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❖学園ソーラーカー研究開発の系譜 ❖
❶ 1992 年８月、ソーラーカーラリーイン能登で文部大臣賞を受賞
した［Tokai 50SP］ ❷ 2000 年７月、秋田で開催された大会には
学園から４チームが参戦

❸ 2009 年 10 月、オーストラリア大陸

3000㎞を縦断する国際大会グローバル・グリーン・チャレンジを
初制覇した［Tokai Challenger］とチーム・スタッフ
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東海大学学園史ニュース

学園史資料のデジタル化―写真資料を例として―
学園史編纂員 目七 哲史
近年、デジタル技術の発達とともに、アーカイブズ機関においてもデジタル活用の機会が急速に増えてい
る。学園史資料センターでも写真資料のレファレンス業務を例にすると、数年前まで複写した現像写真を提
供していたが、現在では利用者の要望に応じて、スキャニングした画像データを CD-R や DVD-R などの媒
体に記録したり、USB メモリなどを介したり、電子メールに添付するなどして提供することがほとんどとなっ
た。そこで、ここでは写真資料におけるデジタル化作業の大まかな流れと具体的な方法を紹介したい。
学園史資料センター（以下、当センター）の主な業
務は、
資料を収集し整理保存することであるが、レファ

1写真資料のアルバム化とリスト作成

レンス対応や展示会の開催など、資料利用も大切な業

写真資料は、新たに寄贈・提供された資料群が整理

務の一環となっている。そして、学園内外から日々寄

の段階で選別される。その中でアルバムに収められて

せられるレファレンスの中でも、直接的なイメージを

いないバラバラの紙焼き写真を、資料群がわかるよう

多くの人々に提供できる写真資料に関するものは、近

に「東海大学史写真資料プリントアルバム」としてア

年３分の２を占めるほどにもなった。

ルバムに収めている。

当センターでは資料保存の観点から、資料の劣化や

アルバム化することによって縦覧が可能となり、利

破損、紛失を極力避けるため、基本的に現物資料の貸

用が容易になる。このアルバムをもとにパソコン上で

し出しは行わないこととしている（展示会などでの貸

「写真リスト」のデータベースを作成して、個々の写

し出しについては例外とする）。これは写真資料につ

真のデータを登録する。データ登録作業は、写真に“裏

いても同様である。複写申請があった写真は、スキャ

書き”などが残されている場合、比較的容易に進める

ニングを行いデジタル化し、その画像データを提供す

ことができる。しかし、ほとんどの写真は、人物や建

ることとしている。

物など被写体の内容から情報を読み取らねばならない
＊

当センターにおける写真資料のデジタル化作業の流
れは、次の通りである。

ので、学園の歴史について詳しい専属の室員が担当す
ることになっている。
「写真リスト」の主な入力項目を以下に記す。
1アルバム番号
2写真番号
例えば「259 － 003」であれば 259 冊目のアル
バムの３枚目の写真を意味する
3撮影年月日
4地名
撮影された都道府県を入力
5場所（校舎）
「湘南」「清水」「札幌」「阿蘇」「伊勢原」など
6大学・短大
「東海大学」「九州東海大学」「福岡短期大学」
など。現在改称している機関も撮影当時の名称を
登録
7付属
「相模高校」「第三高校」「山形高校」「付属小学
校」「本田記念幼稚園」「自由ケ丘幼稚園」など

紙焼き写真資料はアルバムに収められ、棚に並べられる。プリント
サイズがまちまちなため、リフィルの差し替えが可能なバインダー
を採用している
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8関連
「八王子病院」「大磯病院」など医学部付属病院
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や、東海大学校友会館の入った「霞が関ビル」、
博物館の入った「社会教育センター」など
9人物
写っている人物の氏名をわかる範囲で登録
キーワード
「講義」
「授業」「式典」「建物」「周年行事」「課
外活動」
「講演会」「シンポジウム」「航空写真」
など
注記
紙焼き写真の“裏書き”や余白、付せんに記入
されていた語句などを登録
情報
読み取れる文字情報を登録
メモ
写っている事象の説明や建物の名称など、入力
者が気付いたことを登録
提供元
カラー／モノクロ
掲載
その写真（類似の絵柄・構図を含む）が掲載さ
れた紙誌が確認できた場合に登録。「『東海大学新
聞』2001 年 11 月１日号１面」「『図録東海大学 50
年』p.76-2」など

2レファレンス対応

2010.12.1

3選択写真のスキャニング作業
機材は、以下の市販のスキャナーを使用して、室員
が行っている。
◎ EPSON 社製

GT-X970

◎ EPSON 社製

GT-X700

両機種ともに、最大「４×５サイズ」（100 × 125
㎜）までのフィルムスキャニングが可能で、添付ソフ
トウェアに退色復元やホコリ除去などの機能も備わっ
ている。
スキャニング作業の仕様は、あくまでも目安である
が次の通りである。
▪使用ソフトフェア＝ Adobe 社 Photoshop
▪解像度＝ 400dpi
▪出力サイズ
◎ L 版紙焼き、35㎜フィルム以下
＝ A4（21㎝× 29.7㎝）相当
◎上記以上＝ A3（29.7㎝× 42㎝）相当
▪カラーマネジメント
◎カラー写真・フィルム
＝カラー（sRGB）
◎モノクロ写真・フィルム
＝グレースケール（Dot Gain 15%）
▪フォーマット＝ TIFF 形式（LZW 圧縮）

当センターでは、写真資料について利用者―刊行

Adobe 社の Photoshop は、写真編集の代表的なソ

物やホームページの制作、また展示会などで写真を使

フトウェアで、写真加工に適した多彩な機能を有して

用する人―からのレファレンスに対応している。

いる。また、多くの画像フォーマットに対応しており、

利用者には、レファレンスの内容に該当する資料を

印刷業界などのプロフェッショナルな分野において広

「写真リスト」データベースで検索し、絞り込んだリ

く使用されている。スキャニングしたデータを保存す

ストを提供する。その上で、アルバムを閲覧してもら

る前に、スキャナーの傷やホコリ、また色合いなど機

い、必要な写真を選択してもらう。また、当センター

材自体の問題で、画像データが元の写真と異なってし

が作成した図録などの刊行物や、過去に開催した展示

まった場合は、Photoshop 上で修正したり補正をする

会で使用したパネル写真などもあわせて閲覧してもら

こともある。

い、希望に沿った写真があれば選択をしてもらう。具
体的には、
アルバムに付せんを貼ったり、リストに「レ
点」を着けたり、
蛍光ペンでラインをひいたり、といっ
た方法でチェックをしてもらう。
選択された写真資料で、すでにデジタル画像データ
がファイルサーバに保存されているものは、利用者の
要望するファイル形式で複写物として提供する。画像
データが保存されてない写真資料については、この機
会にスキャニング作業を行い、画像データを作成して
ファイルサーバへ保存する。

スキャニング作業を行う当センタースタッフ。スキャナーは市販の
もの（左手前、EPSON 社製 GT-X970）を使用している
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解像度は、
400dpi を採用している。「dpi」は、
「dot(s)
per inch」の略で、長さ 1 インチ＝ 2.54㎝あたりの

ことが多いため、この値を採用している。
なお、カラーマネジメントは、DTP 関係の書籍を

ドット（点）の数を意味する。つまり 400dpi ならば、

読んだりインターネットで検索するなどして、どのよ

2.54㎝の長さが 400 の点で表現されていることを意味

うなものか調べていただきたい。その利用については

している。１インチ四方の面積で考えると、2.54cm

目的を考慮し、印刷物などの場合は、印刷所の指定に

× 2.54㎝＝ 6.45㎠ の中が、400 × 400 ＝ 16 万個の点

合わせたものでなければならない。

で表現されている画像、となる。一般的に商業印刷で
は、300 ～ 350dpi が必要と言われているので、印刷
するのに十分に対応可能な解像度でスキャニングして
いる。
出力サイズは、400dpi で A3 相当の大きななら、ポ

4ファイルサーバへの保存（TIFF 形式）
スキャニングして作成したデータは、上記の仕様で、
LZW 圧縮の TIFF 形式にして当センターのファイル
サーバに保存される。

スターなどの A1 サイズの印刷物にも対応できる仕様

TIFF 形式は汎用性が高く、異なるコンピューター、

である。ただ、もともと小さなサイズの紙焼き写真や

アプリケーション間でファイルのやりとりが容易で、

35㎜フィルムの場合は、400dpi で A4 相当のサイズで

ほどんどの編集用ソフトウェアに対応している。また、

スキャニングした画像を得れば、すべての情報を記録

JPEG 圧縮を使用しなければ、保存を繰り返しても画

したことになり、それ以上のサイズや解像度でスキャ

質が劣化しない。これらを勘案し、今後、長期利用し

ニングするのは無意味であると判断した。

てくいくことが可能と考え、このフォーマット形式を

解像度と出力サイズの問題は、どれだけ元の写真や

採用している。

フィルムに記録されている情報を得るのか、またス

ただ、データ容量が大きくなることが欠点であ

キャニングしたデータを利用する目的などを考慮し

る。当初、ファイルサーバの記憶ディスクに無圧縮の

て、コンピューターやスキャナー機材の性能や癖な

TIFF 形式で保存していたが、空き領域が少なくなっ

ど、それぞれの環境にあった仕様を決めていく必要が

てきたため、LZW 圧縮を行うことにした。その結果、

ある。

記憶ディスクの使用領域の３分の２を減らすことがで

カラーマネジメントについて述べる前に、２つのカ

きた。LZW 圧縮は、日本での特許が期限切れとなり、

ラーモードについて説明しておく。カラーモードには

比較的互換性の高い圧縮形式で、可逆圧縮であるため

RGB と CMYK がある。RGB とは、デジタルカメラ

画質の劣化がない。ただし、コンピューター上での表

で撮影された画像やパソコンのディスプレイなどで用

示や作成したデータを保存するのに無圧縮の時より若

いられる、発光を利用して３色で表現される形式であ

干時間を要する。

る。一方の CMYK は、プリンタなど印刷に関する際

TIFF 形式で保存した画像データは、基本的にファ

に利用される、４色で表現される形式である。当セン

イルサーバに保存され、当センターのデジタル資料と

ターでは、サーバの記憶ディスク領域を少しでも増や

なり、今後は、この画像データを利用していく。その

すために、データ容量が少ない RGB のカラーモード

時に利便性と閲覧性を高めるために、サムネイル表

で保存している。

示用の JPEG 形式の画像ファイルを作成している（次

さて、
当センターではカラーマネジメントについて、

ページの図表を参照）。

カラー写真には「sRGB」、モノクロ写真にはグレース

以後、写真の利用は保存された画像データを使うた

ケールで「Dot Gain 15%」を採用した。カラー規格

め、現物の紙焼き写真やネガフィルムの劣化は、最小

「sRGB」は、Windows 系 OS に標準装備されている

限に抑えることが可能となる。特に貴重なものは、デ

国際規格である。印刷業界では、「Adobe RGB」とい

ジタル画像データから紙焼き写真として複製プリント

う規格が使われることがあるが、当センターの使用コ

して、その現物は 24 時間温湿度管理を整えた資料庫

ンピューターはすべて Windows 系 OS で、モニター

で大切に保管されることになる。

やデジタルカメラ、プリンタなどの周辺機器が「sRGB」
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一部では、「資料をデジタル化すると、それまで保

に対応しているため、採用している。グレースケール

管スペースを割いていた現物の資料はすべて不要にな

の「Dot Gain 15%」については、一般的にコート紙

る」という考えがある。しかし、デジタル化したものが、

への印刷に適した値とされているものである。当セン

将来いつまで利用可能かどうかは、現状ではわからな

ターで刊行物や印刷物を作る際、コート紙を使用する

い。情報記録媒体においては、過去に使用していたも
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のが、現在はほとんど閲覧や再生ができないか、でき
なくなりつつあるものも少なくない。
例えば、動画情報の記録媒体・規格でいえば、８㎜
や 16㎜フィルムは、カメラや映写機が消滅しつつあ
る。1980 年代に一般家庭で普及したビデオの VHS 方
式も、デジタル放送の影響もあり再生機器の販売がな
くなりつつある。フィルムやテープの劣化もあり、ど
ちらの媒体も十数年後には、一般での再生は難しくな
ると予想される。また「レーザーディスク」（規格名
「レーザービジョン」）や、VHS と規格争いを演じた
ベータ

「β方式」
（規格名「ベータマックス」）、やはり「Blu-ray
Disc」との競合に敗れた「HD DVD」などのように、
早い段階で衰退した規格は、再生・録画機器の製造・
販売も早々に打ち切られ、修理などメーカーによるサ
ポートが終了するのも時間の問題となっている。
このように技術の進歩とともに情報記録媒体だけで
なく、保存の規格自体も変化することを考慮すると、
現在デジタル化した形式が長期間保存に耐えられる保
証はなにもない。当センターでは「デジタル化は利用
のためのもの」と割り切って考え、貴重資料として選
定されたものに関しては、場所が確保できる限り、媒
体として安定している紙の状態で保存することを基本
としている。また、近年デジタルカメラで撮影された
画像データについても、長期保存が必要と選定された

【ファイル保存フォルダの概念図】画像ファイルは２つの形式で保
存している。TIFF 形式（末尾の拡張子が「.tif」のもの）は利用者
への提供などに備えた形式。JPEG 形式（同「.jpg」）の画像は閲覧
の時などに使用する

ものは、写真用紙にプリントしアルバムに収めて保存

【サムネイル閲覧画面】１つのフォルダ内に閲覧用の「JPEG」ファイルと、「TIFF」フォルダを作成。センターのスタッフが画像を確認する際や、資料
利用者が閲覧する際などは、コンピューター上での表示がより高速な JPEG ファイルを展開し、サムネイル表示している
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することを考えている。
ちなみに、当センターのファイルサーバの画像デー

近づけて提供している。
もう１つはデジタル用。Web サイトやプレゼンテー

タはミラーリングされた２台の記憶ディスク（ハード

ションソフト（例えば Microsoft 社の「PowerPoint」）

ディスク）に保存され、週１回バックアップを行い、

などで利用する場合である。Web サイトで利用する

コンピューターや記憶ディスクなどのハードウェアの

場合、Photoshop 上で保存する際に「Web 用に保存」

障害が発生した時に、素早く復旧させ業務に支障を来

を選択することにより、解像度は 72dpi になる。画

さないように備えている。また、将来的には、年に１

像サイズは特別な指定がなければ幅を 800 ピクセル

～２回バックアップをとった記憶ディスクを北海道や

程度にして、JPEG 形式で提供している。プレゼンテ

九州などの遠隔地で保管して、当センターの施設が被

ンーションソフトで利用する場合は、印刷する場合も

災した場合などに備える、リスク回避の計画がある
（下

あるので、利用者から指定がなければ解像度 300 ～

図参照）
。

400dpi のまま A4 サイズ相当の大きさの JPEG に変換
している。どちらもカラーモードはディスプレイ装置
の画面等で見ることを前提としているので、RGB か
らの変更はしない。

6資料提供
変換された画像データは、CD-R や DVD-R などの
媒体に記録して利用者に提供したり、USB メモリや
外付けハードディスクなど、利用者が所有する補助記
憶装置にデータを入れるなどして提供する。また時間
の短縮のためにも、電子メールに添付したり、ファイ

5提供用にファイル形式を変換
利用者に提供するデータは、利用方法にあった形式
に変換する。
この場合、利用者から具体的な指定があっ

ル転送サービスを利用したり、FTP サーバを介する
などしてデータを提供するなど、インターネット技術
を積極的に活用して、利用者の利便性と業務の効率を
高めるよう心掛けている。
＊

た場合は、Photoshop を使用してファイル形式、画像
のサイズや画質を設定して、提供用のファイルを作成

以上のように、当センターではレファレンスや展示

する。利用者から特に形式やサイズの指定がない場合

会など、業務の中で写真資料のデジタル化を行い、デ

は、利用方法のみを聞いて、それに適した方法で提供

ジタル資産を増やして活用するようにしている。この

することにしている。その方法は、大きく２つに分け

ことは、人的・時間的・予算的に所蔵写真資料をまと

られる。

めてデジタル化することが不可能な問題を、業務の中

１つは、印刷・刊行物用。例えば、展示用の写真パ
ネルや記念誌、
ポスターやチラシといった広報物など、

る１つの有効な方法だと考えている。

印刷で利用する場合である。解像度を 300 ～ 400dpi

資料のデジタル化は、技術の発達とともに変化する

にして、印刷で利用する原寸サイズに変換するのが

上に、保存やデータ作成に確立された方法があるわけ

基本である。ファイル形式は、TIFF と JPEG の形式

でもなく、どの現場においても手探りの状態であると

の２種類を作成することにしている。カラー写真の場

感じている。それぞれの現場で、その規模や人員、予

合、カラーモードは、そのまま RGB 形式で提供する。

算などにあわせて、さまざまな考え方や方法がある。

一般的に印刷所においては CMYK 形式で印刷される
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で利便性を考慮しつつ、効率的にデジタル化し活用す

当センターも、長期間利用ができて、金銭的に負担

が、RGB から CMYK へ形式を変換すると、くすんだ、

の少ない、人的に効率の良い資料のデジタル化を悩み

濁った色合いになってしまう。そのため、出版社や印

ながら模索している。このような現状ではあるが、業

刷所で専門家が変換した方が良いと考えるための対処

務の一部作業を紹介することで当センターを理解して

である。ただ、どうしても CMYK への変換を求めら

いただくとともに、同じように悩める現場における写

れた場合は、
利用者の責任で当センターで変換を行い、

真資料のデジタル化とその利用の参考になれば幸いで

Photoshop 上で色補正をかけて元の色合いになるべく

ある。
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学園史資料センターT0 pics
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正式には「学校法人東海大学学園史資料センター資

センター資料利用規程が
制定されました

料利用規程」という名称で、資料の閲覧や複写、貸し
出しなど利用に際してのルールを定めたものです。当

学園史資料センターが所蔵 ･ 管理する資料の利用に

センターがさらに「利用しやすい施設」となることを

関する規程が 2010 年４月１日付で制定、施行されま

念頭に作られた規程です。以下に全文を掲載します（別

した。

紙様式１～４は省略）。

学校法人東海大学学園史資料センター資料利用規程
（制定

（３） 資料の全部又は一部を一定期間公にしないことを条件に個人又
は団体等から寄贈を受けている場合において，一定期間が経過して

2010 年４月１日）

いない資料。
第６条

（目的）
第１条

資料の原本を利用することにより，原本が破損又は汚損を生

じさせるおそれがある場合，又はセンターにおいて原本が現に利用
この規程は，
学校法人東海大学組織及び業務分掌規程に則り，

されている場合は，原本の利用の方法又は利用期間を制限すること

学校法人東海大学学園史資料センター（以下「センター」という。
）

ができる。

において所蔵・管理する学園に関する資料（以下「資料」という。
）
の利用に関して，必要事項を定めることを目的とする。

（利用者の責任）
第７条

（定義）
第２条

利用者は，資料に含まれる情報を利用することによって著作

権，プライバシー等第三者の権利利益を侵害したときは，その一切
この規程における資料とは，文書・書類等の紙媒体資料，写

の責任を負うこととする。

真・絵画などの図像資料から，音声テープ・ビデオテープ等の音声・
映像資料，記念品・グッズ等の物品資料，磁気媒体，光媒体資料等

（閲覧）

に至るまで，その形態・媒体にかかわらず，学校法人東海大学（以

第８条

下「本学園」という。
）の歴史を示す記録の全般をいう。
２

この規程における個人識別情報とは，個人の氏名・生年月日等の

資料の閲覧を希望する者は，別紙様式１の資料閲覧申請書を

提出することとする。
第９条

資料の閲覧は，
センター内の指定する場所で行うこととする。

情報をいう。ただし，他の情報と照合することで特定の個人が識別
可能な情報を含む。

（複写）
第 10 条

（業務）
第３条

資料の複写又は撮影を希望する者は，別紙様式２の資料複

写申請書を提出して許可を得ることとする。
センターは，資料の利用に関し，次の業務を行う。

（１） 閲覧
（２） 複写

（複写物の出版等）
第 11 条

資料の複写物を出版及び放映等のために利用を希望する者

（３） 貸出

は，別紙様式３の資料掲載許可申請書をセンター長に提出し，その

（４） レファレンスサービス（参考調査・業務）

承認を得なければならない。

ア

資料の検索に関する助言

イ

資料に関する参考文献，他の資料所蔵機関に関する情報の提供

（５） 展示

２

複写物の資料により生ずる著作権の責任は，当該複写物の利用者
が負うこととする。

３

複写物の利用に関しては，センターの所蔵する資料であることを

（６） その他必要と認めた業務

明記することとする。
４

（資料の公開）
第４条

複写物を印刷物等利用した場合は，当該出版物等をセンターに寄
贈することとする。

資料は，公開を原則とする。ただし，センター長は，第５条

及び第６条に定める範囲内で，当該資料に対する利用を制限するこ
とができる。

（貸出）
第 12 条

センター長は，学園内又は他の機関等から学術研究又は社

会教育等の公共的目的を持つ行事等に利用するため，資料の貸出の
（資料の公開制限）
第５条

センターが所蔵する資料のうち，次の各号に掲げる情報が記

載されている場合は，その部分に限って利用を制限することができ

申し込みがあった場合，関係資料を貸出すことができる。資料の貸
出を希望する者は別紙様式４の資料借用申請書をセンター長に提出
し，その承認を得なければならない。

る。
（１） 個人識別情報のうち，学校法人東海大学個人情報保護に関する
基本規程に則り，公にすることで個人の権利や名誉等を害するおそ
れがあるような情報。
（２） 公にすることにより，本学園及びその他の団体の安全が著しく

（損害賠償の責任）
第 13 条

利用者は，
その責に帰すべき事由により，
資料もしくは施設，

物品等を減失あるいは破損・汚損したときは，その損害を賠償する
こととする。

害されるおそれがある情報，関係諸機関との信頼関係が著しく損な
われるおそれ又は関係諸機関との交渉上著しい不利益を被るおそれ
があると認められるに相当する理由がある情報。

付

則（2010 年４月１日）

この規程は，2010 年４月１日から施行する。
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2009 年 10 月、
世界最高峰のソーラーカーレース「グローバル・グリー

2004 年 ［Tokai S8］
東海大学ソーラーカー研究会

ン・チャレンジ
（GGC）
」
で東海大学チームが初優勝を遂げた。学園がソー
ラーカーの研究プロジェクトを立ち上げたのは 1991 年５月のこと。以
来 20 年に及ぼうという歳月の中で、様々な機関がマシンを開発し、切

学園ソーラーカー研究開発の系譜
◉ 1991 年５月、学校法人東海
大学の総合研究機構（総研）は、
ラーエネルギーに着目。ソー
ラーカーとソーラーボートの試
作委員会をそれぞれ発足させた

折を味わいながら、技術を高め、絆を深めていった学生・教職員たち。

際大会に参戦。08 年 10 月には南アフリカ共

※「VISTORY」は、「VISUAL」と「HISTORY」からなる造語です

1999 年 ［Tokai Trysol］東海大学ソーラーカー研究会

学生たちが作り上げた

カー 1 号車。各種データ収集と実用化

480W ハーフサイズク

を意識し、速さよりも安定性を重視し

ラスの車体。当初こそ

た車体は２人乗り４輪の構造となった。

不振に泣いたが、2001

８月に「ワールド

年 か ら 03 年 に か け て

ソーラーカーレー

JISC で 3 連覇、文部科

ス鈴鹿」と「ソー

学大臣賞に輝いた。

の流れ、工学系学部学科の研究室が共同で製作。
国際ソーラーカー連盟が提唱し、2001 年の
WSC で取り入れられることになった ISF5000
規格に沿って作られた。ボディのデザインも先
代の［Tokai Sprit］から大幅に変更され、薄型
となった。この年の WSC では平均時速 70㎞、
3550 × 1450 × 1000 ㎜／１１５㎏

ン 能 登 」 に 出 走。

◉総研プロジェクトの終了を受け、1997 年以

能登の大会では文

降その成果は「工学系学部学科による共同研究」

部大臣賞を受賞し

と、湘南校舎の学生有志「東海大学ソーラーカー

翌 02 年には WSR のフルサイズ ･ フリーク
ラスで初優勝、総合２位の好成績をマーク。
な お 当 初 は 開 発 さ れ た 年 か ら［Tokai Spirit
2001］と呼ばれた。

1996 年 ［Tokai Sprit］法人・総合研究機構プロジェクト

空気抵抗の少ない流線

［51SR］の流線型ボディ

型のボディや、世界で初

を 引 き 継 ぎ、 ホ イ ー ル

めてフレームにチタンを

を ３ 輪 と し た。1996 年

採用したことでも話題と

の WSC に 参 戦 し 平 均 時

な っ た ２ 号 車 は、1993

速 45㎞、８日間で完走。

年 の WSR で 最 優 秀 デ ザ

46 台中 15 位の成績を収

イン賞を受賞。乗員は１

めた。総研プロジェクト

ンシャルの高さを改めて証明した。
4000 × 1500 × 1000 ㎜／ 160 ㎏
800W ハーフサイズ規格の車体。デビュー
戦となった 2004 年の JISC フルサイズストッ
ククラスで優勝。翌年も制し２連覇を達成した。
［S8（エスエイト）］の名は「Solar」や「Sprit」、
「Speed」など８つの S から取った。06 年７月、
JISFC 参加のため秋田へ向かう途中、車体を積
んでいたトラックが出火し焼失。

5000 × 1800 × 1000 ㎜／ 160 ㎏

◉ 2006 年４月に東海大学チャレンジセンターが開設された。
ソーラーカー研究会は電気自動車や人力飛行機などの開発に
取り組む学生たちと合同で「ライトパワープロジェクト」を
立ち上げ、同センターからのサポートを受けることとなった

５８00 × 2000 × 1100 ㎜／ 195 ㎏

終了後も工学系学部学科
の教職員・学生が改良を

シャープ製の太陽電池パネル、パナソニック製のリチウムイオン電池など、国内
ムが参加して行われた GGC ソーラーカー部門で総合初優勝を遂げた。４日間の総
走行時間は 29 時間 49 分で大会新記録。平均時速は 100.54㎞だった。2010 年
10 月には「South African Solar Challenge」で優勝、チーム２連覇を達成した。
◉ WSC ＝ワールド・ソーラー・チャレンジ。オーストラリア大陸 3000㎞を縦断する世界最高峰
のソーラーカーレース。1987 年に始まり、99 年以降は隔年で開催。第 10 回の 2009 年大会から
「グ

５８00 × 2000 × 1100 ㎜／ 165 ㎏

継続。産学協同で開発したニッケル水素電池や電気二重層キャパシタ（大容

かけてオーストラリア大陸を縦断、52 台中 18 位で完走した。

量コンデンサ）など様々な新技術を投入、数々のレースに参戦した。

も通じる。
［Tokai 51SR］のモーターやコントロー
ラーなど、総研プロジェクトチームから部品提供、
アドバイスを受けながら［SOLE］はⅣ次まで改
良が加えられた。

2009 年 ［Tokai Challenger］
東海大学チャレンジセンター ライトパワープロジェクト
有数の企業が開発した機材を積んだマシン。2009 年 10 月、16 ヵ国から 38 チー

４輪だった。同年 WSC にチームとして初参戦。平均時速 40㎞、９日間を

東海大学工業高校／
東海大学付属翔洋高校

ローバル・グリーン・チャレンジ（GGC）」のソーラーカー部門となった。◉ WSR ＝ワールド ･ ソー
ラーカー・ラリー。秋田県大潟村で 1993 年から毎年行われている大会。３日間の総周回数を競う。
学生部門は 99 年から分離し（開催は同時）全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ（JISC）、
2006 年から全日本学生ソーラー＆ FC カーチャンピオンシップ（JISFC）となった。

い、

九州東海大学

自動車工学部

4980 × 1640 × 930 ㎜／ 160 ㎏

ソーラーカープロジェクト

1996 年に九州東海大学工学部（現・東海大学

作り上げた車体［Nextage］は、
「次世代」を意
識したネーミング。同年７月、WSR でＪクラス
２位 ･ 総合 11 位と華々しいデビューを飾った。

1993 年４月、工業高校（1999 年４月から翔

産業工学部、熊本校舎）の学生 ･ 教員らが中心と

その後、JISC や三重県で行われた「ソーラー

なって立ち上げたプロジェクト。東海大学工業高

カーレース鈴鹿」など国内開催の大会を中心に活

校でソーラーカー製作に取り組んだ生徒が進学

躍。2004 年の JISC でフルサイズ ･ ストックク

し、周囲に呼び掛けたのがきっかけとなった。

ラス準優勝 ･ 総合６位をマークしたのを最後に、

時、旭川校舎）の教員・学生が民間企業と共同で

後継組織「自動車部」が［SOLE- Ⅳ］を改造し

洋高校）に自動車工学部が発足し、94 年５月に

道内のソー

開発した［R-3500］（下写真）は、ボディ曲面の

１号機［望陽］（下写真）を製作。95 年５月に

ラ ー カ ー

円弧が半径 3500㎜であることから命名。2001

開発した［FALCON］（右写真）で同年から 2003

5000 × 1800 × 1000 ㎜／ 160 ㎏

レースに参

年の「ソーラーチャレンジイン北海道」でＢクラ

年まで国内大会の高校クラス９連覇という快挙を

い、 国 際 大 会 で も 好 成 績 を マ ー ク。WSC に は

戦したのが

ス８位となり北海道新聞社賞を受賞した。

成し遂げた。果てしなく続くマシンの改良を映画

1996 年に初参戦し総合 13 位で完走、99 年に総

『ネバーエンディング ･ ストーリー』になぞらえ、

合 13 位・高校１位となった。2001 年の「World

［Nextage］の車体は今も熊本校舎に置かれ、学

同作品に登場するキャラクター「ファルコン」の

Solarcar Championship」（マレーシア）では高校

生らが研究データを取る際などに活用され続けて

名を車体に付けた。

１位・総合３位。2004 年の「Phaethon」
（ギリシャ）

いる。

発端。92 年

同部は 02 年度を最後に活動を休止している。

５月には「ソ
3500 × 1700 × 1100 ㎜／ 187 ㎏ ー ラ ー カ ー
研究会」が正式に発足した。

東海大学チームと人的 ･ 技術交流を盛んに行

93 年の「朝日ソーラーカーラリーイン名古屋」

また同プロジェクトとは別に、
「九州東海大学

では総合３位に輝いた。

ランを重ねた。
3500 × 1500 × 1030 ㎜／ 140 ㎏

レースへの出場は見送られている。
プロジェクトは現在活動を休止しているが、

工学部 Kamotani&Sunagawa 学生チーム」が［ECO
6063 Type S］という車体で 02 年の鈴鹿８時間

［FALCON］の車体は東海大学に転籍し、ロング

優勝。［SOLE］はイタリア語で太陽を意味し、読
みの「ソーレ」は北海道の民謡「ソーラン節」に

98 年夏、構想・設計を含めて２年半をかけて

同 部 は 07 年 度 を も っ て 廃 部 と な っ た が、

では［SOLE- Ⅱ］（左写真）を駆って学生部門で

08

６日間で完走。出走 38 台中 13 位でゴールした。

African Solar Challenge」で優勝し、そのポテ

研究会」という２つの流れで受け継がれた

1993 年 ［Tokai 51SR］法人・総合研究機構プロジェクト

1991 年９月、北海道東海大学芸術工学部（当

2001 年 ［Tokai Sprit 2］
工学系学部学科共同プロジェクト
ソーラーカー研究開発を引き継いだもう一方

ラーカーラリーイ

北海道東海大学
ソーラーカー研究会／自動車部

5000 × 1800 × 1000 ㎜／ 185 ㎏

1998 年 に 発 足 し た
ソーラーカー研究会の

ング特性を考慮し、まだ

和国をほぼ１周、約 4000㎞を走破する「South

世界の頂点に駆け上がるまでの道程を、数々の車体とともに振り返る。

工学部所属の教員 ･ 学生らが中心とな

人となったが、コーナリ

付属翔洋高校から譲り受けた車体を大幅に改
装したもの。2006 年９月に台湾で行われた国

り、手作りで完成させた学園ソーラー

全長×全幅×全高＝ 6000 × 2000 × 1100 ㎜ た。
車体重量＝ 230 ㎏

2006 年 ［Tokai Falcon］
東海大学チャレンジセンター
ライトパワープロジェクト

磋琢磨を重ねてきた。ものづくりへの挑戦を通じ、いくつもの栄光と挫

1992 年 ［Tokai 50TP］
法人・総合研究機構プロジェクト

次世代エネルギーとしてソー

2010.12.1

5200 × 1870 × 1000 ㎜／ 190 ㎏

耐久レースに出場した記録も残っている。

協力：東海大学 工学部・木村英樹教授、同 芸術工学部・林拓見教授、同・立原祥弘教授、同 産業工学部・清田英夫准教授、東海大学付属翔洋高等学校ほか
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file ４

電波兵器技術錬成所 松本分校の消息
学園史編纂員 高橋 祐子
技術程度の技術要員を養成するもので目下志願者
を募集中である（中略）女子技術要員の養成機関
も近く開設の予定（中略）錬成所長には理学博士
仁科芳雄氏（中略）が就任する。
この養成を終った者は電波技術要員として軍施

ごう つ

き

く

こ

長野県松本市在住の郷津㐂久子さんから本学に寄せ
られたお尋ねが、当センターに届いたのは 2009（平

設の整備取扱に従事し、また製造会社において兵
器生産に従事する、なほ逓信院指定の電気通信技
術者資格を無試験で付与される予定である

成 21）年 12 月 17 日のことだった。「電波兵器技術錬

記事にある「女子技術要員の養成機関」は、電波兵

成所松本分校」を卒業した郷津さんが、同校と東海大

器技術錬成所女子部として開設された。女子部には東

学のつながりについて聞きたい、ということだった。

京都中野区江古田の本校と、長野県松本市内に設けら

電波兵器技術錬成所は 1944（昭和 19）年１月ごろ、
「財団法人国防理工学園」という名称だった本学園に

れた分校があった。1944 年 12 月６日付の『朝日新聞』
に掲載された女子部の募集広告を引用する。

よって開設された。場所は東京都中野区江古田。「電

女子部募集

波科学専門学校」
「電波工業学校」との併設だった。

▽受験資格

高等女学校四年修了以上

▽募集人員

若干名

第二次世界大戦において日本が苦境に立たされてい

２

４

２

６

た当時、その勝敗を決するのがレーダー技術などを用

▽願書

十二月廿四日迄本校宛

いた電波兵器であると目されていた。電波兵器技術錬

▽試験

十二月廿六日九時

成所はその名が示すとおり、電波兵器の性能向上と生

▽試験科目

簡単ナル学科口頭諮問

産、整備、取り扱いに従事する優秀な技術者を多数、

▽錬成期間

一年三月（※ 1 年～３カ月間の意か）

そして急速に錬成することを目的に開設された。

▽試験地

その開設予告記事が、1944 年 1 月 18 日付『朝日新聞』
に掲載された。以下に引用する。
電波専門校

技術錬成所も近く開校

（前略）逓信院では電波兵器技術者の緊急養成
計画を以て、その教育の実施を財団法人国防理工

東京都本校・長野県松本市分校（希望

地指定ノ事）
▽入所地

東京都本校又ハ松本市分校ト指定ノ事

（宿舎アリ）
▽特典

電気通信技術者三級付与ノ見込（手続中）

・月謝不要

学園（東京都麹町区丸ノ内二ノ三）に委嘱するこ

1945（昭和 20）年８月 15 日の終戦を機に「財団法

ととなり、短期養成の機関として「電波兵器技術

人東海学園」と名称を改めた本学園は、傘下の諸機関

錬成所」
が近く東京都中野区江古田に開設される。

を整理し、電波兵器技術錬成所は閉鎖された。ちなみ

これは三箇月乃至一年間で大学専門、中等各種

に江古田で併設されていた電波科学専門学校は航空科

ないし

学専門学校と合併し東海専門学校となり、同年 10 月
には東海科学専門学校と改称、現在の東海大学の基盤
となった。電波工業学校は電気通信工業学校と合併し
東海工業学校となり、数度の改称を経て現在の付属高
輪台高等学校に連なる。
電波兵器技術錬成所に関する資料は、これ以外めぼ
しいものはなかった。江古田の校舎の門柱に表札が掛
かった写真を見ても、実感がわかないというのが正直
なところだった。松本分校についてはなおさらだ。文
書資料では「ある」とされてきたが、同分校が実在し
東京都中野区江古田にあった本校の校舎外観。左の門柱に電波兵器
技術錬成所の、右に併設２機関の表札が掲げられていた

10

たという確かな息づかいは、感じられないままだった。
『東海大学五十年史』
（1993 年刊）の編纂過程でチャ
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成３）年４月 11 日付の
『朝日新聞』
（夕刊）の「尋
ね人」欄を見つけた。錬
成所女子部１期生であっ
た菊池二三枝さんが、同
期会の開催や名簿作成を
呼び掛けるため、投稿し
ていた。

郷津さんから借用した写真。制帽の徽
章には「電波」の文字が刻まれていた

菊池さんの修業証書の写し。女子部
は（第一部の技師級、第二部の技手
級に次ぐ）第三部の技術員級に該当
するものとわかった。仁科芳雄所長
の名も読み取れる

ンスが到来した。1991（平

2010.12.1

して使用した。

五十年史の編纂担当者は菊池さんに連絡をとり、女
子部在籍当時の資料をご提供いただき、以下のように
経緯が把握できた。

《 授業について 》
◎数学（坂本先生）女学校時代の数学の復習を１週
間で仕上げてから、三角関数と微積分学

◎電波兵器技術錬成所の女子部開設は 1944（昭和
19）年 11 月。修業期間は３カ月～１年間。校舎は東
京都中野区江古田にあった、旧中野高等無線電信学校
の建物を使用。地方出身の約 20 人は寮生活をした
あがの

◎ 1945（昭和 20）年４月、埼玉県入間郡吾野村（現
埼玉県飯能市）の長沢国民学校分校に疎開
郷津さんに以上のような事柄を回答するとともに、

◎電波工学（上條先生）電気工学と並行。英語排斥
時代で、
「アンテナ」を「空中線」、
「アース」を「地下線」、
「コイル」を「線輪」などと習った
◎物理（張先生）大変長身の先生。空間座標の位置
を計算する宿題が、私一人解けず、「これじゃあ日本
は負けるわ」と言われ、ぎょっとした。卒業の暁を夢
見て自身を磨こうと一生懸命だった

松本分校について詳細を伺いたいと面談を申し入れ

◎無線（峰村先生）電鍵で打電と聴取を習った。神

た。高齢を理由に面談は辞退されたが、2010（平成

社の鳥居ほどもある大型の実験機も届いたが、私は発

22）年２月から３月にかけて、郷津さんから手紙をい

熱のため病欠していた

ただくことができた。ご自身の略歴とともに、松本分
校での日々がつづられた達筆な文面と、郷津さんとご
学友の写真も後送くださった。概要を以下に記す。
《 松本分校入学前後の経過 》
1945（昭和 20）年１月、出身校の成績証明書を提
出。２月、長野県の旧松本商業学校で入学試験を受け
る。科目は理科の筆記試験と口頭諮問。
同年４月、電波兵器技術錬成所松本分校の 1 期生

◎古典（岩本先生と中島先生が隔週で担当）古典と
いうより戦意高揚の感の講義
◎体操（担当教員名は失念）歩行と挙手敬礼の仕方、
手榴弾の投げ方練習。今考えると挙手敬礼をするため
に帽子があったのだと思う。制帽は松本市内の女生徒
としては初めてで、かぶるには勇気が必要だった
◎音楽（松木先生）筑摩小学校の音楽室で、親元を
離れて松本に来ている東京生のために、故郷をしのぶ

として入学。桜花の時期に坂本先生の引率で野外散策

ような歌曲を教わった

に出た。近くの草原で輪になって腰を下ろし、初めて

《 その他 》

自己紹介をしたが、全員の名前は覚えられなかった。

1946（昭和 21）年３月卒業の予定だったが、戦時

同 年 ７ 月 ご ろ、 ２ 期 生 の 入 学 式 が 筑 摩 国 民学校

の緊迫のためか 45 年 10 月に繰り上げ卒業と決まっ

（1947 年から松本市立筑摩小学校）で挙行され、１期

た。その矢先の終戦、閉鎖となった。私は病欠中で何

生も参列した。旧長野県立女子師範学校音楽教員の伏

も把握できなかった。45 年 10 月ごろ書面が届き、46

見先生の独唱で式は終了。その後２期生の教室はどこ

年３月までに東京の本校（？）へ出席すれば、数学の

だったのか、まったく顔を合わせることはなかった。

（？）３級の免許状がもらえると通知された。しかし

《 通学など 》
１期生は１クラスのみで、うち東京出身者が 13 人、

当時東京には親戚もなく、食糧難と空爆の焼け跡へ行
くことは考えられず、すぐ破棄してしまった。

地元出身者が 12 ～ 13 人。「東京生」のほとんどは松

郷津さんから寄せられた情報は、極めて信頼性が高

本市内の宴会旅館「鯛万」に宿泊し、数名が民間の下

いと思われる。これまで失われていた学園史の欠片が

宿を利用。
私を含む「松本生」は全員自宅から通学した。

また１つ見つかった。松本分校の確かな消息が感じら

月謝は無料だった。
「アルプス足袋製造株式会社」の一画を専用教室と

れたことが何より嬉しく、励ましとなった。今後も関
係各位のご協力を賜りたいと、切に願う。

★
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東海大学学園史ニュース

case ３

ヒヒヒの東海～炎と石とアニバーサリー
学園史編纂員 中西 祐悟
その英訳が正しいかどうかは抜きにして……資料を
提供した張本人だけに、すぐ「ヒ＝灯」と変換できた。
又平さんの都合を聞いて、10 月７日に再び来室して
ゆう よ

「建

・

学のヒについて教えていただきたいの
ですが……」

もらう約束をした。猶予は中１日だ。
当センターが様々な情報源をもとに構築している学
園史の事象データベース、通称「学園年表」から、建

当センターを訪れた１人の女子学生

学祭、とりわけ建学の灯に関する項目を抽出して略年

がそう切り出したのは、2010（平成 22）年 10 月５日

表を作成する。その略年表を又平さんに提示し、説明

の昼下がり、夕方近くのことだった。

をする。気になる部分があれば、実際の資料（過去の

依頼主の名は又平詠美さん。東海大学文学部広報メ

建学祭パンフレットや東海大学新聞の記事、本学園図

ディア学科の４年生だ。様々な媒体で情報発信を行う

録など）を見て、必要があればコピーを渡す。又平さ

課外活動、
「東海大学メディアプロジェクト」のラジ

んの来室は初回を含め８日間のうちに４回に及んだ。

オ班に所属しているという。

その間も彼女は、関係各所への取材に奔走していた。

別件で、やはりラジオ班所属の学生から、本学の学園

灯

祭「建学祭」に関する資料の提供依頼があったばかり。

年に、湘南校舎（神奈川県平塚市）の開設を祝した「聖

その提供資料に又平さんも目を通し、ある紙片に興味

火リレー」が実施されている。11 月４日の夜、文化

をひかれたようだ。それは私がごく軽い気持ちで滑り

祭終了後に会場の山野ホール（代々木校舎と同じ東京

込ませた、
「建学の灯」に関する記事の複写だった。

都渋谷区にある）を出発。５日に体育祭が開催される

同プロジェクトからは、以前からたびたびレファレ
ンスが持ち込まれていた。１週間前の９月 28 日には

又平さんが担当するのは湘南平塚エリアをカバーす
るコミュニティラジオ局「FM 湘南ナパサ」（周波数

―建学の灯は、オリンピックの聖火のよ
とも

うに、本学各校舎の建学祭期間中に灯され
るシンボルの炎だ。古くは 1963（昭和 38）

湘南校舎まで 60㎞弱を、聖火や校旗を手に学生たち
が夜を徹し走り続けたという。

78.3MHz）で、毎週火曜日午後８時半から放送してい

1960 年代後半には西から東へ方向が逆転。静岡県

る「こちらラジオ番組制作部」という 30 分番組。こ

清水市（現・静岡市清水区）の清水校舎から湘南校舎

の 10 月は建学祭に関する特集を組んでいて、第 3 週・

へ灯が運ばれた。1971（昭和 46）年には「ただひた

19 日の放送で建学のヒを取り上げたいという。

すらに歩く会」がスタート。各校舎の学生有志が連帯

「建学のヒというのは、炎のことなんです」

感の醸成などを目的に、清水校舎から湘南校舎までを

「えぇ、ファイアーですよね」

徒歩でリレーし、建学祭会場まで建学の灯を運んだ。

【東海大学メディアプロジェクト】
テレビやラジオ番組、ブログ（簡易風日記サイト）に
掲載する記事などの制作を行う、学生有志の実践的な課
外活動の総称。文学部広報メディア学科の教員で組織す
る委員会が指導を担当する。
従来から個別に活動していたグループを包括する形で
2006 年に「東海大学メディアコミュニティ（tmc）」を
組織。同年度と 2007 年度に本学チャレンジセンターか
ら採択・支援を受けた後、2008 年度より現在の名称に
改めた。
活動拠点となる「東海大学キャンパススタジオ」は湘
南校舎３号館２階にあった研究室を改修し、2008 年 11
月に完成した。
「こちらラジオ番組制作部」は 2006 年４
月放送開始。企画立案から取材、司会進行や音響、計時
などの技術まで、すべてを学生が担当している。

12

リハーサルに臨む又平さん（左）ら、ラジオ班の面々。防音効果を高
めるため卵の緩衝梱包材を貼るなど、手作り感あふれるスタジオ風景
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２００４年 月 日、鉄舟寺で行
われた採火式。香村住職（右）か
ら学生が持つランタンへと建学の
灯が受け渡された
10
14

2010.12.1

11 月１日ならば、ぞろ目で切りもよく、覚えやすい。
この推論が正しければ、虚より実をとった潔い決断に
拍手を送りたいのだが……。

碑

せき ひ

―３つ目のヒは石 碑 である。「東海大学
建 学 記 念 碑 」 は 建 学 45 周 年 を 記 念 し て
1988（昭和 63）年３月、清水・三保にあ

る松林の中に建立され
沼津校舎を経由したり、伊勢原校舎が最終目的地とな

た。かつて航空科学専門

るなど、コースは変遷を重ねた。

学校の仮校舎があった場

「歩く会」にあわせ、清水の鉄舟寺で行われるよう

所である。松前重義の直

になったのが「採火式」だ。建学祭の安全や成功を祈

筆 で「 東 海 大 学 建 学 之

願し、建学の灯が読経で清められ、学生の手に渡され

地」と刻まれた巨石は、

る。この 2010（平成 22）年も行われたが、セットで

高さ３ｍ、重さ約 10 ト

行われていた「歩く会」は、参加者の減少などのため

ン。東海大学同窓会を中

2008（平成 20）年を最後に休止されている。

心に、短大や付属校を含

ちなみに鉄舟寺は、本学の前身・航空科学専門学校

む全学園の同窓生 12 万

が 1943（昭和 18）年に清水で開校した当初、一部の

人が協力。５月７日に除

学生が寄宿した名刹。「建学の歌」の歌詞にも登場し、

幕式が挙行された。

めいさつ

学園関係者にはなじみ深い、ゆかりの寺院だ。

こ の 石 碑 は 2001 年、

建学の灯に関する説明は済んだが、私のレファレン

より多くの学生生徒らの

ス魂についた灯は、ますます燃え盛ってきた。本学に

目に触れるようにと、清

は「建学のヒ」があと 2 つある。お節介と思いつつ、

水校舎内に移設された。

「知っていて損はないから」と、説明させてもらった。

10 月 27 日に再び除幕式

日

―本学２つ目の建学のヒは、11 月１日

▲ 1988 年、三保の松林に建立され
た建学記念碑。左は松前重義前総長

▲清水校舎内に移設された、現在の
建学記念碑。奥は付属翔洋高校校舎

が行われ、現在に至っている。

の「建学記念日」である。制定されたのは

一息に説明を済ませ、今度はこちらから質問させて

1963（昭和 38）年のことだ。しかし、な

もらった。収録はいつどこで？ えっ、生放送 !? ……

ぜ 11 月１日なのか、その理由は定かではない。

そうして生放送前日の 18 日、湘南校舎３号館２階の

本学園の前身・財団法人国防理工学園の設立と、本

「キャンパススタジオ」で行われるリハーサルを見学

学の前身・航空科学専門学校の開設申請が文部省（当

させてもらうことになった。放送を記録したディスク

時）に認可されたのは 1942（昭和 17）年の 12 月８日

は 22 日、センターに届けられた。データをサーバー

のことである。個人でいえば戸籍上の誕生日ともいう

に移し、大切に保管・活用させてもらうこととする。

べき設立認可日だが、しかし記念日にはならなかった。
ちなみに本学園の源流、母胎とも表現される、松前
重義が 1936（昭和 11）年１月 12 日に東京・武蔵野に

放

送では又平さんと後輩がパーソナリティを
担当。２人は導入で、画像や文字の伝わら
ないラジオならではの掛け合いを演じ、

開いた私塾「望星学塾」では、上棟式が行われた６月

「『建学のヒ』と聞いて、何を思い浮かべる？」

８日（1935 年）を記念日とし、毎年その前後に様々

「大学ができた記念日で、休講になるとか？」

な催しを行っている。

「違います。炎の灯、ファイアーについて紹介します」

ではなぜ 11 月１日か。あくまで推論だが、秋は文

と、巧みに建学の灯と日を織り交ぜてもくれた。

化祭や運動会・体育祭が盛んな季節である。本学でも

一般学生や建学祭実行委員長、鉄舟寺の香村俊明住

それまで、10 月末に文化祭、11 月頭に体育祭を行う

職へのインタビューを交え、又平さんは「建学の灯は

ことが多かった。当時「建学祭」という呼び方は文化

建学の精神の象徴。建学祭に参加するなら、東海大学

祭と体育祭の総称でもあったようだ。本学園の建学を

の学生なら、ぜひ知っておくべき」と強調した。

祝う盛大な祭典が、現に 11 月１日をはさんで行われ

今回のレファレンスが教えてくれたこと。それは現

ている。ならばわざわざ記念日を 12 月 8 日にずらし

在の学生たちに、建学の精神が確かに受け継がれてい

て全学に不便を強いたり、コストをかける必要はない。

るという事実に、ほかならない。

★
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2010 年度秋季展示会
「伊勢原キャンパスの軌跡」を開催
東海大学学園史資料センターでは毎年春と秋の２
回、写真パネル展示会を開催しています。2010 年度
秋季展示会は 10 月 29 日から 11 月 5 日にかけて、「伊
勢原キャンパスの軌跡」をテーマに実施しました。会
場の東海大学サテライトオフィス（神奈川県秦野市）
には８日間でおよそ 300 人の来場をいただきました。
神奈川県伊勢原市にある東海大学伊勢原キャンパス
は 1974 年４月に医学部の教育 ･ 研究の地として開設

医学部１期生の募集ポスターなど、草創期を物語る貴

されました。75 年２月には医学部付属病院が開院し、

重な資料も展示しました。

地域住民の皆さんにその成果を還元しています。また

来場者からは医学部や付属病院、健康科学部に関す

95 年４月には健康科学部が開設され、看護 ･ 福祉の

るメッセージはもとより、「伊勢原キャンパスに併設

専門家を目指す学生たちが日々研鑽を重ねています。

されている付属本田記念幼稚園が、創立者・松前重義

医療 ･ 看護体制のさらなる充実を図り、2006 年１月

の義兄にあたる本田伝喜牧師と、安子夫妻の生涯を記

には新病院棟での外来診療がスタートしました。

念して設けられたものとわかった」「医学部と付属病

今回の展示会では、伊勢原キャンパス開設当初から

院ができる前、あの土地には東海大学野球部のグラウ

現在に至るまで、各時代を象徴する写真およそ 40 枚

ンドがあったという事実に驚いた」など、様々な声が

を厳選、A3 サイズのパネルで紹介しました。また、

寄せられました。

湘南今昔テーマに常設展示
センター事務室の外廊下で

清水 ･ 代々木 ･ 湘南～学園の草創期を
まとめた冊子を発行しました

湘南キャンパス同窓会館２階にある学園史資料セン

1942 年 12 月の清水における建学から、1955 年の代々

ター事務室の外廊下では現在、「湘南今昔」をテーマ

木移転、1963 年の湘南校舎開設といった、学園の草

に常設展示を行っています。

創期をまとめた冊子『東海大学キャンパスものがたり

同一テーマで実施した 2010 年度春季展示のパネル

清水 ･ 代々木 ･ 湘南編』を発行しました。

を再利用したものです。1963 年度開設の湘南校舎の

学園史資料センターではこれまでに各キャンパスの

草創期と、今日の姿を見比べることができるよう、過

歴史などをテーマに様々な展示会を行ってきました。

去と現在の写真をペアにして展示しています。湘南に

それに合わせて発行した図録をまとめ、再構成したの

お越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

が今回の冊子です。
各校舎の往年の写真を多
数掲載した冊子は A4 判で
全 42 ページ。当センター事
務室の他、主催の展示会な
どで配布しています。入手
ご希望の方は電話や FAX、
E メールなどで当センター
までご連絡ください（連絡
先は 16 ページを参照）。

T0 kai T0
i

i

i

i

ii
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学園史資料センター日録
【2009 年４月】

13 日

～学舎の歩み」開始（～９日、於：神奈

2009 年 4 月～ 2010 年 3 月
都渋谷区・國學院大學渋谷キャンパス、

東海大学札幌キャンパス資料整理作

東京都立川市・国文学研究資料館）

業（～ 17 日）

主催展示会「東海大学 10 キャンパス

１日

17 日

全国歴史資料保存利用機関連絡協議

2010.12.1

【11 月】
てんしょうようこう

主催展示会「天翔洋航～東海大学付属

川県秦野市・東海大学サテライトオフィ

会（全史料協）関東部会第 26 回総会・

ス）

講演会参加（於：東京都港区・港区立港

翔洋高等学校・中等部合同写真パネル展」

勤労福祉会館）

開始（～７日、於：静岡県静岡市・同校）

17 日

企業史料協議会主催見学・研究会参

加（於：東京都墨田区・花王ミュージア

17 日

全国大学史資料協議会（大学史協）

21 日
24 日

博物館）

日本科学史学会主催「科学史学校『旧

陸軍の航空研究戦略』」聴講（於：東京
都千代田区・明治大学秋葉原サテライト

１日

オープニング・レセプション出席（於：

日本アーカイブズ学会 2009 年度大会

【５月】

千葉県野田市・同館）
【９月】
回デュアルシーブ・セミナー参加（於：
東京都品川区・DNP 五反田ビル）

霞が関ビル内）移転新装オープン内覧会
出席
11 日

11 日

企業史料協議会平成 21 年度会員総会

企業史料協議会主催見学・研究会参

13 日

東海大学放送研究部 OB 会第３回定

学代々木キャンパス）
17 日

キャンパス）

神奈川県資料室研究会（神資研）平

17 日

県文書館）

東海大学総合資料センター（静岡県

静岡市）資料整理作業（～ 27 日）
28 日

19 日

出席（於：東京都世田谷区・賀川豊彦記

2009 年度総会参加（於：東京都国分寺市・

念・松沢資料館）

東京経済大学国分寺キャンパス）

27 日

関連講演出席（於：千葉県野田市・同館）

市）資料整理作業（～ 11 日）
19 日

神資研例会参加（於：神奈川県立川

崎図書館）
30 日

作業（～７月１日）
９日

【10 月】
１日

大学史協東日本部会第 95 回幹事会・

第 44 回東海大学学園史資料編纂委員

会・松前重義全集編纂委員会開催

東海大学総合資料センター資料整理

【７月】

野田市郷土博物館開館 50 周年記念特

別展「建築家山田守と野田市郷土博物館」

東海大学熊本キャンパス（熊本県熊本

８日

元東海大学准教授・学園史資料編纂

委員会委員「日露野好章さんのお別れ会」

大学史協東日本部会第 94 回幹事会・

【６月】

全史料協関東部会第 253 回例会シン

ポジウム参加（於：千葉県千葉市・千葉

神奈川県川崎市・県立川崎図書館）
25 日

大学史協東日本部会第 96 回幹事会参

加（於：東京都渋谷区・國學院大學渋谷

会・松前重義全集編纂委員会開催
成 21 年度総会・特別講演会参加 ( 於：

18 日

全史料協 2009 年度総会・35 回全国

大会・研修会参加（～ 19 日、於：福島
県福島市）
【12 月】
３日

大学史協東日本部会第 99 回幹事会・

第 68 回研究会参加（於：神奈川県横浜市・
波止場会館、横浜開港資料館）
25 日 『東海大学学園史ニュース』№４発行
【2010 年１月】
15 日

大学史協東日本部会主催「全国大学

史展

日本の大学―その設立と社会―」

明治大学博物館特別展示室／センター協

ア市ヶ谷）

22 日

東海大学阿蘇キャンパス（熊本県阿

蘇郡南阿蘇村）資料整理作業（～ 12 日）

の博物館）
期総会出席（於：東京都渋谷区・東海大

第 43 回東海大学学園史資料編纂委員

10 日

開始（～２月 14 日、於：東京都千代田区・

参加（於：東京都千代田区・アルカディ
21 日

清水マリンビル／センター協力）

加（於：東京都千代田区・オカムラいす

東海大学札幌キャンパス（北海道札

幌市）資料整理作業（～ 15 日）
20 日

株式会社 DNP 年史センター主催第 21

９日

東海大学校友会館（東京都千代田区・

７日

野田市郷土博物館開館 50 周年記念特

別展「建築家山田守と野田市郷土博物館」

参加（於：東京都豊島区・学習院大学目
白キャンパス）

年記念・中等部創立 60 周年記念式典・
祝賀会参加（於：同校、静岡県静岡市・

【８月】

キャンパス）
26 日

企業史料協議会主催見学・研究会参

加（於：神奈川県横浜市・日本郵船歴史

イト）
25 日

東海大学旭川キャンパス（北海道旭

川市）資料整理作業（～ 23 日）

東日本部会第 93 回幹事会参加（於：東
京都新宿区・武蔵野美術大学新宿サテラ

東海大学付属翔洋高等学校創立 10 周

７日

崎図書館）

ム）
23 日

神資研例会参加（於：神奈川県立川

２日

東海大学総合資料センター資料整理作

５日

業（～７日）
14 日

大学史協 2009 年度総会・全国研究会

第 66 回研究会参加（於：東京都千代田区・

／東日本部会第 97 回、第 98 回幹事会・

明治大学駿河台キャンパス）

第 67 回研究会参加（～ 16 日、於：東京

力）
28 日

大学史協東日本部会第 100 回幹事会・

第 69 回研究会参加（於：東京都千代田区・
明治大学駿河台キャンパス）
【２月】
第 45 回東海大学学園史資料編纂委員

４日

会・松前重義全集編纂委員会開催
15 日

東海大学札幌キャンパス資料整理作

業（～ 19 日）
【３月】
15 日

東海大学熊本キャンパス資料整理作

業（～ 16 日）
18 日

大学史協東日本部会第 101 回幹事会・

第 70 回研究会参加（於：武蔵野美術大
学新宿サテライト）
19 日

東海大学高輪キャンパス新 1 号館竣

工式出席（於：東京都港区・同キャンパス）
23 日

東海大学総合資料センター資料整理

作業（～ 25 日）
31 日

松前重義全集編纂委員会編『定本

松前重義全集
31 日

著作篇

第五巻』発行

センター編『東海大学キャンパスも

のがたり

清水・代々木・湘南編』発行
★
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東海大学学園史資料センターでは、
学園と、学園に集った人々の足跡をたどる資料を収集しています。
各部署や学部学科、機関で保存期間の満了となった文書が発生した際には、当センターまでご連絡ください。
個人として下記のような資料をお持ちの方は、あわせて寄託や移管のご協力をお願い申し上げます。
≪受講・講義ノート、研究資料、書簡、手帳、日記、メモ、写真、記念品、機関誌など≫
※このほか保管に困っている物品、資料になるか不明のものがありましたらご一報ください。
また、 学園の歴史に関するレファレンスに応じています。
事象の時期や経緯の確認、記念誌の作成、パネル写真展の企画などの際は、お気軽にご相談ください。

資料提供者一覧

2009 年 4 月～ 2010 年 3 月

【個人】

村井正己

事務部技術管理課

青木猛

村山重治

事務部印刷業務課

今井均

守泉利勝

事務部高輪事務課

宇田川大介

山上明

入試センター入試事務課

門向かおる

山口三貴夫

入試センター入学広報課

蒲池町子

山田壽松

教学部湘南教務課

沓澤宣賢

横地明

教学部湘南学生支援課

小林一雄

【機関・団体】

教学部代々木教学課

佐藤和紀

財団法人科学振興仁科財団

文学部広報メディア学科

佐藤一

学校法人女子学院

体育学部山下泰裕研究室

佐藤誠

株式会社テック建築事務所

工学部長室

柴田栄則

野田市郷土博物館

工学部材料科学科西義武研究室

嶋根克巳

株式会社プロット

チャレンジセンター

鈴木一

学校法人東海大学

付属図書館中央図書館図書課

瀬水澄夫

国際戦略本部国際連携課

付属図書館高輪図書館

高崎宏夫

高等教育部高等教育課

校地内遺跡調査団

立石和雄

初等中等教育部初等中等教育課

文化部連合会

鶴岡靖彦

広報部広報課

硬式庭球部

寺本三雄

東海大学出版会

海洋学部硬式野球部

遠山文雄

社会教育センター

金剛会（工学部材料科学科同窓会）

船舶管理室船舶運航課

放送研究部 OB 会

中根定治

東海大学

中村稔

山岳部 OB 会

西源二郎

学長室企画課

東海大学付属翔洋高等学校・中等部

橋本敏明

学長室企画課サテライトオフィス

東海大学付属第三高等学校

廣瀬洋一

事務部ファシリティ課

東海大学新聞編集委員会

松尾守之

事務部校友課

順不同・敬称略

東海大学学園史資料センター
〒 259-1292 神奈川県平塚市北金目 4-1-1 同窓会館２階
☎ 0463-50-2450（直通）
FAX 0463-50-2449
☎ 0463-58-1211（湘南キャンパス代表）内線 5251 ～ 5254
ホームページ
http://www.u-tokai.ac.jp/shiryo_center/
メールアドレス

shiryo-center@tsc.u-tokai.ac.jp

ア ク セ ス

◉小田急線「東海大学前」駅下車、徒歩 15 分
または同駅南口バス乗り場から神奈中バス
「秦野駅」「下大槻団地」行に乗車し５分、
「東海大学北門前」下車、徒歩１分
◉ JR 東海道線「平塚」駅下車、北口バス乗り場から神奈中バス
「東海大学」行に乗車し 30 分、「東海大学」下車、徒歩 10 分
または「秦野駅」行に乗車し 30 分、「東海大学正門前」下車、徒歩 15 分
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