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理窓

「坊っちゃん賞」を受賞して
強運の持ち主だった

最終年には全日本
中学校長会の会長を

小野 具彦（42 理・化）

務め、極めて多忙で

理窓教育会には、多大な業績の方々が大勢い

した。全国 8 地域の

らっしゃいますから初めはお断りしていました

研究大会にも参加す

が、教育に携われてこられた同窓生の皆で頂くと

るなど、1 万人の校

いう意味からお受けしました。推薦いただき、業

長先生との連帯を強

績を評価してくださったことに深く感謝いたしま

く感じた日々でし

す。喜びよりもほろ苦く戸惑いが多い受賞でした。

た。日本中学校体育

中学校理科教育

連盟会長として様々

5 地域の 5 校で、中学校の理科教師として 18 年

な種目の応援が出来たことも良き思い出となって

間、物理・化学・生物・地学の全てを担当してき

います。

ました。教材研究を徹底し、発見や気付きがある

教育行政

良く分かる楽しい授業の展開を目指し、
「この時間

教諭 18 年の後、指導主事として、東京都からの

で覚える事は一つ」
、
「理科は理解」が口癖でした。

室長派遣が無い市に 6 年務めました。指導主事 2

都の研究員と開発委員を経験させていただき、

人で、市の学校教育全般にわたる企画・立案から

多くの仲間と出会い、切磋琢磨したことが刺激に

運営までも携わることが出来ました。小・中の教

なり、後の理科担当指導主事につながりました。

職員と深く関り、市役所職員と連携し、やりがい

東京都と全国の中学校理科教育研究会で、多く

のある充実した日々を無我夢中で過しました。こ

の理科教員と交流し実践研究を深め、理科教育を

の間、市内の同窓中学校長 4 人から多大なご支援

幅広く捉え、会長等もさせていただき、その充実

をいただきました。

と発展に力を合わせました。文部科学省や理科教

定年退職後、東京都教職員研修センター教授を

育振興協会との関りも良い経験でした。

2 年務めた後、地元市の教育委員を拝命し、委員

教育管理職

長 3 年間を含めて 8 年務めました。教職経験を生

指導主事 6 年を経て、3 地区 3 校の中学校長を

かし､ 幅広い視野から市の教育行政に関与が出来

12 年務めました。困難期の 1 校目、気を引き締め

たと思っています。

て着任し、学校のあるべき姿をもとめ学校創りに

おわりに

奮闘しました。次では、教職員・保護者・地域と

守備範囲を広げるための取組が、私の教職人生

一つになり「学園的学校」の創造を目指しました。

を支えて来た基盤ともなりました。一つは日本レ

3 校目、経験を生かし、高い理想を掲げ、先進的な

クリエーション協会とキャンプ協会の指導者研

取組も進め、全国にも発信できました。

修。二つ目はオリエンテーリング 2 級指導員。三

異なる 3 地域のどこでも、多くの素直で意欲あ

つ目は部活動顧問。生徒と共に楽しく技能向上を

る生徒と出会い、共に力を発揮してくれる教職員

目指した良き思い出です。

と仕事が出来ました。12 年間、多くの方々から支

強運だった私も、今、体力・知力の低下を感じ、

援していただき、持てる力を存分に発揮できたこ

気力を維持していかなくてはと思いながら、これ

とはとても幸運でした。

からどう生きるかを模索しています。
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「坊っちゃん賞」を受賞して

が、無謀な挑戦者と
なってしまった。

株式会社富田製作所

少しずつではある

富田 英雄（56 理工・機）

が、信用と信頼を重

『大変名誉ある賞、受かれば「坊っちゃん」、落

ね、大きなプロジェ

ちれば「ポッチャン」
・・』と、新年茶話会の「坊ちゃ

クトの引き合いが来

ん賞」謝辞での始まりの言葉で、厳粛な会場の雰

るようになった。

囲気を一変させてしまった。

特に羽田空港のＤ

対象となる業績課題は、「日本の代表的な構造

滑走路の桟橋杭は、

物の製作と日本の物作りへの継承と挑戦」です。

当社の理念に合う仕

私は、理科大卒業後に、10 人弱の零細の伸銅品

事で、6 億の先行投資を行い、隣地買収、建屋増

商社に修行入社しました。早朝から夜遅くまで東

築、機械増設等、大改造を行った。最大の難関は、

京の下町の中小零細企業から部品を集め、横浜刑

Φ 1600 ＊ 3.14 倍の幅 5 ｍ＊長さ 9 ｍで 1 枚 10 トン

務所や身体障害者施設等へ部品を配送し、ボール

の鉄板を関東平野のドマンナカまで運ぶ事でし

ペンの組み立ての指導を行い、完成品を群馬県ま

た。特殊斜め台車の発明特許が認定され、特殊車

で納品する営業職でした。寝る時間もなく、何も

両申請許可が下り、鋼管杭のＪＩＳ認証を収得し

悪い事をしていない私より囚人の方が幸せに思え

何とか受注にこぎつけた。総重量 1 万トン、1500

る毎日でした。そこでは、
「建学の精神」を感じる

本の鋼管を昼夜交代勤務の中、東京スカイツリー

事もできず、カルチャーショックもあったが、多

の鋼管製作の依頼があったが、新たな設備投資や

様性を学び貴重な経験をした。

厳しい工程設計や大臣認定や厳しい入学試験をパ

1 年後、父の経営する鉄工所に入社した。小さ

スしなければならず、受注に躊躇した。しかし、

な町工場だが、
「板金世界一をめざし、良質な製品

業平は、私の母の生誕地であり、父の残した世界

を通じて社会に仕え奉る」という理念を掲げ、
「世

一の道具で作らなければ、と受注する事になっ

界一になるには、世界一の道具が必要」と、私の

た。直径Φ 2300 ＊板厚 100㎜、重量 15 トン／本、

入社を待って、当時、世界最大級の 1 万トンプレ

降伏耐力 500 Ｎ／㎟、寸法精度± 2㎜と、大変厳し

スを発注してしまった。全財産を抵当に入れ、一

い仕様の鋼管です。理論と実験を重ね、実践に向

家離散覚悟の挑戦に出た。そこで、理科大の「建

けた技術と技能の融合が必要とされ、完璧な品質

学の精神」を垣間見ることができた。

であった。

鍛冶屋職人の父の技と理科大で学んだ確かな基

更に、その技術が評価され、東京駅八重洲口の

礎知識と創造性と開拓者精神とを融合させなけれ

グランルーフのデザイン重視の異形な柱や梁の製

ばと命がけで精度の高い丸い鋼管を成形する技

作を依頼され、設計部長より「その出来栄えに感

術の研究を重ね、ＪＩＳ認証を収得し、大径鋼管

動した」と称賛され、大変嬉しかった。

メーカーへと歩み始めた。

平成 26 年 4 月23日には、更に世界最大の16000㌧

しかし、
「最後の花道を飾らせてくれ」の父の言

プレスを導入した。まだ、何の仕事の当ては無い

葉で機械工学科の私が、不動産屋になり新たな工

が、新たな日本の物作りの継承に挑戦し、理科大

場用地を探し、多くの難関を乗り越えて、20 億の

の「建学の精神」を心に刻み、更に「坊っちゃん賞」

借金で、つくば工場を完成させた。2 週間後の竣

に報いるよう「良質な製品を通じて未来社会に奉

工式を待たず、父は他界し、桁外れの借金と責任

仕」の理念を以て技術継承して参ります。

で、正直、生きている心地がしなかった。
より社会に貢献できる工場を求めて挑戦した
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「坊っちゃん賞」を受賞して
（有）ベルアソシエィツ
理学博士

理窓

らいながら短期間
で冊子にまとめた。

代表取締役

これがきっかけ

鈴木 弘昭（41 理・化）

になって火災研究

「日本の理科大から世界の理科大へ」は 50 年前

部門の国費留学

に始まった と言ったら叱咤されるに違いないが、

（ 現、 文 部 科 学 省 ）

東京理科大学の「火災科学研究所」は今や、世界の

第一号に繋がった。

大学の中で、施設といい、スタッフの専門領域の

1975 年、英国王立

広さといい、質・量ともに世界一である。

火災研究所に留学

丁度 50 年前、故半田隆名誉教授が東京理科大学

し、滞在中に、ヨー

に赴任（助教授）されて、第一期の卒業研究生から

ロッパ各国で開催さ

理科大の火災研究が始まった。それ以前の火災研

れる ISO、CIB 等国際会議への参加や多くの研究

究は、専ら、東京大学が任っていた。

機関に P.H.トーマス博士（写真）に連れて行って戴

半田研の第一期生の一人に私がいた。
「煙の粒子

（左）
P.H. トーマス博士 （右）ご本人

き、多くの研究者と交流して、知人、友人になった。

による光散乱」のテーマを、修士課程に入って、
「火

英国から帰国（1977 年）すると「日米政府間会

災性状をテーマにしたい…」と半田先生に申し出

議：UJNR- 防火専門部会」が発足したばかりで、日

たところ、
「それなら、先ず、モノを作れ 、そして、

本側の幹事を仰せつかった。この頃から、UJNR・

それが火災研究にどう繋がるか考えろ」とご指導

防火を軸に、日本における火災研究の国際化が始

を受けた。昭和 30 年代後半から、
「火災時におけ

まった。個人的には、後楽園ドーム球場のテント膜、

る建築材料や化学製品からの煙による死傷者の急

アーケードの屋根、バス停の屋根、建築物の断熱材
等々プラスチックの利用拡大と火災安全性の評価

増」がマスコミを賑わし始めていた頃であった。
「難燃化すれば燃焼が抑えられ、煙も少なくな

の実験等で超多忙になった。そして、インドネシア

る」と考えて、プラスチックの 難燃化 を提案し

国への都市計画・防火研究協力も並行して、
「防火

たところ、
「それを、合成しろ」と下命（？）されて、

指針」をまとめたところ、そのままジャカルタ市の

特許庁や国会図書館に通い、特許公報や Chemical

防火基準として採用され、現在ではインドネシア

Abstract を調べて、ゼロから 9 ヶ月掛かって難燃

全州の半数以上で防火基準として採用されている。
一方、1981 年に理科大に火災研究所が誕生し、

化エポキシ樹脂を合成した。

各学部からスタッフが集められて組織となった。

難燃化したエポキシ樹脂は 燃えないだろう

私も 客員研究員 の委嘱を受けた。

と思っていたところ火災時の熱では全く 逆 だっ

日米間の、UJNR- 防火部会が定期的に開催され

た。猛煙が発生する様になることが解って、益々、

るようになり、CIB W 14（国際建築研究情報会議・

火災研究の重要性に気付き、興味が湧いた。
建設省建築研究所（建研、現国土交通省）に入っ

防火）等の国際シンポジウムも開催されるようにな

て 3 年目に英国王立火災研究所の P.H. トーマス博

ると、海外からトップ研究者が多々来日される様

士を招いて講演して戴く機会に恵まれた時、「講

になったので、P.H.トーマス博士を始め米国、他

演内容を私に翻訳させて下さい」と申し出た。火

の火災学者に理科大でも講演して戴く様になった。

災研究分野では、それまで（1973 年）外国の専門

野田キャンパス内に立派な火災研究施設の建物

家による一般講演会は開催されたことがなかった

が完成したのは 2005 年で、徐々に、施設、スタッ

し、まして、参加者に日本語訳が配られた講演会

フが充実されて行き、理科大外の研究者ともコラ

はなかった。半田研後輩の高橋惇君（後に、高砂

ボしながら火災研は名実共に充実し、「グローバ

熱学工業株式会社・綜合研究所長）に手伝っても

ル COE プログラム」の拠点へと発展した。
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