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杉並高校を出発し︑成田ゆ
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学の付属高校が積極的に関

国の高校生の交流に中央大
りだ︒

わっているのは喜ばしい限
部２年︶

︵学生記者

平野陽一理工学部教授が激賞

駒田恵＝法学

しもうれしいです

とメー
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教授との間でメールのやり
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７月５日付けの手紙が︑文
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ステム工学科の平野陽一教
度現物を拝見したいのです

たという︒
の 沢 崎 ま ど か さ ん︒﹁ 美 術
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授︒文面には︑続いて﹁一

絵を抱える沢崎さんをはさんで、平野教授（左）と高田さ
ん（右）

理工学部の戸井武司教授が
﹁グエル別邸﹂の鐘復元に協力

市にある株式会社小泉製作

械工学科ＯＢで富山県高岡

シミュレーションで環境にふさわしい音創り
復元した鐘はサクラダ・

れ︑
関係者らが完成を祝った︒

ファミリア聖堂でも知られ︑ 所の小泉俊博社長に偶然︑

理工学部精密機械工学科
テム研究室は︑この夏︑世

している建築家ガウディが︑ 教授に音響シミュレーショ

数々の世界的な建築物を残

の﹁龍の門﹂に取り付けた

バルセロナ﹁グエル別邸﹂

がはじまった︒

は昨年の秋︒で︑復元作業

ンの依頼が持ち込まれたの

バルセロナという地にふさ
わしい音を創るため︑研究

り︑音を奏でてみて︑材質

指す共同研究を行うことも

活用して快適な音創りを目

と音響シミュレーションを

スペイン・バルセロナに

多いという︒

の違いなども含めた議論を

ものシ
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行 く こ と が あ っ た ら︑﹁ バ
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成までに２ 〜３ ヶ月を要

が︑鐘の内側の形状によっ

Universityと
Takeshi
などの
Toi,Akira Takeda
名前が刻印された︒

ルセロナの爽やかな空気

てどのような音が出るかを

戸井教授の研究室は︑主

にふさわしい高く澄んだ音

解析してでてきた音を戸井

に音響の研究を行っている

し た︒ 復 元 し た 鐘 は︑ 比
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大学院理工学研究科修士２
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れてみてはいかがだろう︒

ル別邸﹂の﹁龍の門﹂を訪

Chuo 色﹂と戸井教授がいう復元
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る程度形が決まったところ
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ミュレーションを行い︑完
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ひとつ︒今回のように企業

室の修士１年︑武田晃さん
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で鐘のミニチュア版をつく

「グエル別邸」の復元された鐘

の戸井武司教授と音響シス
界的な建築家アントニ・ガ
の文化遺産である﹁グエル

高さ約 センチの鐘︒

鐘復元の依頼があり︑戸井

ウディが手がけたスペイン
別邸﹂の鐘を復元︑
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スペイン旅行中の精密機
実物大の「グエル別邸」の鐘をはさん
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外形寸法は現状を保ち︑

スペイン・バルセロナで引
渡し記念セレモニーが行わ
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