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役員一覧

2021年度 研究助成金の給付
1
2
3
4
5
6
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芝浦工業大学　建築学部　建築学科

芝浦工業大学　工学部　土木工学科

東海大学　工学部　土木工学科

早稲田大学　理工学術院　創造理工学部　建築学科

早稲田大学　理工学術院　創造理工学部　社会環境工学科

京都大学　大学院工学研究科　建築学専攻

日本大学　理工学部　海洋工学科

静岡理工科大学　理工学部　土木工学科　設置準備室

長崎総合科学大学　工学部　工学科建築学コース

京都美術工芸大学　工芸学部　建築学科

准教授　猪熊　　純

准教授　大山　雄己

教　授　山本　吉道

教　授　吉中　　進

教　授　秋山　充良

教　授　原田　和典
教　授　居駒　知樹
特任教授　畔柳　昭雄
教　授　中澤　博志

准教綬　藤田　謙一

専任講師　永井　秀幸

テンセグリティ構造を応用した家具のデザイン・試作

空間的相互作用に着目した市街地の土地・建築利用変化メカニズムの分析

海岸堤防からの裏込材吸い出し予測法の改良

TMDを用いた既存鉄骨造体育館の耐震補強

機械学習・構造解析・信頼性解析・実験的アプローチの融合によるインフラ構造物の維持管理の高度化

火災時における電力ケーブルの機能保持時間測定方法に関する研究

東京湾中央防波堤埋立地と周辺海域の今後の活用に関する研究

蛇籠を用いた構造物の変形メカニズムに関する基礎的研究

浮体式洋上風力の風と波による機能限界評価手法の開発

コロナ禍を背景とした社会的距離の変化が居住空間に与える影響に関する人口社会アプローチによる研究

（順不同・敬称略）

研究報告書
　2020年度の研究報告書第8号を発刊しました。その表紙です。戸田育英財団では、大学における建築学、
土木工学に関する研究への助成を行うことによって学術研究の発展に寄与することを目的としています。
2020年度は7課題、2021年度は10課題に研究助成金が採択されました。

理事会・評議員会
新型コロナウイルスの影響により書面決議となり、決算・事業
報告並びに理事・監事等の選任が可決、承認されました。
〈理事会〉
決議日：令和3年5月21日（第1回）
議　案：令和2年度決算報告及び事業報告の承認に関する件
決議日：令和3年6月24日（第2回）
議　案：理事長・副理事長・常務理事・業務執行理事選任の件

〈評議員会〉
決議日：令和3年６月17日
議　案：①令和2年度決算報告及び事業報告の承認に関する件
 ②理事・監事・名誉顧問選任の件

理事 役職等
戸田　博子　理事長
岡　　敏朗　副理事長
齋藤　佳郎　常務理事
秋葉　邦彦　業務執行理事
明石　勝也
西原　春夫
野村　武一
畔柳　信雄
田中　俊六

大一殖産取締役
元戸田建設専務執行役員
元茨城県教育財団理事長
戸田建設土木本部本部長付
聖マリアンナ医科大学理事長
早稲田大学名誉教授
元教育施設研究所会長
三菱UFＪ銀行特別顧問
東海大学名誉教授

奨学生選考委員会
昨年に引き続き、書類にての選考委員会になりました。

（資格要件と課題作文の審査）

課題作文（第1次）①将来の夢　②変えたい常識

　　　　（第2次）①上半期を1つの英単語で総括したらどういう単語になりますか。

 ②下半期を漢字１文字で表現したらどういう漢字になると思いますか。

審査日：（第1次）6月8日　（第2次）6月30日

大学生23名、大学院生2名　計25名の採用が決定しました。

研究助成選考委員会
選考委員への応募書類（研究概要、計画書等）送付後、選考され10名の方が決定されました。

審査日：（第1回）８月６日　（第2回）8月30日

選考委員 役職等
元三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券社長
日本女子大学非常勤講師
司法書士
元戸田建設執行役員技術研究所長
戸田育英財団理事・東海大学名誉教授
元戸田道路社長
戸田育英財団副理事長

秋草　史幸
加藤　典子
大野　仁子
千葉　　脩
田中　俊六
宗　　長久
岡　　敏朗

奨学生選考委員長
奨学生選考委員
奨学生選考委員
研究助成選考委員長
研究助成選考委員
研究助成選考委員
選考委員

評議員 役職等
白井　克彦
三宅　占二
富家　　孝
花田　　力
土屋　　裕
久保庭啓一郎
大久保　勉
太田　哲夫
羽田　正沖

早稲田大学名誉教授
キリンホールディングス名誉相談役
医師・ジャーナリスト
京成電鉄相談役
エーザイ取締役
日本経済新聞社客員
元東京海上火災保険常務取締役
元戸田建設執行役員人事部長
戸田建設価値創造推進室サブマネージャー

監事 役職等
原田　正周
浅井　慶子　（新任）

弁護士
公認会計士、育英財団OG

原田　正周
浅井　慶子　（新任）

2021年9月5日に東京パラリンピックは閉会しました。1964年（第18回）と
今回（第32回）のオリンピックの切手を見て改めて感慨深いものがあります。
　前回の聖火ランナーは早稲田大学の坂井義則さん、同世代の英雄でした。
　今回は女子プロテニス選手の大坂なおみさん。選手は奨学生の皆さんと
同じ世代です。
　メダルを取った人のスピーチには感極まって胸が一杯になり涙が溢れて
いる人もいました。堂々といい笑顔でスピーチを締めくくっていました。
奨学生の交流会には、今年こそ元気溢れたスピーチを見聞きできたらと密か
に思っています。 （岡）

事務局だより
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「再生可能エネルギー」という言葉へのこだわり
　私が太陽熱暖房などの研究を始めたのはもう、５０年も前ころですが、太陽熱や風力、水力などのエネルギーを
何と総称すべきかが盛んに議論されていて「自然エネルギー」、「新エネルギー」、「更新性エネルギー」などが候補
にあがりましたが纏まりませんでした。その後だいぶのちになって英語の renewable energy を直訳した「再生
可能エネルギー」が提案され、マスコミで新語として使われ、法律用語、学術用語となって定着しました。ただ、
この英語の-ableという形容詞語尾には必ずしも可能という強い語意はないようで、これをそのまま「再生可能」と
日本語にすると、いろいろ問題があります。工学的には再生とは古新聞からの再生紙、アルミ缶などの回収、
再利用などを指し、それが再生可能か否かは人間が技術的、経済的にそれを実行できるかです。一方、太陽熱や
風力などは太陽が太古から自然に更新し続けているだけで、それが再生可能、云々と問うのはそもそもおこがま
しいのです。
　まあ、若い人たちには屁理屈のように聞こえるかもしれませんが、物書きは原稿を一字一句を何度も推敲して
名作を残し、研究者は遺伝子のごくわずかな変化、挙動を見逃さず、大きな発見につなげていきます。
　日本語の乱れが言われる中で、この話が「言葉」の意味を今一度、厳密、慎重に考える機会になればと思います。

東海大学元学長
公益財団法人
戸田育英財団理事

田中　俊六
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　私が鉄筋コンクリート構造（以下RC造）の耐震性に疑念を持ったのは、大学院に進学した直後の１９６８年５月に発生した十勝沖地震に
よる函館大学の震害を目の当たりにした時です。１９２３年の関東大震災以来、耐震性に優れていると教えられてきたRC造４階建ての
一階部分が崩壊して、あたかも３階建てに見えたのは衝撃でした。（写真-１）
　建築物の耐震性を高めるために発足した当時の建設省建築研究所（以下建研）を中心とした官学民共同の通称新耐震総プロの成果
（１９７２～７年）を踏まえて、１９８１年にいわゆる新耐震設計法が施行されました。「実務家のための建築物の耐震設計法」を出版すること
になりRC造部分の執筆を担当させてもらいました（写真-２）
　１９８０年代後半にはゼネコンを中心に、当時多用されていたコンクリートの設計強度210kg/cm²（1cm²のコンクリートに新横綱の
照ノ富士が乗っても大丈夫）を大きく超える360kg/cm²を使ったRC造の超高層化の研究が進みました。（写真-３）　
　更なる高強度化・超高層化を目標に、建研を中心とした官学民共同の通称NewRC総プロ（１９８８～１９９３年）及びゼネコンの研究が
精力的に推進されました。私が現役最後に手掛けたのは、1000kg/cm²のコンクリートを用いたWコンフォートタワーズ（５４階と４５階）
です。（写真-４）現在も頼もしい後輩達が研究を続けています。
　退職して１０年が経ち、後期高齢者の仲間入りした私の主な仕事は一万歩の早朝散歩、ざる碁、下手なゴルフ、超小規模家庭菜園（今年
はトマトを栽培）等になりつつあります。 千葉　脩 （戸田育英財団　研究助成選考委員長）
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奨学生採用人数の推移
2021年度 2020年度 2019年度 2018年度

2大学院生 7 6 1
23大 学 生 20 24 21
25合　　計 27 30 22
93奨学生数 91 83 79

2021年度　奨学生採用校一覧表

東京大学 東京音楽大学 東京農業大学 東洋大学 明治大学
立教大学 早稲田大学 同志社大学 立命館大学 京都大学
筑波大学 中央大学 昭和女子大学 武蔵野大学 神戸市外国語大学
京都府立大学 高知工科大学

北海道大学 青山学院大学 慶應義塾大学 芝浦工業大学 聖マリアンナ医科大学

今春卒業された奨学生の皆さんの進路 新奨学生紹介／将来の夢

奨学生！ ナウ！ Ｎｏｗ！ 今！

今後のご活躍をお祈りします！

採用状況

ホームページに
「奨学生に贈る言葉」を掲載しています。 卒業生名簿

氏名 学校名 氏名 学校名
北海道大学
北海道大学
北海道大学
慶應義塾大学
聖マリアンナ医科大学
東海大学
東京大学
東京大学大学院
東京音楽大学
東洋大学
東洋大学

立教大学
早稲田大学
早稲田大学
早稲田大学大学院
早稲田大学大学院
同志社大学
同志社大学大学院
立命館大学
立命館大学大学院
京都大学
筑波大学

進路
進学

東京大学大学院博士課程
北海道大学大学院
慶應義塾大学大学院
早稲田大学大学院
京都大学大学院
筑波大学大学院

官庁
国土交通省　厚生労働省
白井市役所
東京都住宅供給公社

医療・製薬・保険等
北海道大学病院
日本新薬株式会社
ほけんの窓口グループ株式会社

建設
五洋建設株式会社
株式会社竹中工務店
八千代エンジニヤリング株式会社

音楽等
指揮者（フリーランス）
島村楽器株式会社
株式会社アイムエンタープライズ

ＩＴ関連
高見沢サイバネティックス
株式会社ハイエレコン
株式会社アクセンチュア
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研究室での試行錯誤
東京大学 工学部4年　　　　　　

　戸田育英財団奨学生の皆様、お元気にお過ごしでしょうか。
コロナ禍の中、1年延期されたオリンピックも厳しい暑さの中で
したが、無事に行われました。私は、4月から研究室に配属され、
電子顕微鏡を用いてセラミックス材料の特性についての研究を
行っています。現在では、高分解能の電子顕微鏡では原子レベル
での観察が可能になっており、工学、生物学をはじめとした多く
の分野で活用されています。電子顕微鏡で観察するためには
試料を非常に薄くする必要があるので、研究室に配属されて
からは、先輩たちに指導を受けながら試料の前処理を行って
います。試料を薄くするためには、機械研磨や化学研磨など複数
の工程を行う必要があり、試行錯誤の連続です。新たに覚える
ことも多く大変ですが、今後とも頑張っていきます。
　現在は、8月の下旬に行われる大学院の入試に向けて勉強をし
ています。また、皆様とお会いできる日を心待ちにしております。

進路に向き合った夏
京都大学 法学部4年　　　　　　

　皆様お元気でお過ごしでしょうか。私は夏に就職活動を終え、
金融庁総合職職員として内定を頂きました。就職活動中、沢山の
省庁や会社の方々にお話を伺う機会をいただき、それぞれの
お仕事に誇りを持って取り組まれているお姿に尊敬の念を抱き
ました。様々な仕事に魅力を感じた中でも、これまで経済的な
ハンデがありながらも戸田育英財団はじめ多くのお支えのお陰
で勉強を続けてこられたことから、人々が抱える経済的不安を
減らしたい、民間経済に働きかけ社会の様々な問題を解消した
いと考え、この仕事を選びました。また、就活にあたって財団の
先輩方に貴重なアドバイスをいただき大変お世話になりました。
財団を通じて得たご縁の温かさに深く感謝しております。
　現在は社会人となる春に向けて金融や経済、法律の勉強を
しつつ、鴨川や京都御苑などを散歩して気分転換をしています。
コロナ禍でなかなか人に会うことも叶わず不安な日々が続き
ますが、卒業までの時間を大切に過ごしたいと思います。

1

北海道大学
工学部情報エレクトロニクス学科 2

IoTなどデジタル技術の発展に貢献し人々の生活の質を
高める手助けをすること。

2

青山学院大学
文学部英米文学科 2

教授になること、文学という歴史の一部を守っていくこと
のできる大人になりたい。

3

慶應義塾大学　
商学部 1

米国公認会計士を取得後、キャリアをはじめ国際的に活躍
できる会計士になりたい。

4

慶應義塾大学　
理工学研究科 院1

次世代型BMIを開発し、社会実装すること（仕事）と良き
家庭を築くことです。

5

芝浦工業大学　
建築学部建築学科 1

アドバイザー、コンサルのように発注者の考えを自分の経
験と昇華できる建築家になりたい。

6

聖マリアンナ医科大学　
医学部 2

人々に安心して任せてもらえる医師となり、社会に貢献し
ていきたい。

7

東京大学　
教養学部文科二類 1

持続可能な日本を造るのは地方創生であり、公務員として
取り組み貢献したい。

8

東京音楽大学　
音楽学部音楽学科 1

オーケストラの楽団に所属し、プロの演奏家としてソロ演
奏会、アンサンブルにも取り組みたい。

9

東京農業大学　
地球環境学部森林総合科 1

公務員、自然保護官など一員として働き続け、NGO,NPO
にも加わり活動したい。

10

東洋大学　
経済学部経済学科 1

自由にそして幸せに生きること。20代での目標は金融業界
に就職したい。

11

明治大学　
総合数理学部ネットワークデザイン学科 2

Webデザイナーになりたい、また普通の夢で結婚して子供
を生み、家庭を持ちたい。

12

立教大学　
文学部史学科 1

警察官になり、人身安全関連事案総合対策という部署で働
きたい。

13

早稲田大学　
創造理工学部機械工学科 1

機械工学系の仕事に就き（機械設計・開発・金型設計・品
質管理）学んだことを活かしたい。

氏名 学校・学部・専攻 年

14

早稲田大学　
創造理工学部社会環境工学科 1

海外で働き、その後起業し地域に合った街で溢れさせるこ
とを成し遂げたい。

15

早稲田大学　
創造理工学研究科建築学専攻 院1

人が快適でかつ環境を配慮した建築を普及させていくこと
で、社会作りに貢献したい。

16

同志社大学　
法学部法律学科 1

都市計画に取り組んで会社に貢献したい、そして後輩を育
てられる人間になること。

17

立命館大学　
政策科学部政策科学科 2

一つ目は世界一周をすること。二つ目は田舎でのんびりと
暮らすことです。

18

京都大学　
文学部人文学科 1

教育に献身したい。特に日本史を教えたい。歴史を通して
考え、中立的な教育をすること。

19

筑波大学　
社会国際学群国際総合学類 2

企業に就職したあと、いつかは高校で教壇に立ち、思い出
してもらえるような教員になりたい。

20

中央大学　
理工学部生命科学科 2

一緒に住める大きさの家を建てて、今後出来るであろう家
族と生活することが夢です。

21

京都府立大学　
文学部歴史学科 1

社会の一員として充実した人生を歩んでいくために、子育
てと仕事を充実すること。

22

昭和女子大学　
国際学部英語コミュニケーション学科 1

英語を使って子供達に教育する仕事に就くこと、教育の支
援活動をする人材になりたい。

23

武蔵野大学　
教育学部教育学科 1

教育は子供が生きる力をつけるためのもので、学校そのも
のの仕組みを変えたい。

24

高知工科大学　
システム工学部 1

2028年ごろからNASAで行われる月面調査に参加するこ
とを目標にしています。

25

神戸市外国語大学　
外国語学部中国語学科 1

日本に住む外国人児童を支援する施設をつくること。又メ
ンタルケアの現場でも働きたい。

氏名 学校・学部・専攻 年
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奨学生採用人数の推移
2021年度 2020年度 2019年度 2018年度

2大学院生 7 6 1
23大 学 生 20 24 21
25合　　計 27 30 22
93奨学生数 91 83 79

2021年度　奨学生採用校一覧表

東京大学 東京音楽大学 東京農業大学 東洋大学 明治大学
立教大学 早稲田大学 同志社大学 立命館大学 京都大学
筑波大学 中央大学 昭和女子大学 武蔵野大学 神戸市外国語大学
京都府立大学 高知工科大学

北海道大学 青山学院大学 慶應義塾大学 芝浦工業大学 聖マリアンナ医科大学

今春卒業された奨学生の皆さんの進路 新奨学生紹介／将来の夢

奨学生！ ナウ！ Ｎｏｗ！ 今！

今後のご活躍をお祈りします！

採用状況

ホームページに
「奨学生に贈る言葉」を掲載しています。 卒業生名簿

氏名 学校名 氏名 学校名
北海道大学
北海道大学
北海道大学
慶應義塾大学
聖マリアンナ医科大学
東海大学
東京大学
東京大学大学院
東京音楽大学
東洋大学
東洋大学

立教大学
早稲田大学
早稲田大学
早稲田大学大学院
早稲田大学大学院
同志社大学
同志社大学大学院
立命館大学
立命館大学大学院
京都大学
筑波大学

進路
進学

東京大学大学院博士課程
北海道大学大学院
慶應義塾大学大学院
早稲田大学大学院
京都大学大学院
筑波大学大学院

官庁
国土交通省　厚生労働省
白井市役所
東京都住宅供給公社

医療・製薬・保険等
北海道大学病院
日本新薬株式会社
ほけんの窓口グループ株式会社

建設
五洋建設株式会社
株式会社竹中工務店
八千代エンジニヤリング株式会社

音楽等
指揮者（フリーランス）
島村楽器株式会社
株式会社アイムエンタープライズ

ＩＴ関連
高見沢サイバネティックス
株式会社ハイエレコン
株式会社アクセンチュア

2 3

研究室での試行錯誤
東京大学 工学部4年　　　　　　

　戸田育英財団奨学生の皆様、お元気にお過ごしでしょうか。
コロナ禍の中、1年延期されたオリンピックも厳しい暑さの中で
したが、無事に行われました。私は、4月から研究室に配属され、
電子顕微鏡を用いてセラミックス材料の特性についての研究を
行っています。現在では、高分解能の電子顕微鏡では原子レベル
での観察が可能になっており、工学、生物学をはじめとした多く
の分野で活用されています。電子顕微鏡で観察するためには
試料を非常に薄くする必要があるので、研究室に配属されて
からは、先輩たちに指導を受けながら試料の前処理を行って
います。試料を薄くするためには、機械研磨や化学研磨など複数
の工程を行う必要があり、試行錯誤の連続です。新たに覚える
ことも多く大変ですが、今後とも頑張っていきます。
　現在は、8月の下旬に行われる大学院の入試に向けて勉強をし
ています。また、皆様とお会いできる日を心待ちにしております。

進路に向き合った夏
京都大学 法学部4年　　　　　　

　皆様お元気でお過ごしでしょうか。私は夏に就職活動を終え、
金融庁総合職職員として内定を頂きました。就職活動中、沢山の
省庁や会社の方々にお話を伺う機会をいただき、それぞれの
お仕事に誇りを持って取り組まれているお姿に尊敬の念を抱き
ました。様々な仕事に魅力を感じた中でも、これまで経済的な
ハンデがありながらも戸田育英財団はじめ多くのお支えのお陰
で勉強を続けてこられたことから、人々が抱える経済的不安を
減らしたい、民間経済に働きかけ社会の様々な問題を解消した
いと考え、この仕事を選びました。また、就活にあたって財団の
先輩方に貴重なアドバイスをいただき大変お世話になりました。
財団を通じて得たご縁の温かさに深く感謝しております。
　現在は社会人となる春に向けて金融や経済、法律の勉強を
しつつ、鴨川や京都御苑などを散歩して気分転換をしています。
コロナ禍でなかなか人に会うことも叶わず不安な日々が続き
ますが、卒業までの時間を大切に過ごしたいと思います。

1

北海道大学
工学部情報エレクトロニクス学科 2

IoTなどデジタル技術の発展に貢献し人々の生活の質を
高める手助けをすること。

2

青山学院大学
文学部英米文学科 2

教授になること、文学という歴史の一部を守っていくこと
のできる大人になりたい。

3

慶應義塾大学　
商学部 1

米国公認会計士を取得後、キャリアをはじめ国際的に活躍
できる会計士になりたい。

4

慶應義塾大学　
理工学研究科 院1

次世代型BMIを開発し、社会実装すること（仕事）と良き
家庭を築くことです。

5

芝浦工業大学　
建築学部建築学科 1

アドバイザー、コンサルのように発注者の考えを自分の経
験と昇華できる建築家になりたい。

6

聖マリアンナ医科大学　
医学部 2

人々に安心して任せてもらえる医師となり、社会に貢献し
ていきたい。

7

東京大学　
教養学部文科二類 1

持続可能な日本を造るのは地方創生であり、公務員として
取り組み貢献したい。

8

東京音楽大学　
音楽学部音楽学科 1

オーケストラの楽団に所属し、プロの演奏家としてソロ演
奏会、アンサンブルにも取り組みたい。

9

東京農業大学　
地球環境学部森林総合科 1

公務員、自然保護官など一員として働き続け、NGO,NPO
にも加わり活動したい。

10

東洋大学　
経済学部経済学科 1

自由にそして幸せに生きること。20代での目標は金融業界
に就職したい。

11

明治大学　
総合数理学部ネットワークデザイン学科 2

Webデザイナーになりたい、また普通の夢で結婚して子供
を生み、家庭を持ちたい。

12

立教大学　
文学部史学科 1

警察官になり、人身安全関連事案総合対策という部署で働
きたい。

13

早稲田大学　
創造理工学部機械工学科 1

機械工学系の仕事に就き（機械設計・開発・金型設計・品
質管理）学んだことを活かしたい。

氏名 学校・学部・専攻 年

14

早稲田大学　
創造理工学部社会環境工学科 1

海外で働き、その後起業し地域に合った街で溢れさせるこ
とを成し遂げたい。

15

早稲田大学　
創造理工学研究科建築学専攻 院1

人が快適でかつ環境を配慮した建築を普及させていくこと
で、社会作りに貢献したい。

16

同志社大学　
法学部法律学科 1

都市計画に取り組んで会社に貢献したい、そして後輩を育
てられる人間になること。

17

立命館大学　
政策科学部政策科学科 2

一つ目は世界一周をすること。二つ目は田舎でのんびりと
暮らすことです。

18

京都大学　
文学部人文学科 1

教育に献身したい。特に日本史を教えたい。歴史を通して
考え、中立的な教育をすること。

19

筑波大学　
社会国際学群国際総合学類 2

企業に就職したあと、いつかは高校で教壇に立ち、思い出
してもらえるような教員になりたい。

20

中央大学　
理工学部生命科学科 2

一緒に住める大きさの家を建てて、今後出来るであろう家
族と生活することが夢です。

21

京都府立大学　
文学部歴史学科 1

社会の一員として充実した人生を歩んでいくために、子育
てと仕事を充実すること。

22

昭和女子大学　
国際学部英語コミュニケーション学科 1

英語を使って子供達に教育する仕事に就くこと、教育の支
援活動をする人材になりたい。

23

武蔵野大学　
教育学部教育学科 1

教育は子供が生きる力をつけるためのもので、学校そのも
のの仕組みを変えたい。

24

高知工科大学　
システム工学部 1

2028年ごろからNASAで行われる月面調査に参加するこ
とを目標にしています。

25

神戸市外国語大学　
外国語学部中国語学科 1

日本に住む外国人児童を支援する施設をつくること。又メ
ンタルケアの現場でも働きたい。

氏名 学校・学部・専攻 年
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役員一覧

2021年度 研究助成金の給付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

芝浦工業大学　工学部　土木工学科

東海大学　工学部　土木工学科

早稲田大学　理工学術院　創造理工学部　建築学科

早稲田大学　理工学術院　創造理工学部　社会環境工学科

京都大学　大学院工学研究科　建築学専攻

日本大学　理工学部　海洋工学科

静岡理工科大学　理工学部　土木工学科　設置準備室

長崎総合科学大学　工学部　工学科建築学コース

京都美術工芸大学　工芸学部　建築学科

准教授　猪熊　　純

准教授　大山　雄己

教　授　山本　吉道

教　授　吉中　　進

教　授　秋山　充良

教　授　原田　和典
教　授　居駒　知樹
特任教授　畔柳　昭雄
教　授　中澤　博志

准教綬　藤田　謙一

専任講師　永井　秀幸

テンセグリティ構造を応用した家具のデザイン・試作

空間的相互作用に着目した市街地の土地・建築利用変化メカニズムの分析

海岸堤防からの裏込材吸い出し予測法の改良

TMDを用いた既存鉄骨造体育館の耐震補強

機械学習・構造解析・信頼性解析・実験的アプローチの融合によるインフラ構造物の維持管理の高度化

火災時における電力ケーブルの機能保持時間測定方法に関する研究

東京湾中央防波堤埋立地と周辺海域の今後の活用に関する研究

蛇籠を用いた構造物の変形メカニズムに関する基礎的研究

浮体式洋上風力の風と波による機能限界評価手法の開発

コロナ禍を背景とした社会的距離の変化が居住空間に与える影響に関する人口社会アプローチによる研究

（順不同・敬称略）

研究報告書
　2020年度の研究報告書第8号を発刊しました。その表紙です。戸田育英財団では、大学における建築学、
土木工学に関する研究への助成を行うことによって学術研究の発展に寄与することを目的としています。
2020年度は7課題、2021年度は10課題に研究助成金が採択されました。

理事会・評議員会
新型コロナウイルスの影響により書面決議となり、決算・事業
報告並びに理事・監事等の選任が可決、承認されました。
〈理事会〉
決議日：令和3年5月21日（第1回）
議　案：令和2年度決算報告及び事業報告の承認に関する件
決議日：令和3年6月24日（第2回）
議　案：理事長・副理事長・常務理事・業務執行理事選任の件

〈評議員会〉
決議日：令和3年６月17日
議　案：①令和2年度決算報告及び事業報告の承認に関する件
 ②理事・監事・名誉顧問選任の件

理事 役職等
戸田　博子　理事長
岡　　敏朗　副理事長
齋藤　佳郎　常務理事
秋葉　邦彦　業務執行理事
明石　勝也
西原　春夫
野村　武一
畔柳　信雄
田中　俊六

大一殖産取締役
元戸田建設専務執行役員
元茨城県教育財団理事長
戸田建設土木本部本部長付
聖マリアンナ医科大学理事長
早稲田大学名誉教授
元教育施設研究所会長
三菱UFＪ銀行特別顧問
東海大学名誉教授

奨学生選考委員会
昨年に引き続き、書類にての選考委員会になりました。

（資格要件と課題作文の審査）

課題作文（第1次）①将来の夢　②変えたい常識

　　　　（第2次）①上半期を1つの英単語で総括したらどういう単語になりますか。

 ②下半期を漢字１文字で表現したらどういう漢字になると思いますか。

審査日：（第1次）6月8日　（第2次）6月30日

大学生23名、大学院生2名　計25名の採用が決定しました。

研究助成選考委員会
選考委員への応募書類（研究概要、計画書等）送付後、選考され10名の方が決定されました。

審査日：（第1回）８月６日　（第2回）8月30日

選考委員 役職等
元三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券社長
日本女子大学非常勤講師
司法書士
元戸田建設執行役員技術研究所長
戸田育英財団理事・東海大学名誉教授
元戸田道路社長
戸田育英財団副理事長

秋草　史幸
加藤　典子
大野　仁子
千葉　　脩
田中　俊六
宗　　長久
岡　　敏朗

奨学生選考委員長
奨学生選考委員
奨学生選考委員
研究助成選考委員長
研究助成選考委員
研究助成選考委員
選考委員

評議員 役職等
白井　克彦
三宅　占二
富家　　孝
花田　　力
土屋　　裕
久保庭啓一郎
大久保　勉
太田　哲夫
羽田　正沖

早稲田大学名誉教授
キリンホールディングス名誉相談役
医師・ジャーナリスト
京成電鉄相談役
エーザイ取締役
日本経済新聞社客員
元東京海上火災保険常務取締役
元戸田建設執行役員人事部長
戸田建設価値創造推進室サブマネージャー

監事 役職等
原田　正周
浅井　慶子　（新任）

弁護士
公認会計士、育英財団OG

原田　正周
浅井　慶子　（新任）

2021年9月5日に東京パラリンピックは閉会しました。1964年（第18回）と
今回（第32回）のオリンピックの切手を見て改めて感慨深いものがあります。
　前回の聖火ランナーは早稲田大学の坂井義則さん、同世代の英雄でした。
　今回は女子プロテニス選手の大坂なおみさん。選手は奨学生の皆さんと
同じ世代です。
　メダルを取った人のスピーチには感極まって胸が一杯になり涙が溢れて
いる人もいました。堂々といい笑顔でスピーチを締めくくっていました。
奨学生の交流会には、今年こそ元気溢れたスピーチを見聞きできたらと密か
に思っています。 （岡）

事務局だより
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「再生可能エネルギー」という言葉へのこだわり
　私が太陽熱暖房などの研究を始めたのはもう、５０年も前ころですが、太陽熱や風力、水力などのエネルギーを
何と総称すべきかが盛んに議論されていて「自然エネルギー」、「新エネルギー」、「更新性エネルギー」などが候補
にあがりましたが纏まりませんでした。その後だいぶのちになって英語の renewable energy を直訳した「再生
可能エネルギー」が提案され、マスコミで新語として使われ、法律用語、学術用語となって定着しました。ただ、
この英語の-ableという形容詞語尾には必ずしも可能という強い語意はないようで、これをそのまま「再生可能」と
日本語にすると、いろいろ問題があります。工学的には再生とは古新聞からの再生紙、アルミ缶などの回収、
再利用などを指し、それが再生可能か否かは人間が技術的、経済的にそれを実行できるかです。一方、太陽熱や
風力などは太陽が太古から自然に更新し続けているだけで、それが再生可能、云々と問うのはそもそもおこがま
しいのです。
　まあ、若い人たちには屁理屈のように聞こえるかもしれませんが、物書きは原稿を一字一句を何度も推敲して
名作を残し、研究者は遺伝子のごくわずかな変化、挙動を見逃さず、大きな発見につなげていきます。
　日本語の乱れが言われる中で、この話が「言葉」の意味を今一度、厳密、慎重に考える機会になればと思います。

東海大学元学長
公益財団法人
戸田育英財団理事

田中　俊六
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　私が鉄筋コンクリート構造（以下RC造）の耐震性に疑念を持ったのは、大学院に進学した直後の１９６８年５月に発生した十勝沖地震に
よる函館大学の震害を目の当たりにした時です。１９２３年の関東大震災以来、耐震性に優れていると教えられてきたRC造４階建ての
一階部分が崩壊して、あたかも３階建てに見えたのは衝撃でした。（写真-１）
　建築物の耐震性を高めるために発足した当時の建設省建築研究所（以下建研）を中心とした官学民共同の通称新耐震総プロの成果
（１９７２～７年）を踏まえて、１９８１年にいわゆる新耐震設計法が施行されました。「実務家のための建築物の耐震設計法」を出版すること
になりRC造部分の執筆を担当させてもらいました（写真-２）
　１９８０年代後半にはゼネコンを中心に、当時多用されていたコンクリートの設計強度210kg/cm²（1cm²のコンクリートに新横綱の
照ノ富士が乗っても大丈夫）を大きく超える360kg/cm²を使ったRC造の超高層化の研究が進みました。（写真-３）　
　更なる高強度化・超高層化を目標に、建研を中心とした官学民共同の通称NewRC総プロ（１９８８～１９９３年）及びゼネコンの研究が
精力的に推進されました。私が現役最後に手掛けたのは、1000kg/cm²のコンクリートを用いたWコンフォートタワーズ（５４階と４５階）
です。（写真-４）現在も頼もしい後輩達が研究を続けています。
　退職して１０年が経ち、後期高齢者の仲間入りした私の主な仕事は一万歩の早朝散歩、ざる碁、下手なゴルフ、超小規模家庭菜園（今年
はトマトを栽培）等になりつつあります。 千葉　脩 （戸田育英財団　研究助成選考委員長）
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