身で環境・社会理工学院 融合理工学系のハンダヤニ・ナビラさんが選ば
れました。
授与式には日野自動車株式会社 技術管理部総括グループ主管の木谷太郎氏も出席し、三島良直学長
の挨拶および木谷氏の挨拶の後、奨学生証が授与されました。その後ハンダヤニさんから、「素晴らし
い奨学金と学ぶ機会を与えてくださった日野自動車に感謝します。また、これまで学んできたこと、そ
してこれから学び続ける専門的知識が持続可能な未来へのひとつの解決策となることを強く願ってお
ります」と、感謝の意と意気込みが述べられました。

（前列左から）三島学長、ハンダヤニさん、日野自動車 木谷技術管理部総括グループ主管、
（後列左から）日置滋副学長（基金担当）
、丸山俊夫理事・副学長（教育・国際担当）

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：総務部広報・社会連携課基金室・2017 年 11 月 6 日）

役員会トピックス：東京工業大学と蔵前工業会が東工大
ベンチャー育成のための協働事業に係る覚書を締結
役員会は、東工大における最高意思決定機関です。東工大では毎月 2 回役員会を開催し、大学の組織、
教育、研究などについて、審議し決定しています。
12 月 15 日の会議で承認された、意欲的で新しい取り組みについて、紹介します。
12 月 15 日 役員会
主な審議事項等
● 東京工業大学と蔵前工業会との東工大ベンチャー育成のための協働事業に係る覚書の締結について
● 科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センター及び社会情報流通基盤研究センターの設置期
間延長について
● 第 2 回 Tokyo Tech アドバイザリーボードミーティング開催報告

26

January 2018

No.521

トピック：東京工業大学と蔵前工業会が東工大ベンチャー育成のための協働事業に係る覚書を締結
本学は、一般社団法人蔵前工業会と東工大アントレプレナーによるベンチャー育成のための協働事業
に係る覚書を締結することとなりました。
蔵前工業会は、本学卒業生の同窓会です。本学および本学の前身校の卒業生や教職員などの関係者によ
り組織され、会員相互の親睦をはかるとともに、科学技術および工業の発展に資することを目的として
います。
今回の締結を受け、本学と蔵前工業会は、東工大アントレプレナーとして起業を志す者に対する創業
支援・育成を始めとする、ベンチャー育成のための協働事業を実施します。これにより、東工大関連ベ
ンチャーの創出と成功の実現、本学の研究力強化と国際協働、社会への実践的叡智の還元に寄与するこ
とが期待されます。
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：総務部総務課・2017 年 12 月 26 日）

学生、教職員、執行部、卒業生200名を集め 「東工大の
未来を語り合う大ワークショップ」を開催
広報・社会連携本部 広報・地域連携部門
11 月 22 日、東工大を支える各構成員のうち総勢 207 名（学生 60 名、教員 53 名、職員 66 名、執行
部・卒業生 28 名）が大岡山キャンパス生協第一食堂 2 階コミュニケーション・ラウンジに集まり、
「学
生・教員・職員・卒業生全員集合！ 東工大の未来を語り合う大ワークショップ～2030 年に向けた東京
工業大学のステートメント『ちがう未来を、見つめていく。』をもとに～」が開催されました。本学で
も最大規模となった本ワークショップでは、多様な学内関係者が 1 つの卓を囲み、東工大の一員として
「対等」な立場で参加することを合言葉に、東工大の現在とこれからについて熱く語り合い、大いに盛
り上がりました。

総勢207名による大ワークショップで対話する様子
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多様な立場の構成員がフラットに語り合う
東工大は、大ワークショップの副題ともなっている
ステートメントを 30 名規模による計 4 回のワークショ
ップをもとに、2017 年春にまとめました。
「ちがう未来
を、見つめていく。」というフレーズから始まる“Spirit
（スピリット）”、「尖らせる」「共鳴する」「実装する」
からなる“Action（アクション）”の 2 つで構成され、
本学の目指す姿を示しています。これをもとに今度は
より多くの東工大構成員が、本学の将来について「自
分ごと」として関わりを持つこと、また学生・教員・職
員・卒業生が一堂に会して現状と未来についてフラット
な立場で語り合うことで、新たな出会い・アイデア・エ

2017年春に策定した
「2030年に向けた東京工業大学のステートメント
(Tokyo Tech 2030)」

ネルギーを生み出すことを目的にしてこの大規模ワークショップを実施しました。

東工大の強みと課題、理想の東工大像とは
冒頭に、大ワークショップの発起人である岡田清理事・副学長
（企画・人事・広報担当）から開会の挨拶があり、国立大学が置
かれている現状の中で本学が持っている価値について語り合うこ
との重要性、その対話の場に 2030 年の社会を担う若者が加わるこ
との価値など、今回のワークショップにかける想いが語られまし
た。

開会の挨拶をする岡田清理事・副学長

リベラルアーツ研究教育院の中野民夫教授によるファシリテー
トのもと、最初に参加者はホームグループで自己紹介を行い、自
身が普段どのような立場で、何に興味を持っているかなどをメン
バーと共有しました。そして「2030 年に向けた東京工業大学のス
テートメント」を輪読した後、自身が気になるフレーズについて
語り合いました。ワークショップ参加の心得を歌詞にした「輪に
なって座ろう（えんたくんの歌）」を全員で歌って場が和むと、東
工大のより良い未来のために以下の 3 つのテーマについて考えや
ワークショップ参加の心得を歌う
中野民夫教授

想いを語り合いました。

ラウンド 1： それぞれの東工大との関わりの中で、
“東工大ってやっぱりいいね（凄いね）！”と思える
のは、いつどんな時？あるいは“ちょっとなあ･･･”と思うのは？
ラウンド 2： 理想の東工大ってどんなところ？ユニークな世界やトップクラスって何だろう？どんな「ち
がう未来」を見つめているの？
ラウンド 3： そんな最高に「イケてる東工大」になるための課題は？対策は？そして自分にできること、
自分が見つめたい「ちがう未来」は？

28

January 2018

No.521

対話促進ツール「えんたくん※」を囲み少人数のグルー
プで輪となり、テーマ毎に席替えをしました。学生の大学
生活・自身の将来にかける想い、教員の教育・研究活動に
対する想い、職員の大学運営に携わることへの想い、執行
部の描く将来像、卒業生として今後の東工大に期待するこ
となど、大学に対する多様な見方がそれぞれの立場の垣根
を越え、混じり合いながら対話が重ねられました。

対話のテーマ（ラウンド1）

円型の段ボールでできた「えんたくん」を4名で囲み対話する様子

※えんたくんとは、円型の段ボールでできた 1 枚の板であり、それを参加者の膝に乗せながら自由にアイデアを書き
込む対話促進ツールです。

3 つのテーマを終えると最初のグループ（ホームグループ）に戻り、対話を積み重ねて感じたこと、
発見したことを書き出し、グループ内で自由に考えを深め合いました。そして本日のまとめとして、理
想の東工大像を実現するにはどのような「ちがう未来」が必要になるのか話し合い、より良い東工大に
向けて、次の一歩として自身のやりたいこと・できることを「私のちがう未来の種」というアイデアシ
ートに個々でまとめました。
さらにこの「未来の種」を成長させるため、
“自身のアイデアを紹介したい”、または“発表し共感で
きる仲間を募りたい”という参加者のための発表タイムを設けました。ここでは 20 名から申し出があ
り、産業界のどんな難問にもスパッと応える「東工大科学技術 Hospital（ホスピタル）」の設立や、教
職員・学生を交えたサークルの設立などさまざまな提案が行われ、気になった提案については自身の連
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絡先を書いた付箋を貼って“共鳴”の意志を示しました。最後に三島良直学長から本日の終了の挨拶が
あった後、参加者の中で最も若い第 7 類の近藤恭平さん（学士課程 1 年）の掛け声で締めくくりました。
ワークショップ終了後、仲間を募りたい参加者を中心に分科会が行われ、各々の思いを話し合い仲間同
士の連絡先等を交換して次のアクションにつなげました。

有志により発表されたアイデアシート「私のちがう未来の種」の中で，気になったアイデアに付箋を貼る参加者

大ワークショップ成功の裏には、学生・教職員から選ばれた実行委
員会の活躍がありました。参加者 200 名を目標に準備段階から各構成
員が関わり、身近なところからワークショップの輪を広げていってほ
しいという中野教授の思いのもと、学士課程から博士後期課程までの
学生有志、リベラルアーツ研究教育院の伊藤亜紗准教授、学務部や国
際部などの職員計 19 名による委員会が組織されました。実行委員会は
9 月に発足後、定期的に行われ、200 名全員がワークショップの進行に
取り残されず参加できるためにはどのようにしたら良いかを考え、立
場の異なる参加者が意見を出し合い、対話を深めるためのテーマ選び、
各委員の役割など綿密に打ち合わせを行いました。また、大ワークシ
ョップの開催を学内全体に広げるため、特製のステッカーの作成や図
大ワークショップのシンボル
となった広報ステッカー

書館掲示などで周知しました。

中野民夫教授を中心に話し合いをする実行委員会の様子
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ワークショップに来るのが初めてで最初は様子を伺っていた参加者もいましたが、同じ職場にいなが
らも普段話す機会の少ない構成員との出会いを楽しみ、利害なく和やかに話しているうちに打ち解けて
きて、終わってみれば大盛況という大ワークショップになりました。
参加者からは「大勢の人とフラットな立場でにぎやかに語り合え楽しかった」、
「同じ東工大の一員で
ありながら、このような機会でないと会うことのない方々と話ができたことが貴重だった」などの感想
が寄せられました。また、「私のちがう未来の種」には「来年のワークショップ実行委員を募る」とい
う提案もあり、今後さらに東工大のなかに対話の文化が根付いていくことが期待される 1 日となりまし
た。
参加者の感想、意見等
※以下の感想、意見は当日実施した参加者アンケートから抜粋、一部要約したものとなります。

感想、意見等

参加区分

年齢や立場の異なる人が集まって、東工大の未来について話し合うとともに、異なる意見・
共感できる意見が飛び交っていてとても世界が広がるように思えた。また、自分がどうした

学生

いかを考えさせられた。
同じ東工大の一員でありながら、このような機会でないと会うことのない方々とお話しでき
ること自体が貴重でした。東工大に足りないのはこのような「つながり」ではないでしょう

学生

か。
東工大の学生はコミュニケーション能力に問題があると言われることがあるが決してそうで
はなく、能力を出さずにいるだけであり、理想的な東工大を実現するには学生のコミュニケ

教員

ーション能力、教員のコミュニケーション能力を出す仕組みを用意することが重要である。
教職員、学生、卒業生とも、色々と思うところがあっても共感してくれる人が周りにいない、
もしくは見つけられないでいるので、このような対話の機会自体が仲間を見つけるチャンス

教員

でもある。
どんな参加者もいろいろ意見はあれど、東工大に所属していることに誇りを持っているよう
に感じました。“集合知”の大切さとパワーの価値を個人個人が再確認できたように感じま

職員

す。
それぞれの立場の人たちが皆、コミュニケーションを求め、よりよい関係性を築きたいと考
えていることを改めて知りました。ただ、現在のところ、教員・職員・学生の間で壁があり、

職員

それを具体的に超えていくアイディアを考えていく必要があると思いました。
これだけの人数の学生・教員・職員・OB が、これだけの熱気を持って 3 時間余りを過ごせた
ことが一番の発見でした。

執行部

世界から人が集まる大学になるため、自分ができることに限りはあるが、東工大の良さや現
状を多くの人に知ってもらえるよう意識して行動することが必要ではないか。短い時間でし
たが「東工大の今」を感じることができました。
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学長からのメッセージ
2030 年に創立 150 周年を迎えようとする本学は、「世界ト
ップ 10 に入るリサーチユニバーシティ」を目標に掲げていま
す。その目標を実現するために、昨年春から進めている大学
改革と同時に学生・教職員・執行部が大学の目指すビジョン
を語り合い、共有することが大事だと考えています。そこで
2016 年秋から 2017 年新春にかけて、計 4 回、延べ 123 名の
学生・教職員・執行部が、シニア・中堅・若手に分かれて「東
工大の未来」について話し合ってもらいました。そして、こ
の動きは今年 9 月の全学ワークショップ「2030 年に向けての
研究企画について」の実施、今回の「東工大の未来を語り合
う大ワークショップ」の開催につながりました。学生・教職

三島良直 学長

員・役員に加えて卒業生の総勢 207 名が一堂に会し、「これからの東工大を良くしていくにはどうした
らよいか」を熱っぽく語り合ってくれたことを本当に嬉しく思います。こんなに年齢・立場が違ってい
ても共鳴し合える場がつくれる東工大を本当に頼もしく感じています。このようなワークショップが日
常風景となるまで広めていき、本学の文化になっていくことを願っています。
（全学サイト東工大ニュース公開日：2017 年 12 月 19 日）

東工大の研究と産学連携の「今」を知る
「第1回 Tokyo Tech Research Festival」開催報告
10 月 25 日、東工大の研究と産学連携の「今」を広く紹介する、第 1 回東工大リサーチフェスティバ
ル（Tokyo Tech Research Festival）が、東工大蔵前会館くらまえホールで開催されました。
このイベントは、本学の次世代を牽引する新進気鋭
の若手研究者や最先端の研究を担うシニア研究者など、
総勢 40 名の研究者による情報発信の場として企画し
たものです。ここで発信された研究成果は、学内の厳
しい競争と経験豊かな研究者による切磋琢磨※の中で
育てられたもので、初めて公開される挑戦的かつ最新
の成果も多く含まれていました。また、研究ユニット
やイノベーション研究推進体など将来の組織的産学官
連携や異分野融合のための活動、本学の産学連携メニ
ューやこれを支える URA 組織（本学のリサーチアド
ニミストレーター組織）についても紹介しました。

三島良直学長による開会の挨拶

本イベント開催の準備にあたっては、URA と産学連携コーディネーターが、参加研究者へ事前にコ
ンタクトをとり、当日は、企業の方など来場者の方々へ研究内容をよりわかりやすく伝えるサポートを
行いました。
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会場の様子

参加研究者は、各自が作成したポスターの前で自ら
の研究成果等を紹介し、来場者と活発な意見交換を行
うなど、どのブースも大変賑わっていました。
また、ポスターセッションと並行し、ショートプレ
ゼンテーション（発表者 1 人つき 2 分間の研究概要紹
介スピーチ）を 3 部に分けて行い、来場者全体へ自身
の研究内容をアピールする時間を設けました。

ポスターセッションの様子

ポスターセッションの様子

ショートプレゼンテーションの様子
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当日は、あいにくの雨模様にも関わらず、170 名を
超える参加者で賑わい、盛況のうちに終了しました。
参加研究者からは、イベントを通じ、研究室では
感じることができない、企業等の観点を吸収するよ
い機会となったという声が多数寄せられました。
また、普段は繋がりのない異分野の研究者同士が、
互いの研究内容を知る機会にもなり、新しい融合研
究への発展が期待されます。

屋井鉄雄副学長（産学官連携担当）による閉会の挨拶

※競争と切磋琢磨：学内の選抜・育成制度＝「東工大の星」支援【STAR】、「研究の種発掘」支援、「東工大挑戦的研究
賞」、「研究支援(A)大型研究プロジェクト形成支援」、「研究支援(B)若手異分野融合研究支援」、手島精一記念研究賞＜
研究論文賞、博士論文賞、留学生研究賞、発明賞、著述賞、若手研究賞（藤野・中村賞）＞など。

研究内容ピックアップ「サーモカメラで風を見る」
今回のイベントでは、環境・社会理工学院の稲垣厚至助教のプレゼンテーションに多くの参加企業が
注目しました（来場者アンケートで第 1 位）。
稲垣助教は高感度のサーモカメラを用いた風の可視化及び計測する技術を開発。
高層ビル群周辺での風の測定やスポーツ施設での風の影響評価が可能となるなど、幅広い分野での活用
に企業の期待が高まっています。
（日経産業新聞（11 月 20 日）に稲垣助教の研究に関する記事が掲載されました。
）

東工大グラウンドにおける風の可視化と計測

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：研究・産学連携本部・2017 年 11 月 30 日）
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「ゴットフリート・ワグネル」没後125年記念講演会
開催報告
11 月 8 日、公益社団法人オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究協会（OAG）と東京工業大学の主催に
より、OAG・ドイツ文化会館ホールにて、本学の道家逹將特命教授（名誉教授）による「ゴットフリ
ート・ワグネル没後 125 年記念講演会」が開催されました。

講演会場の様子

ゴットフリート・ワグネルは本学の前身である東京職工学校の創立に関わり、本学草創期の教育・研
究に貢献しました。今回はワグネル（1831～1892 年）の没後 125 年という記念すべきイベントで、ド
イツ大使館の後援を得て行われました。幸い多くの方々（180 名）の参加を得て有意義な会となり、印
象的な話の後の懇親会では特別なビールを楽しみながら余韻に浸ることができました。
11 月 8 日がワグネルの命日にあたることを意識して、講演は青山墓地にあるワグネルの墓の話から
始まりました。この奇策が見事に奏功し、いきなり聴衆の心を鷲づかみにする展開となりました。配布
資料として配られた分かりやすい年表とワグネル直筆の『織物工業学校 意見書』も、主題である「ゴ
ットフリート・ワグネルの生涯と日本における貢献」に関する理解を深めました。サブタイトル「日本
の陶芸を愛し、近代化・工業化に尽くした Dr. ワグネル」関連では、ワグネルが明治初期に開発し、
日本の陶磁器を美しく進化させた釉下彩陶器「旭焼」（はじめは吾妻焼といわれていた器、絵皿、装飾
タイルなど）がスライドで多数紹介され、撮影自由だったこともあり、写真に収めている参加者が何人
もいました。
シーボルト父子が日本の近代化に大きな貢献をしたことは日本史の教科書に載っていますが、シーボ
ルトの長男であるアレクサンダー・フォン・シーボルトがワグネルと共に働いたことは余り知られてい
ませんので、それは新鮮な情報でした。結びのスライドは「育つ学生たち」と題する記念写真でした。
写真にはワグネルを囲んで、後に日本の窯業や工芸のリーダーとなる一期生たちが写っていて、教育機
関の在り方をも示唆するものでした。
共催者の OAG は明治 6 年（1873 年）の設立以来、日本を研究し、ドイツ語圏の国々に日本を紹介す
ることにより、それらの国々と日本の友好関係の構築に貢献してきています。中でも毎月 1 回開催して
いる「シーボルト・ゼミナール」は 100 回を超える講座に成長し、世界で唯一のシーボルトのゼミとな
っています。江戸から明治にかけてのシーボルト父子の足跡と日本の近代化への貢献を実証してきたゼ
ミですが、今回はその一コマとして、本学の創設者の一人ともいえるワグネルを取り上げてもらいまし
た。
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今回の講演会では、主催者の OAG のカーリン・山口 理事長（代読、大胡真人）及び本学の岡田 清
理事・副学長の挨拶に続いて、ドイツ連邦共和国大使館ダニエル・オッケンフェルト一等書記官の挨拶
がありました。本学の学生・教職員・同窓会関係者に加え、OAG 及びシーボルト ゼミナールの関係者、
さらには日本科学史学会員の方々及びドイツ研究者やその下で勉学中の拓殖大学と東洋大学の学生な
ど多数の参加を得ることができ、ワグネルの顕彰とともに新しい交流の輪が広がる機会になったことは
主催者の望外の喜びとなりました。

OAG の大胡氏による挨拶（カーリン・山口理事長の代読）

岡田理事・副学長による挨拶

道家特命教授

ドイツ連邦共和国大使館のダニエル一等書記官による挨拶

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：東京工業大学博物館・2017 年 12 月 18 日）

平成29年度学内ソフトボール大会を実施、
優勝は学務部連合
11 月 26 日、教職員を中心とした学内対抗のソフトボール大会を実施しました。チームは主に部署ご
との有志で結成され、10 チームによる激闘の末、本年は学務部連合が優勝しました。
教職員による学内ソフトボール大会は、2011 年の「事務局パワーアップアクションプラン」の 1 つ
として、教職員の親睦を深め、異なる職種・世代等の交流を促進するとともに心身のリフレッシュを図
ることを目的として始まりました。今年度も本学教職員にとって晩秋の風物詩となりつつあるソフトボ
ール大会開催を望む声が多く、有志参加という形での本大会を企画したところ、例年以上の盛況ぶりで
研究室からの参加を含む 10 チームの申込みがありました。

36

January 2018

施設運営部有志の Front Field Facility（フロントフィールドファシリティ）対

No.521

財務部の試合

参加者はこの大会のために、数週間ほど前から昼休憩を使ってキャッチボールを行ったり、練習試合
で実践感覚をつかんだりして練習を重ねました。親睦を深め心身をリフレッシュすることを目的としつ
つも、試合は真剣勝負で行われ、年々レベルも上がってきています。
三島良直学長による試打式に続いて、各チームは優勝を目指して日ごろの成果をぶつけ合いました。

開会式に集まる各チーム（左）挨拶をする三島良直学長（右）

試合中の様子
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試合中の様子

決勝戦は全勝で勝ち上がってきた学務部連合と、敗者復活枠から返り咲きを果たした財務部の対決に
なりました。グラウンドで多くのギャラリーが見守る中、気の抜けない展開が続きました。最後は学務
部連合が連続得点のチャンスを決め、7 対 3 で優勝を飾りました。

決勝戦のスコアと優勝杯授与

また大会後には懇親会が開催され、大会での健闘を讃え合いました。試合中はもちろん、当日に至る
までの練習も含め、ソフトボール大会を通じてチーム内の結束が強くなり、お互いをより深く理解する
ことで日常の円滑な業務にもつながっています。
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：広報・社会連携本部広報・地域連携部門・2017 年 12 月 26 日）
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