
名古屋工業大学

社会工学専攻

環境都市分野

高校生の皆さん,環境都市分野の
オンラインオープンキャンパスにようこ
そ

環境都市分野では, 土木工学,英語表記ではCivil Engineering（シビ
ル・エンジニアリング）を学びます.土木と聞いて土木作業をイ
メージされる方がいるかもしれませんが, 実際は社会基盤を形成す
るための壮大な学問であり総合科学といえます.

Civil EngineeringはCivilization（文明化）のためのEngineering（工
学）であり,人間が生活していくために必要不可欠な水・エネル
ギーを確保し,より質の高い暮らしの土台となる交通・街並みを整
備し,自然災害から生命・資産を守る学問です. 名工大の環境都市
分野では,自然災害に強く，環境にやさしい都市，
地域，国土を形成するために必要な土木専門知識・技術
をしっかり学びます．今後の建設業界は，少子高齢化に
よる熟練技能者不足が進む中，生産性向上を図るために，
これまで土木分野で無縁であったAI，IoT，ビックデータ
等の効果的な活用が期待されています．このような新し
い技術にも積極的にチャレンジする学生を応援します．
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社会基盤施設とは，あなたが自宅や学校を外へ一歩，踏み出したときから，あ
なたの足下や空間で様々な関わりを持ってきます．目の前に広がる歩道や車道，
交差点は，老若男女，歩行者，ドライバーの誰もが使いやすいように，安全で
あるように，動線の区分を工夫したり．信号機設置や立体交差も考慮してつく
られます．また，都心であれば賑わいを創出できるように，デザイン性も考慮
して，自動車やトラックが数トン級の重い荷物を積んで走っても，そう簡単に
は壊れないように，強度をきっちり計算し設計して，雨が降ればできれば地中
に浸透するように．環境にもいろいろと配慮して，リサイクル材料を使ったり
と．まだまだ語り尽くせない技術と工夫の産物です．
そのような社会基盤施設は公共空間として静かに形成されていますが，それら
は歩道空間，道路空間にとどまらず，高速道路構造物，鉄道線路，駅ターミナ
ルなどの市民の移動や交流をはぐくむ施設や，公園などの憩い空間と避難所機
能を併せ持つもの．河川･堤防や海岸･防波堤の治水・利水・親水を演じる施設，
空港港湾など海外へと飛び立つ玄関口など，その役割はどれも重要ですし，面
積を足し合わせると．あなたの地域全体で，実は膨大な空間を占めていること
が分かります．
そればかりではありません．あなたの足下の地面の下には，上下水道，地下鉄
などのライフラインが静かに広く張り巡らされ，毎日の役割を果たしています．
これらの社会基盤施設は，時折やってくる台風や地震にも耐えて．50年，100
年のスパンで．都市を，社会を，人々を，支え続けることが求められているの
です．
しかし，残念ながら現代技術の粋をもってしても，壊れないものは造れません．
せっかく造った社会基盤施設ができるだけ長く，人々の役にできるだけたくさ
ん立つように，造る前から，様々な角度でいろいろと考えて，計画，設計，建
設をしていきます．造った後も，破損することがあれば直し，大きな破壊に繋
がらないように日頃から維持管理も行います．なにせ膨大な施設が長い年月を
かけて整備されてきていますから，これからは改修・補修・維持管理も大きな
課題となっています．
地球環境や自然環境，生活環境にも配慮しないといけないし，かといって経済
的にも限度がある．これらを正しく方向づけて，未来と今，やるべきことを整
理して，小さな工夫も知恵を出しあい，新しい技術を発案し，効果を期待でき
れば積極的に取り入れて．私たちの街を，社会を，豊かな環境都市にできるよ
う取り組んでいく．その職域はまさにクリエイティブなものといえるでしょう．

さて，この機会に環境都市分野の内容について，もっと多くのことを知ってく
だされば幸いです．CE Nitech

社会基盤（Infrastructure）とは

社会基盤(インフラストラクチャー)という言葉をご存知でしょ
うか？ 歩道や道路，鉄道線路，駅ターミナルなどの市民の移動
や交流をはぐくむ施設，憩いや避難所機能を併せ持つ公園, 河
川･堤防や海岸･防波堤の治水施設，空港・港湾などがあります.
そして地面の下には，上下水道，地下鉄などのライフラインが
静かに広く張り巡らされています.これらの社会インフラはあな
たの地域全体で，実は膨大な空間を占めています．
社会基盤施設には様々な工夫があります.歩道や車道，交差点

は，老若男女，歩行者，ドライバーの誰もが使いやすいように，
安全であるように，動線の区分を工夫したり．信号機設置や立
体交差も考慮してつくられます．デザイン性を考慮し，重い車
両が走行しても壊れないように強度を計算し設計されています.
雨が降ればできれば地中に浸透するように, リサイクル材料を
用いるなどの環境に配慮する等,まだまだ語り尽くせない技術と
工夫の産物です．
そして, これらの社会基盤施設は，時折やってくる台風や地震
に耐え,50年，100年のスパンで．都市を，社会を，人々を，支
え続けることが求められています.
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ものづくりとインフラづくりの違い
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■インフラづくり

■ものづくり
大量生産
大量消費

インフラづくりの特徴をものづくりと比較してみていきましょう.
ものづくりは, 一般的にメーカーが製品を大量生産しユーザーに供給
されます.対してインフラ作りは一品生産・属地生産であり環境に調
和しロングライフであることが求められます.インフラ作りには多様
な業種が関わります.行政が市民・有識者のヒアリングをもとに都
市・地域に求められるインフラを発注しコンサルタントが設計を行
い建設企業が建設するのが一般的な流れです.このスケールの大きな
社会づくりの担い手になってみませんか？



インフラづくりの例を見ていきましょう.

高速道路・鉄橋・トンネルといった巨大構造物を強くし災害か
ら人命・インフラを守るのは土木工学の1つの使命です.

高速道路会社（NEXCO中日本,名古屋高速道路公社など）, 鉄
道会社( JR,名鉄,市交通局)が担っています.



住民にとってどのような公共施設をど
こに配置するのがよいのか等,都市計
画も土木の仕事です.

インフラづくりは都市づくりです

このような仕事は,
国（国土交通省）や自治体,
コンサルタント会社が担っ
ています.



歩道空間・自転車道・通学路は, 動線・安全対
策・デザイン性を考慮した上で設計・施工され
ています.

このような仕事は,
国（国土交通省）や自治体等の道路

建設・維持課,コンサルタント会
社・建設会社が担っています.

自動車が走行する道路空間の整
備も重要な土木工学の仕事です.

渋滞や事故が起きにくい道路整
備について考えられています.

皆さんが日頃何気なく歩いている空間
にも土木工学が活きています.



国・地方自治体・コンサルタント会
社・建設会社が河川・堤防の管理・洪
水対策を担っています

総延長
5,083.9ｋｍ

中部には723の
１級河川が
あります.

空港
の整備・管理
も土木の仕事

です.
名古屋港はスー

パー中枢港湾に指
定されています

23年連続
外国貿易取扱量 第１位

国・自治体から成る名古屋港管理
組合が計画・設計・工事発注・運
用計画等を行っています

全体構想から, 地盤構築・
滑走路建設・防波堤等幅広
い業務があります

(C)名古屋港管理組合



ダムによる水・電力の供給にも
土木工学が活きています

中部電力管内に水力発電所が182ヶ所,火
力発電所が11ヶ所,原子力発電所が
1ヶ所,送電線が12,212km,変電所

が937ヶ所あります.



2019年度（卒業修了生 100名）実績

■大学院進学

博士2名,修士39名（修士への進学率62％)

■国,地方,公共団体：

国土交通省,国交省中部地整,愛知県庁（10）,東京都,大阪府,和歌山県,滋賀県,三重県,

静岡県,名古屋市役所（4）,豊田市（2）,枚方市

■交通・エネルギー系：

中部電力,ＮＥＸＣＯ中日本（3）,阪神高速,名古屋鉄道（2）,東京地下鉄

■コンサルタント：

パシフィックコンサルタンツ,オリエンタルコンサルタンツ（2）,建設技術研究所,日

本工営,ＪＲ東海コンサルタンツ,玉野総合コンサルタント,復建エンジニアリング,中央

コンサルタンツ

■建設会社：

清水建設,大林組,大成建設,鹿島建設,フジタ,鉄建建設,大豊建設,ショーボンド建設,大有

建設

■その他：

日立造船,ＪＦＥエンジニアリング（2）,丸栄コンクリート,東海コンクリート工業,ト

ヨタ紡織,アビームシステムズ,留学生帰国

名工大の環境都市分野の近年の就職率は, ほぼ
100％で, 卒業生は幅広い業種で活躍しています.

半数以上が大学院に進学します.
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2020年度（卒業修了生 95名）実績

■大学院進学

修士32名（修士への進学率51％)

■国,地方,公共団体：

国交省中国地整,防衛省,愛知県庁（2）,名古屋市役所（9）,名古屋港管理組合（3）

■交通・エネルギー系：

中部電力（3）,東邦ガス（2）,静岡ガス,NEXCO中日本（4）,首都高速道路,JR東日本（2）,

名古屋鉄道

■コンサルタント：

日本工営（2）,パシフィックコンサルタンツ,長大,オリエンタルコンサルタンツ,JR東海コン

サルタンツ（3）,中日本建設コンサルタント,日建設計シビル,アイエスシイ,アジア航測

■建設会社：

清水建設（2）,大林組（2）,大成建設（2）,鹿島建設,戸田建設,鉄建建設,鴻池組

■その他：

愛知製鋼,JFEスチール,JFEエンジニアリング（3）,三井住友銀行,兼松,豊精密工

業,MARKELINK,留学生帰国（2）
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名古屋工業大学 社会工学科
環境都市分野の特色

本分野ではこれまでに紹介したインフラ作りに必要な土木工学
の6分野について学ぶことができます.

・構造分野：橋等の巨大構造物の耐震構造や維持管理等を学ぶ

・材料分野：地震に強く環境にやさしいコンクリート材料等の開発

・地盤分野：土・地盤の特性を学び災害に強い地盤を形成

・水工学分野：河川や海洋の水理や水域防災について学ぶ

・都市・交通計画分野：都市計画・交通計画を学ぶ

・生態・環境工学分野：生態保全・環境保全について学ぶ

それでは,各分野について詳しく見ていきましょう.

CE Nitech



構造耐震分野

構造耐震分野では，橋などの社会の基盤を支
えている様々な構造物を対象として，その設計
や施工，維持管理について学びます．地震など
の災害に対して強い構造物を造る，構造物を老
朽化から守ることを目的として高度な数値解析
技術，精緻な実験・計測技術を駆使して研究に
取り組み，多くの成果を出しています．この分
野の授業や研究を通じて，卒業後に活躍するた
めの耐震工学や維持管理工学に関する知識や技
術を身に付けることができます． 耐震（地震応答解析）

維持管理
（日照シミュレーション）

実物

設計・デザイン

名港中央大橋

モデル



実験装置

柱の実験供試体

都市高速道路（高架橋）

高架橋のコンピュータシミュレーション

研究室内
コンピュータ

スパコン

構造分野の研究室紹介
■研究室名 耐震工学/構造工学研究室

■指導教員

■研究内容

■研究室名 構造システム工学研究室

■指導教員

■研究内容

想定を超える大地震がきたときに，橋がどのように揺れ
て壊れるか，その破壊プロセスを解明して，壊れにくい新
しい橋について研究を行っています．その研究のために，
実験とコンピュータシミュレーションを実施しています．

構造物を老朽化から守るための以下の研究を行っています．
・老朽化した構造物の地震時応答性状
・鋼構造物の健全度評価と維持管理
・腐食環境の評価と防食技術の開発

JSBC2016 総合優勝

防食技術の開発（沖縄）
腐食した橋脚の地震応答解析

補修技術の開発（共同研究）

暴露

実験

解析

コンペ

野中哲也
教授

海老澤
健正
助教

項乃亮
助教

永田和寿
准教授

■研究室HP: http://str.web.nitech.ac.jp/■研究室HP: http://kozo4.ace.nitech.ac.jp/gotolab/#

http://str.web.nitech.ac.jp/
http://kozo4.ace.nitech.ac.jp/gotolab/


材料分野

14

社会生活を支える「コンクリート」は今，持続可能な循環型社
会（3R）に貢献するため，様々な工夫を取り入れています.限ら
れた資源と環境負荷低減からのSDGsに向けて，材料の観点から
社会への貢献を目的に研究開発を進めています．SDGs，3R，耐
震・復旧，ICTをキーワードに, 建設材料の開発と維持管理, 劣化
したコンクリート構造物の照査と維持管理, リサイクル建材を使
用したコンクリートの評価等に取り組んでいます.

どれくらい悪いの？
なぜ劣化したの？
まだ劣化するの？

現場調査2019

微視構造

コンクリートにDNA！？微視構造を調べる
ことで，生い立ちと将来予測ができるかも

寿命を予測・伸ばすために

劣化構造物の性能将来予測
～ 載荷実験 vs シミュレーション ～

再生瓦骨材の利用
劣化が生じた場合の残りの強度，供用期間は？
⇔数値シミュレーションの評価可能性を探る

コンピュータシミュレーション

大型トラックによる
載荷実験



材料分野の研究室紹介
■コンクリート研究室

■研究内容
コンクリート構造物の維持管理,高耐久化に関して,材料科
学,計算力学の観点から研究を行っています.現場で起きる
問題に対し,科学に基づいたエンジニアリングジャッジが
できる人材が,これからのインフラ管理に必須となります.

■研究室ＨＰ：https://umecon.tumblr.com/top

PC strands

(Line element)

Disappeared

location

■土木材料研究室

■研究室ＨＰ http://tsurumainamakon.web.nitech.ac.jp

SEM

■研究内容
環境負荷を低減した循環型社会を構築することで豊かな
人間社会（潤環型社会）が実現します.本研究室では特に
建設分野における環境負荷低減材料の開拓に取り組んで
います（例：再生瓦骨材・リサイクル石膏粉・籾殻灰） .

吉田亮
准教授

武田健太
助教

上原匠
准教授

ツルマイ生コン 検索

https://umecon.tumblr.com/top
http://tsurumainamakon.web.nitech.ac.jp/


地盤分野

海底斜面の不安定化
(海底地すべり)

海底ガスの発生

海底地すべりによる乱泥流

津波の発生

海底地盤沈下

× 海底ケーブルの破断
(通信網の遮断)

メタンガス(天然ガス)生産
燃える氷
メタンハイドレート(MH)

二酸化炭素CO2ガス

CO2ガスの海底地盤貯留
(温室効果ガスの削減)

山々から平地を経て，海の底に至るまで，我々の足元に広がる“地盤”．
全ての社会インフラは地盤の上に成り立っており，社会の安全と安心を支えています.また，環境保全，
温室効果ガス削減，エネルギー資源開発の面でも地盤は極めて重要な役割を担います.一方で，地震，液
状化，津波，土砂災害，豪雨，台風，洪水などの自然災害は，我々の生活・財産に甚大な被害を及ぼしま
す.これを正しく理解し，備えることが重要です.地盤工学は皆さんの足元を支える工学であり，安心・安
全，持続可能な社会をつくるプロジェクトの根幹を支える工学の学問と言えます.

水循環

大気循環

土砂循環

崩壊

流下

堆積

浸食

堆積

漂砂

浸食

Target①

Target②

⑤ 陸上地盤だけでなく海底地盤についても研究

① 土石流・落石災害

② 河川災害

③ 液状化対策

④ 地下空間

陥没

地中構造物の耐震性能
さらに深部

プレート境界断層

Target③

Target④

Target⑤



地盤分野の研究室紹介
■地盤工学研究室

教 授

Professor

張 鋒

Cho Ho

■地盤防災研究室

インフラを足元で支え社会の安全・安心を担う地盤は，地震や
気候変動による豪雨，巨大台風等によって甚大な災害をもたら
す場合があります.激甚化・複合化する災害から我が国を守り，
防災立国として日本が世界をリードするためには,地盤をミクロ
からマクロな視点で科学し，工学することが不可欠です.画像解
析を用いた模型実験，粒子・水・空気の三相系の変形・破壊に
関する高度な数値シミュレーション，ICT，IoTの情報技術を用い
たフィールド調査で，地盤に潜む謎を発見し，解き明かし，社
会に貢献してします.

土木工学は人類の文明社会を築くための工学としてもっとも古
い学問です.土木工学は文明社会を支える基礎にあたります.その
中でもさらに，道路，鉄道，空港，港湾などすべての社会基盤
は地盤上あるいは地中に作られているので，地盤工学は土木工
学の基礎と言っても過言ではありません.災害に強く快適な生活
環境を保つために地盤工学の果たす役割はますます重要になっ
てきます.本研究室では，地盤工学の基礎となる土質力学・岩盤
地質工学の習得から，軟弱地盤，岩盤，人工地盤，海底地盤な
ど多種多様な地盤に関わる工学的問題を解決するため，実験及
び数値解析を通して総合的に研究を取り組んでいます.

助 教

Assistant Professor

岩井 裕正

Iwai Hiromasa

助 教

Assistant Professor

森河 由紀弘

Morikawa Yukihiro

教 授

Professor

前田 健一

Maeda Kenichi

■研究内容 ■研究内容

＜例①＞新たな落石災害防護策の提案に向けた実物大実験(左)と数値シミュレーション(右)

＜例②＞河川堤防崩壊メカニズム解明のための数値シミュレーション

基盤層でのゆるみ，
流動

噴砂の発生 破壊の伝播

＜例①＞土試料を用いた強度試験の様子 ＜例②＞CO2ガス海底地盤貯留とメタンハイ
ドレート資源開発を同時に行う方法を考える

ガスハイドレート地盤

1000 m

200 ~
300 mMH生産

CO2ハイドレート
生成

■研究室ＨＰ： http://zhang.web.nitech.ac.jp/ ■研究内容ＨＰ： https://www.maeda-lab.org/

http://zhang.web.nitech.ac.jp/
https://www.maeda-lab.org/


水工学分野

足羽川における流速計測の様子 オープンキャンパスにおける津波と波浪の違いを実感している実験風景

東海地方の低平地に位置する大都市である名古屋は，過去に，伊勢湾台風による高潮被害
ならびに東海豪雨による内水氾濫を経験しており，風水害に対する防災・減災は重要課題
です．また，気候変動による渇水など水資源の問題とも両立して取り組まねばなりません．
水工学分野の授業科目としては，環境水理学Ⅰ・Ⅱ，環境水理学演習，環境都市工学実験，
水域防災工学などを担当しています．

ワンドによる水環境の創造 東海(恵南)豪雨後の現地調査にて



水工学分野の研究室紹介

■流域研究室

■研究内容

■海岸研究室

■研究内容

■水文気候研究室

■研究内容
流域研究室（萱場研究室）では流域までも視
野に入れ、安全、安心で、豊かな生物が生息
し、魅力溢れる川づくりを行うための研究を
幅広く実施しています。
研究は流域治水、流域環境の２つの視点か

ら実施し、ダム、川そして集水域や氾濫域ま
でも対象とし、水理学、河川生態学、景観工
学を駆使して、研究を進めます。

将来起こりうる災害や環境変動に備えるに
は，過去に実際に起きた事象の調査・分析
が不可欠である.そうした観点から，過去の
豪雨や洪水，気候変化を，気象観測記録や
古文書，樹木年輪資料等を手がかりに江戸
時代まで遡って復元し，治水対策等に効果
的に利用する方法について研究している.

過去約200年間の気候変動を記録している
「弥陀の松」（碧南市）の標本

今後３０年間に発生する可能性がある南海ト
ラフ地震が，人口減少社会に襲いかかる.近
年の気候変動に伴う高潮，強風や豪雨災害を
予測には，さまざまな不確実性を的確に取扱
う必要がある.また，良好な砂浜の維持は，
自然との共生に加えて，遠浅海岸は高波を砕
波させ，沿岸部の高波災害対策となる.これ
ら海岸工学の問題に取組んでいる.

海岸工学の諸問題にチャレンジする勇者たち

萱場 祐一
教授

北野利一
教授 庄 建治朗

准教授

■研究室ＨＰ：
http://suiko.web.nitech.ac.jp/~river/

■研究室ＨＰ:
http://suiko.web.nitech.ac.jp/~coast/

■研究室ＨＰ：
http://suiko.web.nitech.ac.jp/~river/

http://suiko.web.nitech.ac.jp/~river/
http://suiko.web.nitech.ac.jp/~coast/
http://suiko.web.nitech.ac.jp/~river/


都市・交通計画分野

H15年以降供用済

H21年建設中

交通網のグランドデザインと分析評価
（生活・産業活性化、経済性、環境性の評価）

平成18年度国土交通白書
（中部の交通ネットワーク）
を基本に一部修正

今後の
グランドデザイン

H15年以降供用済

H21年建設中

交通計画,都市計画,防災計画,建設マネジメント…計画と
は？マネジメントとは？よく使われる言葉ですが,都市・
交通計画分野でその意味をじっくり考えてみませんか？

都市交通計画分野は,様々なテーマ,様々な方法の研究が
あるのが特徴です.

「自転車」を例に取れば...

テーマ：道路を歩行者や車とどのようにシェアしたらい
いか？ この都市でレンタルサイクルは成り立つか？
社会の環境負荷をど
れだけ減らせるか？

方法：シミュレーシ
ョン解析,アンケー
ト調査,VR(Virtual
Reality)･･･



都市・交通計画分野の研究室紹介
■都市基盤計画分野研究室

■研究内容
河川や道路などハードだけでなく避難計
画やまちづくりなどの仕組みも大事です.
地域や都市をシステムとして捉え，統計
学や経済学に立脚した数理モデルと
フィールドワーク 的アプローチにより
社会基盤に関わる問題を総合的かつ合理
的に解決する研究をしています.

■交通工学研究室

■研究内容

合意形成を導くファシリ
テーションに関する実験

■都市交通研究室

■研究内容
道路交通量予測モデルや交通シミュ
レーションを開発して,都市における
交通渋滞対策や環境対策に活かしてい
ます.人口減少のなかでも,人が集まる
魅力ある街づくりについて議論・調
査・分析しつつ考えています.

利用者にとって安全・快適な道路構造
や交通制御システムとは？自動運転車
と混在する近未来の交通社会とは？な
ど,身の回りで起こる交通問題について,
フィールドワーク,統計データ・映像解
析等を通じて,解決策を考えています.

藤田素弘
教授

秀島栄三教授 中居楓子助教

鈴木弘司
准教授

■研究室HP: http://suim.web.nitech.ac.jp/
■研究室HP:
http://researcher.nitech.ac.jp/html/315_ja.html

■研究室HP:
http://researcher.nitech.ac.jp/html/195_ja.html

http://suim.web.nitech.ac.jp/
http://researcher.nitech.ac.jp/html/315_ja.html
http://researcher.nitech.ac.jp/html/195_ja.html


生態・環境工学分野

22

フィールド調査で希少種や外来種調査を行い,生態系保護に役立てる活
動を行っています. フィールド生物調査だけでなく住民とのディス
カッションから生態系に求める機能を調査しゾーニングを提案します

生態・環境分野では, 生物または生態系と人間活動の相互作用について研究しています. 人間活動は自然
環境から資源を得て, これを変換し副産物を環境へ排出します.

現在,人間活動と自然環境の自浄作
用の平衡が崩れ様々な環境問題が生
じています.我々は生態学ならびに
環境工学をベースとしたアプローチ
により地球の恒常性を維持した持続
可能な社会の実現に取り組みます.

持続可能な社会では資源
循環技術が重要です. 都
市の静脈がいきつく水処
理施設や沿岸域を資源循
環拠点と捉えた資源を循
環する仕組みを考えます.



生態・環境工学分野の研究室紹介
■保全生態学研究室

■研究内容 人間活動が生態系に与える影響を評価し，生

態系の回復や保護のために取り組んでいます．主な研究テー
マは, ①絶滅危惧生物の保全に関する研究, ②外来生物の侵入
経路や生態系に及ぼす影響に関する研究, ③生態系の環境評
価, ④生態系回復の基礎技術の開発, ⑤里山保全の基礎研究, 
⑥貴重種保全のためのガイドライン, です.

■水環境微生物工学研究室

■研究内容 水環境に生息する微生物を用いた環境浄化

研究に取り組んでいます.特に酸素に代わって電極へと電子
を回収する微生物燃料電池を用いた廃水処理のエネルギー自
立化,そして,酸素のかわりに有機ハロゲンを用いて呼吸する
微生物による地下水浄化研究に取り組んでいます.

増田 理子
教授

■研究室ＨＰ http://yoshidana.web.nitech.ac.jp/

吉田奈央子
准教授

■研究室HP: http://suiko.web.nitech.ac.jp/~ecology/?page_id=12

http://yoshidana.web.nitech.ac.jp/
http://suiko.web.nitech.ac.jp/~ecology/?page_id=12


木村 真郷さん
清水建設株式会社

Voice 卒業生の声を紹介します

交通の諸問題を解決するために実践的研究に取組み,行政の政策をサ
ポートしています.住民とともに対策案を考えるなど「人と人との繋
がり」が重要です.計画づくりに携わったコミュニティバスが運行を
始めた時の感激は今でも忘れません.

山﨑 基浩さん
（公財）豊田都市交通研究所

技術系の職種では特に論理的な根拠に基づいた判断が求められます.大
学での勉学,研究を通して論理的な考え方を身につけることができ,そ
の考え方が仕事の中で活きていると日々感じられます.

辻井 純平さん
日本工営株式会社

地盤分野は高いレベルで自然科学や土木工学の知識を修得できる場所で
す.常に物理現象に立脚した力学的観点から社会基盤構造や地盤防災技術
について洞察する力を得ることができます.大学院進学後は，学会など，
研究で得た新たな知見を世に発信する機会も多く，土木技術者としての
基本を学ぶことができました.



環境都市分野で学ぶ魅力Ｑ&A

Ｑ. 働く場所は建設現場？オフィス？
公務員・コンサルタントではオフィス90％・現場10％, 建設会社の設計部門で現場15％:事務所85％, 現場部門でも現場25％:事務所75％で
す.
現場での仕事は土木作業ではなく現場監督が中心で, 現場の指揮を担います.

Ｑ.環境都市分野で取得できる資格？
建設系では技術士（建設部門，上下水道部門）,測量士, 施工管理技士などがあります.特に技術士は建設系で必携の重要な資格であり, 環
境都市分野はJABEE（国際的な術者としての水準を保証するもの）認定プログラムであることから, 卒業すれば技術士補となり技術士のた
めの一次試験が免除されます．

Q.建築と土木は何が違うの？
建築が建物（点）に焦点をあてるのに対し, 土木は道路や橋(線）, そして街(面)をつくる規模の大きなプロジェクトを担っており,言い換え
れば土木は地図をつくる,または国をつくる分野といえます. 土木の現在の課題は社会の発展と持続可能性の両立・そして激甚化する災害
から社会を守ることにあります.土木はこれらの社会が直面する課題の最前線で課題の解決にあたるため, 選りすぐった幅広い学習に基づ
き総合的な意思決定が行える教育を行っています.

Q. 土木でサイエンス？
環境都市分野では技術者だけでなく研究者を養成します.土木で研究者を目指す最大の醍醐味はサイエンスとエンジニアリングの両立にあ
り, 基礎研究を通じて課題解決のための技術開発にあたることができます.環境都市分野では, 構造工学, 水理工学, 地盤工学, 材料工学,都市
計画学, 交通工学といった応用研究の他, 統計学, 地球科学, 生態学, 環境微生物学といった自然科学研究を行えます. いずれの分野において
も博士進学し博士号（工学）を取得することが可能です.

Ｑ. 技術系公務員？
平成30年度では愛知県の土木区分合格者29名のうち名工大・環境都市分野の卒業生が10名を占めています.多くの卒業生が技術系公務員の
多様な職場で活躍しています.



環境都市の最新情報はこちらから

名古屋工業大学 社会工学科 環境都市分野ＨＰ
http://civil.web.nitech.ac.jp/civil/

News

名古屋工業大学・環境都市分野 (@NitechCE) | Twitter
https://twitter.com/nitechce

名工大環境都市分野
https://www.youtube.com/channel/UCuN6GJ3OvYAXzOcNRJtIkZw/cha
nnels

学科紹介・14教員のインタビュー動画などがご覧いただけます

環境都市のお知らせ・最新ニュースを配信しています

環境都市分野のホームページです

http://civil.web.nitech.ac.jp/civil/
https://twitter.com/nitechce
https://www.youtube.com/channel/UCuN6GJ3OvYAXzOcNRJtIkZw/channels


Zoomリモートオープンキャンパス

社会工学科環境都市分野では，2021年6月12日(土)にリモートオープンキャンパスを開催いたします。本学に入
学を希望される方および保護者の方々を対象としております。Zoomを使ったオンライン講義を企画しておりま
すので，参加を希望される方はZoomを使用可能な環境を事前に整えて頂きますようお願いします。

開催日時：2021年6月12日（土） 9：30～12：30
開催内容：模擬講義

土木の6分野から教員1名が20分程度の模擬講義を行います。
講義後の5分間，参加者からのチャット質問に答えます。
全ての分野について参加することもできますし，興味のある分野のみ参加することも可能です。
（9：30～9：55）構造分野：橋などの巨大構造物の耐震構造や維持管理方法を学ぶ
（10：00～10：25）材料分野：地震に強く環境にやさしいコンクリート材料などの開発
（10：30～10：55）地盤分野：土・地盤の特性を学び，災害に強い地盤を形成
（11：00～11：25）水工分野：河川や海洋の水理や水域防災について学ぶ
（11：30～11：55）都市・交通計画分野：都市計画および交通計画について学ぶ
（12：00～12：25）生態・環境工学分野：生態保全・環境保全について学ぶ

■都市分野リモートオープンキャンパス申込フォーム： https://forms.gle/dSuyztH2BEgoaRB17

オンライン進学相談会【学科別相談コーナー】（6月6日（日）各回20分）
入試課ホームページより申し込みくださいhttps://daigakujc.jp/toc_402.html

６月12日（土）

https://forms.gle/dSuyztH2BEgoaRB17
https://daigakujc.jp/toc_402.html

