
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  担当講座ご案内   
  

略歴 

１９49 年生。東海大学大学院工学研究科機械工学専攻を経て、株式会社数値解析研究所入社。同社退職後、東海

大学電子計算センター、開発工学部情報通信工学科、同 感性デザイン学科教授（２００６年）、東海大学情報教育セ

ンター教授（2014年）。 東海大学 生友会（東海大学工学部生産機械・機械工学科同窓会）会長（２００３年～） 

研究分野 

流体解析、デザイン・情報工学 

研究実績 

流体素子、渦室発振素子の流れ解析 

溝付き円柱、隅切り角柱まわりの流れ解析 

ウォータベールの流れ解析 

曲水の宴の水路の流れ解析 

縄文土器（火焔土器）表面の渦模様の解析 

建物まわり、走行中の自動車まわりの降雪シミュレーション 

マイクロバブルジェットノズルの混相流解析 

プログラミング・CG の e-Learning 教材の開発 

デジタルコミュニティ沼津の構築（沼津市内の美術館や古城を復元して VR システムで閲覧できるようにしたもの） 

文房具・家電製品のユニバーサルデザイン 

高齢者のための脳機能活性化システム 

自然界の 1 / f ゆらぎ画像の解析 

関連団体等（過去を含む） 

一般社団法人 日本機械学会 

一般社団法人 可視化情報学会 

沼津サイバーコミュニティ推進協議会 

沼津市「市民 IT 講座・市民 IT サポート事業」運営委員 

静岡県映像 CG 協会  

NPO法人 広域連携医療福祉システム支援機構 

沖 眞 
元 東海大学教授 

https://escuela-de-platino.jp/course-list/
http://tokai-seiyukai.com/aboutus/index.html
https://www.jsme.or.jp/
https://www.vsj.jp/
http://gcmwso.web.fc2.com/


沖講師インタビュー 
 

流体工学から情報・デザインにいたるまで、幅広いご研究を手掛けてこられた沖先生。 

その研究スタンスの秘密の一端に迫ってみました 

――先生の来歴、業績を拝見させていただきました。本当に多彩なお仕事をされているのですね。そもそも

機械のマスター出られて、ご就職された会社ではこれ、ソフトウェア開発がメイン業務だったのでしょう

か。いまほど情報系の院卒のいない時代ではあったろうと想像しますが、機械ご出身でソフトウェアを手

掛けられるというのはやはり当時でも珍しかったりするのでしょうか 

沖：大学院は 1976 年に修了しましたが、当時は、まだ情報という言葉自体あまり使われておらず、ましてや情

報系学部や学科などは全くありませんでした 

――となると、電子、電気出身者あたりがご同僚ということになりましょうか 

沖：この会社の業務は特殊ですので、同僚は私と同じように大学で解析のようなことをやっていた方が多かった

です。機械出身の方もいました。ハードウェアの仕事はあまりしていなかったので電子、電気出身の方はほ

とんどいなかったように思います 

――揺籃期であるがゆえの陣容ですね 

沖：そうですね。当時パソコンなどはまだ存在しておらず、研究室には簡単なプログラム電卓しかなく、大きな

計算をするにはコンピュータセンター、当時は電子計算機センターと言っていたのですが、そこに行って大

型コンピュータを使用するしかありませんでした。どんなコンピュータかご存じないと思いますので写真を

お見せしましょう 

 

使用するのも現在のようなディスプレイやキーボードはなく（写真にはディスプレイのようなものが見えま

すがこれはオペレータ専用で一般ユーザは使用できませんでした）、プログラムやデータは紙のカードにパ

ンチ機で穴をあけてコードを作成して、カード読み取り装置で読ませて、計算をさせて結果がプリンターで

印刷されるのを待つというような使い方でした 

  

当時使用していたコンピュータ 

（富士通 FACOM 230-45） 

プログラムデータ 

入力用のカード 



ですので、コンピュータは研究でしか使用されていませんでした。やっと機械系でもコンピュータを使用し

た解析などの研究も始まり出した頃ですのでソフトウェア業界に就職するのはかなり珍しかったです。就職

した会社は、名前のとおり数値解析を業務としており、大手メーカなどからの解析や設計システムのソフト

ウェア開発業務や既存のソフトウェアでの受託解析がメイン業務でした 

――もうひと回りご年配の先生ですと「タイガー計算機というものがあってだな…」から始まるところです

が、現れたのがなんとか見覚えのあるメインフレームでほっとしてます 

沖：さすがにタイガー計算機は使っていませんが、私より少し上の方は使っていたようです 

――それでもまだパンチカードの時代なんですね。「ミスパンチするとたいへんなんだぞ。ミスタイプじゃ

ない、パンチ穴空けてしまっているんだから」と昔、計量言語学をやっていた先生から過去話を聞かされ

た憶えがあります。入力がパンチカードなら出力もプリンタであり、紙ばかりでペーパーレスの真逆です

ね。しかも恐らくはプリンタ、連票式だとしたらバグ取りも難儀したことでしょう。１枚だけ出すってわ

けにもいかないし 

沖：パンチカードは扱いが大変でした。落としたりしてバラバラになると揃えるのが大変です。間違って打てば

そのカードは使用できなくなります。会社でも最初の頃はパンチカードを使っていました。当時、会社には

解析用のコンピュータはなく、契約していたコンピュータセンターに会社で準備したパンチカードを持って

いって、計算をしたりデバッグ作業などをしていました 

――自分の学生当時、アルバイトにいっていた研究所ではミニコンをお使いの研究者もいましたが、主流は

もうサンマイクロや DEC、HP のワークステーションになっていましたね。銀行の勘定系システムなど

はおいそれとリプレースできないから残るにせよ、教育・研究の分野ではそろそろメインフレームお役御

免なのだろうなぁと。あの終わりつつあったメインフレームがまだぴかぴかの最先端だった時代に、機械

からご就職されたのは目を惹きます 

沖：沼津では、サンマイクロのワークステーションを使っていました。パソコンもありましたが、まだ性能が悪

かったので、ＣＧや解析は、ワークステーションを使っていました 

――そういえばまだモノクロの X ターミナルなんかもいました、当時。いまならスマホにも勝てません。PC

はといえばまだまだスタンダロンで使われていて、進学先の研究室もそうでした。ネット接続を求め計算

機センターでアカウントつくってもらうのに教授会通せといわれたのを思い出してしまいました。 

それはさておき、この、ご就職された会社は途中での社名変更にもありますように、原子力関係のデータ

解析が主たる事業だったのですね。それと船舶。どこかの重電メーカの関連会社であったりしたのでしょ

うか。いまこの社名では現存してないようなので、どのような会社さんかと気になりました 

沖：この会社は全くの独立系の会社です。創業した社長は大手コンピュータメーカを脱サラして他の何人かと起

業した今でいうベンチャー企業です。現在は、存在しておりません。創業した当時は、造船業がまだ盛んで

大手造船メーカからの仕事が多くあり、また丁度 1975 年に沖縄で海洋博覧会も開催され海洋ブームでした

ので、海洋構造物の仕事も多くありました。その後、原子力関係の仕事も多くなりましたので、社名も変更

することになりました。なぜ、このような会社に就職したかと言いますと、丁度この頃オイルショックとい

うのがありまして採用中止になる会社も多い中、いくつかの機械メーカには就職活動もしましたが、私の能

力不足もありどこにも採用されず、困って大学の就職課で求人票を見ていましたら、丁度研究でやっている



ことが生かせそうなこの会社を見つけて応募しましたら運よく採用されたということです 

――見事に重厚長大産業を相手にしていらしたのですね。いまの学生さんなどが「ソフトウェア関係への就

職」と耳にしたときに、この世界は想像しきれないことでしょう。オイルショック後の採用冷え込みがそ

の契機であったとはいえ、コンピュータ”を”研究していたのではなくてコンピュータ”で”研究していたそ

の経験を活用してのご就職。なにが幸いするかわからないものですね 

沖：そうですね。私も機械を卒業してコンピュータ関係の仕事をするとは思っていませんでした 

――そこを 13 年間お勤めになって、東海大に戻ってこられた。40 を目前にしての転身、どういったきっか

けだったんでしょうか 

沖：きっかけは、指導教員だった中山泰喜先生から沼津に新しい学部が開設される予定があり、その中に情報系

の学科もできるので是非そこの教員になってもらいたいという話があったことです。丁度、その頃、会社の

方も業績が思わしくなく、退職する人も多かったのでどうしようかと悩んでいた頃でしたので、丁度よいと

思い転身を決意した次第です 

――あの非常に興味深い共同研究をされている中山先生からのお声掛りだったのですね。機械の先生だから、

お弟子さんも機械メーカにご就職されているかたが大半だったのでしょう。「コンピュータといえば…」

とすぐにご指名がかかったものと想像します。院修了時の景況がよくて、そのまま機械メーカへ就職され

ていたら、ここからあとの研究者、教育者としての人生がなかったのかもと。これは運命ですね 

沖：当時、コンピュータ関係の会社に就職した卒業生はほとんどいませんでした。なぜ卒業研究でコンピュータ

を使っての解析をやったかというと、何でも興味をお持ちになる中山先生は学会活動も積極的だったのです

が、ちょうど流体解析が始まり出した頃だったんです、当時。ですから先生、どこかでそれについて見たり

聴いたりされてぜひ研究してみたいと思ったのでしょう。 

それを私がやった経緯は忘れてしまいましたが、卒業研究のテーマの中にそのようなものが入っていて、私

もその頃コンピュータの授業を履修しており初めてプログラミングなどもやっていましたので「面白そうだ」

と思ってやることにしたのだと思います。しかし、中山先生ご自身はコンピュータのことは何もお分かりに

ならないので、他の研究室の少し経験がある先生と一緒に勉強しながら始めました。もし、この卒業研究を

していなかったならば、私の人生は全く異なっていたのではないかと想像します 

――ご自身はまだわからないコンピュータが絡む研究を卒研テーマの候補としてピックアップされた中山

先生、未知であることに怯まないお人柄がしのばれます。世の中、そんなかたそう多くはありませんから。 

さて沼津の開発工学部、オープンの 1991 年からクローズの 2014 年まで在籍してらした先生は、いわば

開発工学部の生き字引なのでしょうね。沼津のこのキャンパスはもともと海洋学部の教養部があったそ

うですね。それでも、基本２年生までの教養と、３、４年生、院生までいる学部とでは存在感が相当異な

るだろうと思います。オープンされた頃のご様子などいかがでしたでしょうか 

  

http://www.pr.tokai.ac.jp/gsc/pdf/numazu_pamphlet.pdf


沖：大学への移籍は開発工学部のオープン前の準備などもあるので、オープンの１年半前に湘南キャンパスの計

算センター付属の研究教育施設に配属され、授業をやりながら新学部の教育内容の検討や授業で使用するソ

フトウェアの選定作業などをしていました。クローズの際は学科の主任も務めていましたので学科所有の備

品などを他の学部で使ってもらえるかどうかなどの交渉なども行いましたので、いろいろな経験をすること

ができました。沼津キャンパスはご質問のとおり元々は海洋学部の教養部でしたが、それを海洋学部がある

清水キャンパスにすべて移転させた跡地に、静岡県や沼津市からの要望もあって、湘南キャンパスの工学部

にはない当時は最先端の学問領域であった情報通信工学、素材工学、生物工学、医用生体工学を学べる4 学

科からなる開発工学部が開設されました。新学部ですので最初は１年生しかおらず、大学院の修士課程まで

全学年が揃うのには６年間かかりました。そのお陰で、授業も毎年少しずつ増えていくということでしたの

で準備などをする時間も十分取れてよかったです 

――ちょうど第一期生あたりは団塊ジュニア世代に該当するとなると、大学もいまのような少子化で 18 歳

人口を奪い合うとか、アジアからの就学生の確保に走るとかそういった時代ではないから、余裕あるとい

ういいかたは差し支えあるかもしれませんが、新しい分野を、新しいキャンパスで取り組んでいこうとい

う勢いがあったのでしょうね。６年で徐々にということですから、授業ももちろんですけれども「学食が

立派になった！」とか「学園祭、活気でてきたね！」とか日々キャンパスライフが充実していったであろ

うこと想像できます 

沖：そうですね。学園祭は最初からやっていましたが、最初は人数が少なく寂しかったですが、年を重ねるごと

に賑わってきました。しかし、クローズの時は逆で人数が毎年減っていきますので、確かクローズの２年前

には止めてしまったと記憶しています 

沼津キャンパスは、富士山の手前にある愛鷹山の山麓にあり研究室からの景色はすばらしく箱根から伊豆半

島、駿河湾、三保、御前崎方面までよく望まれました。富士山は手前に山があるので上の方しか見えません

でした。東京の今住んでいる自宅から毎日新幹線通勤をしていましたのでいつも癒されていました 

 

 

――これは絶景ですね。裏が山で、市街地を経て海。写真左端ぎりぎりに見えるスロープ塔の上には当初、

赤い鉄塔が立っていたそうですね。スロープ自体は各階の行き来をしやすくするためのものでしょうか。 

時代やデザイン性は異なりますが、星薬科大学大講堂のスロープを連想しました 

沖：もう一枚の写真は、オープン前の 1991 年３月に行ったときに正門側から校舎を撮ったものです。左に富士山

が、校舎の後ろの山が愛鷹山です。この時は赤い塔が立っていますが、2000 年ごろに耐震上問題があり撤去

されました。スロープは、開発工学部の頃にはエレベータがありましたが、当初はなかったと思いますので、

荷物を運んだりするのに便利なように付けたのだと思います。このスロープと塔のついた校舎は東海大学のど

このキャンパスにもあり、湘南キャンパスの１号館や 3 号館も同様な建物になっています  

沼津キャンパスからの風景 



 

 

 

 

 

 

 

 

――湘南キャンパスの１号館は東海大学サイト湘南キャンパス案内にある、これです

ね。このらせんタワーがシンボリックなせいでしょうか、学園もののアニメの舞台

にもなっているそうです。大学内のらせん塔といえば巣鴨の大正大学にある、二重

らせんの「すがも鴨台観音堂」を連想します。そっちは階段なんですけれども、模

している会津若松のさざえ堂はスロープだったと記憶しております。 

開発工学部のオープンから 13 年目の 2004 年、感性デザイン学科開設とともに移

られていますね。どのような経緯だったのでしょう。「感性デザイン学科」という

名称がまた新鮮な響きなものですから、教授陣もさまざまな分野の研究者であっ

たりしたのだろうか、と 

沖：オープン時から所属していた情報通信工学科は１学年の入学定員が４学科の中では一番多かったのですが、

徐々に入学定員を満たさなくなってきましたので、２つに分割して新しい学科を創設しようということにな

り、いろいろな案が出されました。結局、人にやさしいモノづくりや人の感性に訴えられるようなアニメや

CG 作品づくり、デザインなどを学ぶ学科が創設されました。教授陣は、情報通信工学科で主にソフト系を

担当していた教員が移り、その他に新たに自動車メーカで車のデザインをしていたデザイナーやマンガを研

究していた先生や感性を医学的に解析していた先生などが新たに加わりました 

――学際的な教授陣だったのですね。 

これはわたしの偏見かもしれないのですが、どうも美大以外でデザインを扱う研究室って冷遇されてき

ているように感じるんですよ、世間的には。建築でいえばゼネコンには就職できないで、アトリエ系事務

所自分で開業せい、というような。商業美術の世界は広いのに、アカデミーでそれを研究する場が少ない。 

感性デザイン学科は新設でしたが、もともと情報通信工学科からの先生がいらしたことで、教員間のコミ

ュニケーションも確立されていたかと思います。ある程度の安定感をもったところで学際的研究ができ

るのは好ましい環境だったでしょう 

沖：情報通信工学科以外から移られた先生もマンガを研究されていた先生は元々開発工学部の教養センターで 

授業を担当されており、また車のデザイナーだった先生は、湘南キャンパスのデザイン学科を卒業された方

でしたので、教員間のコミュニケーションは取れていました 

正門側から 

沼津キャンパスを望む 

https://www.u-tokai.ac.jp/about/campus/shonan/


――その環境は大切ですね。あの頃の新設学部学科によくあったのが学生集めのために著名人を講師として

人寄せパンダ的に据える。人件費がそこに偏在しているものだから、あとの講師陣が寄せ集め部隊。相互

のかかわりもなく講義が終わるやいなや帰ってしまう。せっかく学際的な学部学科を設立したのに、個々

の研究者のシナジーがない、という残念な事例でした。学際的テーマであるからこそ共通のプラットフォ

ームを基にした対話が必要と思います。それが確保されていたのは恵まれていたといっていいでしょう 

先生の論文タイトル、拝見しますとこの感性デザイン学科に在籍された 10 年間、幅広いテーマを扱って

こられたことがよくわかります。先生の研究テーマはもともと流体力学のほうであって、情報やデザイン

はあくまでも教育だからというおっしゃりようもありましたけれども、しかし学生への指導といっても、

福祉から地域協働までとは本当に広い 

沖：卒業研究や修士研究ではいろいろなテーマを扱いましたが、これらは私一人ではなく、学科の他の研究室と

の共同研究や、東海大の卒業生で沼津市で通信系の会社を経営していた社長さんにも非常勤講師として加わ

って頂いて行ってきた成果です。地域連携や福祉については、大学と沼津市の間で交流もあり、その委員を

私がやっていたこともあってそこで話し合われたテーマを題材にしたりもしました。非常勤の先生とは、そ

こで知り合ったのですが、この方が多彩な趣味をお持ちで、CG 作品なども製作していましたので CG の授

業なども担当していただき、学生ともアイデアを出し合いながらいろいろな方面へと広がっていったという

ことです 

――そうそう、先生の経歴を拝見したときに「遠方から通勤されていたにもかかわらず、地域での役職もマ

メに務められていたのだな」と感じたんです。そこが幅広い分野のエキスパートとの接点となり、研究へ

と昇華していくエンジンだったのですね 

沖：地域との役職はよくやっていたと思います。2000 年に、当時 IT ブームでもあったので沼津市でも IT 推進

協議会が、市内の企業（富士通の沼津工場が大学のすぐ近くにありました）や学校などもメンバーにして結

成され、私は当時の学科主任から頼まれて大学の委員として参加しました。その協議会では昨日お送りした

デジタルコミュニティの検討や市民のための IT 講習会も行い、開発工学部の学生も講師やサポーターとし

て参加しました。その後、この協議会のメンバーでもあった、さきほどお話しした非常勤の先生が映像ＣＧ

協会を設立し、そこでも市民や子供たちのためのＣＧ教室や、映像ＣＧ作品の制作、コンテストなどもやり

ました。ということで、いろいろな経験ができ、それが研究にも繋がっていったのだと思います 

――沼津市側からみても、よい関係性が築けていたようですね。最終的には学生さんが集まりきらないとい

うことでクローズとなってしまったそうですが、沼津市が市内に立地する唯一の大学として熱心に誘致

もしたし、公金も投じたし、ということからすれば福知山公立大のように「沼津公立大」となって存続す

る道もあったのかも、と 

沖：クローズになったのは、学生が集まらなくなったのが理由ですが、存続の道を模索したのかどうかなど詳し

いことはわかりません。ただ、学部の跡地は現在は静岡県の研究施設になっているようです 

――「AOI-PARC」という、こちらの施設がそのようです。ただこれ農業系のインキュベータみたいなんで

すけど、協力機関がバイオだけで農学やってない理研とか慶応大学とか。離れてはいるけど農学部もって

いる東海大のほうがよりふさわしかったかもしれませんね 

沖：開発工学部には生物工学科があり、この学科では植物工場の研究も行っており、その実験用の温室もありま

した。「AOI-PARC」の Web ページを見ると、次世代栽培実験装置を備えていると書かれていますので、そ



れを活用しているようです。東海大にも話があったということは聞いたことがありますが、なぜメンバーに

入らなかったのかはわかりません 

――当時の世相からすると、80 年代～90 年代初頭にかけての私大キャンパス郊外移転のバックラッシュと

しての都心回帰も逆風だったかと想像します。わたしがかつて研究生として在籍していた学校も２時間

に１本しか路線バスがこないような奈良の山の中でしたので、自然環境は素晴らしくとも生活費を稼ぐ

バイトとの両立の厳しさは切実にありました。それでもそこは国立なので敷地内の寮も入ろうと思えば

入れた。自宅通学難しい立地で、下宿代がかかり、ほか生活費のコストは変わらずとなると、学生さん大

変だったろうなと思いました 

沖：寮はありませんでしたが、大学と下宿の間では下宿組合を作っていろいろと便宜を図ってはいたようです。

下宿代も東京や神奈川のようには高くはなかったようです 

――下宿組合という形態は面白いですね。生協がある大学だと、生協扱いにするところそんなふうにしてい

たんですね。そういえば東海大学は学内軽作業に学生を起用して、バイト代払ったりもしていたと、くだ

んの海洋学部の友人から聞いた憶えがあります。昔のことですが 

沖：開発工学部でも教務課の何かの整理のようなものでしょうかね、軽作業のバイトはありました。大学院生に

なると、実験や演習科目の補助のティーチングアシスタントもありました 

――当時の学生さんの書いたと思われるブログなどを瞥見すると、いろいろなバイトに就かれていたようで

すね。しかし、ここのところの潮流からすれば、今後全日制大学が通信化していく可能性もありますし、

そうなれば立地のハンデは薄くなる。また、ダブルメジャーを制度化するような社会に変化していけば、

このような学際的で面白い取り組みをしている大学、学部が再評価されたと思うのです。閉学、惜しいな

と感じました 

沖：感性デザイン学科は国内でも数少ないユニークな学科でしたので無くなるのは勿体ないとは思いました。 

大学としては、定員を満たしていない学科は存続できないという方針のようで、唯一、入学定員が一番少な

い医用生体工学科は最後までその定員を満たしていましたので、現在は湘南キャンパスの工学部に編入され

て存続しています。クローズが決まったあとに、情報系の学部が湘南キャンパスや高輪キャンパスにできま

したので、そちらに移られた先生方はおられます 

――開発工学部がクローズしてから湘南キャンパスへ戻っていらして、この春退官されたのですね。 

企業在籍時代、大学での教員時代を通じて、「この学びが、ここへ活きた」と実感されたようなエピソー

ド、ありましたらぜひ教えてください 

沖：大学での学びが活きたエピソードとしては、修士での研究で作成した流体解析のプログラムが会社の仕事で

メインの部分がそのまま使用できたということがあります。その他、大学で学んだ基本的な数値解析の考え

方は今でも活きています。最初のご質問とも関連しますが、この会社は解析が専門でしたので採用もそのよ

うな経験がある方を多く採用していました。当時は、構造系の解析が多く、流体系の解析はまだそれほど多

くなかったので私のような学生は珍しかったとは思いますが、同期入社で流体をやっていた方はいました。

学生にも私の経験の話をして、１つの業種ではなく、自分が経験したことを活かせる会社を幅広く考えた方

がよいというようなことはアドバイスしていました。 



――逆にいえば情報系研究室のなかった時代、それをされていた先生を採用することができたのはその会社

さんにとってすごく幸運であったとも思うのです。このコロナ禍で来春以降の新卒者の就活、シビアにな

るだろうこと予想されますが、ちょっと畑違いの業種であっても不思議とそれまで成してきたことごと

が活用できたり、さらには想像しえなかったような未来が開けたりするとなれば、このお話、励みとなる

のではないでしょうか。 

本日は長いお時間ありがとうございました。先生のますますの活躍をお祈り申し上げます 

 

研究から就職へ至る経緯、また沼津時代のお話から先生の持ち味が垣間見えました。 

この沖先生の講座はこちらになります。 

  担当講座ご案内   
 

https://escuela-de-platino.jp/course-list/

