
産研  同 窓 会 通 信
SANKEN Alumni Association

2009年1月

＊新年のご挨拶

＊産研同窓リレー

＊掲示板



「新年のご挨拶」

産研同窓会

会長　三角　荘一

　

謹 年新賀

    産研同窓会員の皆さま、新年おめでとうございます。

今年は、産研の創立７０周年の記念すべき年にあたりますが、現在の第１研究棟の第２期改修工事が進行

中で、今年８月頃に工事終了予定とのことです。従って、今年は特別なセレモニーを行わず、学術講演会

を記念行事とし、産研同窓会総会を退官教授最終講義の前に行う予定であります。

　当研究所は、真島利行先生により堺市浅香山に創立され、１９６８年阪大統合計画に基づいて、湯川所

長指揮の下に現在地に移転しました。以前の木造平屋建てからの移転で、現在の堂々たる建物に感激した

覚えがあります。その一方、大学は紛争の最中で、騒然たる雰囲気でした。幸い、産研では大した紛争も

なく研究に打ち込むことができました。

　１９８０年代前半、全国の国立大学附置研究所の見直し案が出た折りにも、産研の研究業績が立派であっ

たことから全く問題なく、その後も順調に発展を続けてきたことは皆様もご存じのとおりであります。特に、

１９９５年６大部門２４研究分野に改組、２００１年に第２研究棟の竣工、新研究センター設置など、目

まぐるしい改組拡充には、渉に当たられた方々のご苦労は大変だったと思います。

　現山口所長のお話によりますと、時代の要請に応え、基礎研究の一層の発展に加えて、ナノテクノロジー

を軸とした産業応用研究を更に進めるために、本年は産研の大規模な改組を予定しているとのことです。

将来を担う現職員、大学院生、学生の研究成果が期待されております。

　産研同窓会の新年の挨拶として相応しくないかもしれませんが、素晴らしい研究所の一員として過ごし

た在りし日の思い出を、思いつくままに述べさせて頂きました。同窓会員の皆様の尚一層の御活躍と御健

勝を心よりお祈り申し上げます。



「新年のご挨拶」

産業科学研究所

所長　山口　明人

　

  　明けましておめでとうございます。私は昨年４月に川合所長の後を受けて産研所長を拝命しましたが、

同窓会員の皆様に直接ご挨拶をする機会がありませんでしたので、この場を借りて一言ご挨拶させていた

だくとともに、産研の現状について簡単にご報告させていただきたいと思います。

　　産研は同窓会員の皆様方を始めとする先人のご努力により、我が国有数の総合理工学研究所として揺

るぎない地位を築いて参りました。所長に就任してもっとも誇りに思うのは、学内外における産研の声価

の高さです。特に近年は、大学附置研としては初の産業科学ナノテクノロジーセンター設置や、法人化後

初の大学附置研究所間連携事業（基盤センター、ポストシリコンアライアンス）など、我が国のナノサイ

エンスを中心とする学術研究推進の中心的拠点の一つとなっております。これらの成果を基盤に、現在文

科省が進めている全国共同利用・共同研究拠点の認定においては、北大電子研、東北大多元研、東工大資源研、

九大先導研とともに、全国を縦断する物質・デバイス領域ネットワーク型共同研究拠点の平成２２年度発

足を目指しており、我が産研にはその拠点本部が設置されることとなっています。また、産業科学研究所

の名前にふさわしい、産学連携研究のいっそうの推進のため、企業と共同した産業化応用研究の拠点として、

５階建てのナノテクノロジー・インキュベーション棟を２１年度中に建設する方向となっております。

　　ナノサイエンスを軸とした、材料・情報・生体の融合研究を推進することにより、環境・エネルギー・

医療という喫緊の課題を産研独自の立場から切り開いてゆくための、学内連携、大学間連携、産学連携、

国際連携の４つの連携を発展させ、物質デバイス領域附置研究所間ネットワークの中核となるという要請

に応えるため、産研は２１年４月をもって、１４年ぶりの大改組を行います。６研究部門を、それぞれ情報、

材料、生体の名を冠する３つの大研究部門に統合するとともに、ナノテクノロジーセンターを拡充し、時

限を撤廃して、阪大のナノサイエンス研究のコアへと発展させます。産業科学連携教育推進センター、グロー

バル連携研究センターを新設して、教育と国際連携の強力な推進を図るとともに、総合解析センター、量

子ビーム科学研究施設の整備によって、共同利用・共同研究拠点としての利便性の向上を図ります。

　　２２年３月末までには、産研研究棟の耐震改修が終わり、新しいナノテクノロジー・インキュベーショ

ン棟も完工して、産研の景観も面目を一新するはずです。同窓会員の皆様方の業績に恥じぬよう、産研のいっ

そうの発展のために産研教職員一同、一致団結して邁進いたしますので、皆様方の一層のご支援をよろし

くお願いいたします。

（産研同窓会副会長）
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   「産研同窓会通信」で新しくリ

レー形式の投稿文集をはじめたいの

で、その第 1号を書いてほしいとい

う編集者からの依頼がありました。

私は先に「産研人 STORY」で 『産研

に学生がやってきた』 という小文を

書きましたので、今度はその続きの

ようなものにしてみたいと思いま

す。

　私は産研で理学部化学科の卒業研

究を終わりましたが、その頃（1953

年）は世の中の景気が非常に悪かっ

た上に、この春には旧制最後の先輩

たちと新制 1回の私たちが同時に卒

業するという不運が重なり、就職状

況は最低でした。卒業近くなっても

就職内定はおろか、就職試験を受け

させてもらうことも出来ませんでし

た。やむなく受けた大学院の試験に

どうにか合格しましたので、引き続

いて産研でお世話になることになり

ました。

　5年経って大学院博士課程を終わ

り、指導教官であった二国二郎先生

のお陰で直ぐに助手にして頂きまし

たが、その夏には直ぐにアメリカの

パデュー大学へ飛び出しました。1

年経って『もうずっとアメリカで暮

らしますので、産研へは帰りません』

と書いた私に、二国先生からは『滞

在を 1年延ばしてやるから、帰って

来て産研のために働け』という返事

が返ってきました。一旦おとなしく

帰ってきましたが、数年してまたア

メリカへ飛び出しました。

  産研では 1964 年に創立 25 周年を

迎えましたが、木造の建物は台風の
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直撃を受けて屋根材が飛んでしまった

りして、かなり痛んでいました（写真

１）。　その間にも私は二国先生を困ら

せることが随分多かったと思いますが、

1966 年には助教授にして頂きました。

やがて大阪大学移転統合計画がはじま

り、研究そっちのけで研究室の設計や

なんやか

んやで毎

日が多忙

でした。

1968 年に

産研はめ

でたく吹

田地区に移転を終わり、夢のように立

派な研究棟に入ることができました（写

真２）。披露式典の席上で当時の赤堀総

長が『良い研究は必ずしも大理石の玄

関から出るものではない』と諭された

のを今でもよく憶えています。

　すでに大学紛争がはじまっていた

1970 年に、私は教授に昇任しましたが、

直ぐに総長補佐として紛争対策などに

も加わりました。研究室は比較的少人

数でしたが、若いみんなは元気で自主

的に頑張ってくれました。そのお陰で、

国内外で注目されるようないくつかの

業績をあげることも出来ました。後に

なって彼らが私のことを『チャレンジ

精神で自らを新しい研究にかりたてて

……』と大阪大学同窓会誌に書いてく

れたのが嬉しいことでした。また、岡

山大学から二井將光教授を迎えて、刺

激的な環境ができたのも幸いでした。

所長を 2期務めた間には、所内の管理

業務のほかに、研究所改組や全国研究

所長会議の会長などなど、超多忙な日々

　　　　（写真１）
Toshio   Fukui 



であったことを思い出します。教授仲間やその他の教職員と厳しくやりあったこともありましたが、皆さん、

いざとなると心から私を支えてくれました。所内の風通しを良くするために、毎

月はじめに自分で書いて所内全員に配布した「風――所長室から」のことを憶え

ていて下さる方もおられるでしょう。

　私は 1995 年無事に大阪大学を停年退官しました。至らぬ自分でしたが、キラ

キラと輝く星の下に生まれ、素晴らしい友に恵まれて、43 年間の産研生活を終え

ることが出来た私はラッキーでした。産研の多くの方々にお礼を申したいと思い

ます。

  さて、次の投稿者には、名誉教授で所長もやられた坂田祥光さんに、私とはま

た違った産研との関わりについてでも書いて頂くようお願いします。

田川精一教授の最終講義のお知らせ
　今年度で退官されます、田川精一教授（量子ビーム物質科学研究分野）の最終講義を開催いたします。

皆さまのご来聴をお待ちしております。

　

　　開催日時：平成 21 年 3 月 16 日（月）　午後３時～

　　開催場所：接合科学研究所　荒田記念館

　　タイトル：未定

　★最終講義の前に、平成 20 年度産研同窓会総会を開催する予定です。 

　　詳細が決まり次第改めて通知させていただきます。　　       

掲 示 板

　　　　（写真２）

　★次回の      は、坂田祥光さんです。



　産研では、MSTeC、アライアンス、ナノテクノロジーセンターなど、学内外組織と連携する国際級の研究

プロジェクトを活発に実施しています。

　今年度は、「Frontiers of Science for Future Industries」をテーマに、第 12 回産研国際シンポジウム

を、第 7回ナノテクノロジーセンターシンポジウム、第 2回 MSTeC シンポジウム、第 1回アライアンスシン

ポジウムの Joint Meeting として開催いたします。

　今回のシンポジウムでは、これらの３プロジェクトが関連する最近の HOT な学術的テーマについて、その

現状や展望などを、異分野の研究者にもわかりやすい充分なイントロダクションを含んだ Overview 的な内

容を、外部から招待する専門家に議論し講演していただきます。

　産研内の各研究室からは、最新の研究成果をポスターで発表し、招待講演とポスター

セッションでのディスカッションを通じ、本シンポジウムが異分野連携のきっかけと

なるよう企画しています。　皆さまのご参加をお待ちしております。

第 12 回産研国際シンポジウムを開催します。

第 4回産研テクノサロンを開催します。

開催日時：２００９年１月２８日（水） 午後 1時１５分～午後７時

開催場所：大阪大学　中之島センター

参 加 費：技術講演会：１万円  / 産学交流サロン（交流会）：５千円　

　　　　　（＊（財）産業科学研究協会賛助会員（産研テクノサロン会員）は無料です）

申し込み方法：E-mail 又は FAX でお申し込み下さい（締切：1月 21 日）

　　　　　　　E-mail:uedono-k@star.jim.osaka-u.ac.jp / Fax:06-6879-8509　　　

U  R  L  : http://www.osaka.cci.or.jp/sanken/

問い合わせ：TEL:０６－６８７９－８３８７(産業科学研究所　研究連携課　上殿まで )

産研同窓会へのお問い合わせ、ご要望など、お気軽に産研同窓会事務局まで

ご連絡下さい。

産研テクノサロンは、産業界における新しい技術開発や研究のニーズと、産業科学研究所における多彩

な研究・技術のシーズを、迅速かつ効率的に連結し、社会に還元するため、相互の最新情報を交換する

とともに、学会と産業界の動向を広く探る場として、産研と財団法人産業科学研究協会との共催で発足

いたしました。

　今年度 4回目の開催となる今回は、「先端技術の産学連携による産業応用」をテーマに開催いたします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

 開催日時：２００９年１月２２日（木） 午前 9時 20 分～

 開催場所：大阪大学　コンベンションセンター MO ホール

 U  R  L:https://WWW.netroom.sanken.osaka-u.ac.jp/SYMPO2009/

 ★ご参加いただける方でまだ登録をお済みでない方は、当日会場で受付いたします。

産研同窓会
SANKEN Alumni Association

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘８－１

TEL : 06-6879-8380 / FAX : 06-6879-8509　

E-mail : DOUSOUKAI@sanken.osaka-u.ac.jp　

URL : http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/dousoukai/

繋がる産研ネットワーク




