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第 3回産研同窓会総会を開催しました。

　3月 16 日、荒田記念館（接合科学研究所）にて、産研同窓会総会が開催

されました。

　総会は、山口所長（副会長）の司会により、活動報告等に加え、4月に産

研は大幅な改組を行うことから現況報告が行われました。会長の三角荘一名

誉教授より、思い出話などを交えながら和やかな雰囲気で意見交換が行われ

ました。

　当日は、田川精一教授の最終講義および茶話会も行われ、引き続きご出席いただきました。

　今後、産研同窓会をより充実させ、産研ネットワークの拡大を目指します。今後とも、皆さまのご理解と

ご協力をお願い申し上げます。

 平成２０年度会計報告

○  収 入　：　３２８，４６３円

  　（内訳）　   ３１７，１６９円（昨年度繰り越し）

　                          　６，０００円（産研同窓会終身会費）

　                          　５，０００円（大阪大学同窓会連合会終身会費の還元）

　　　　                          ２９４円（その他）

●  支 出　：　         １０，８００円（会報の送料：計３回）

☆  来年度繰り越し　：　３１７，６６３円

     

今後も、同窓会活動の充実のため、有効的に活用させていただきます。



退 紹者職 介

    産研教授、工学部応用化学系の協力講座教

授として、多くの先生、研究室職員に協力、

支援を頂き、研究、学生指導等、楽しい充実

した 17 年間であった。最初は一部借金でフェ

ムト秒レーザーと加速器の同期・連動を始め、

放射線実験所で世界に先駆けて吉田先生たち

とサブピコ秒パルスラジオリシスを建設し、

東大時代からの放射線化学の初期過程、ナノ空間反応の研究を深め、古澤先生たちと半導体の超微細加工材料・

プロセス研究へと展開した。ASET、Selete、国内外の企業、他大学等との共同研究・産学連携を展開し、退職

後も所長特任研究室（田川研）でCREST等の研究を継続している。放射線実験所を国際量子ビーム研究センター

に発展解消する概算要求書をナノテクセンターの概算要求書に１週間弱で書き換えて、大学本部、文部科学省

への説明に間に合わせ、他大学に１年先駆けてナノテクセンターを設立し、加速器等の量子ビーム施設の充実

と東大時代に提案していた量子ビームテクノロジーを超微細加工・ナノテクノロジーとの融合という具体的な

形で実現できた。概算要求書の最大の目標とした 30 nm以下の超微細加工プロセスの開発でも世界を先導す

る役割を果たせた。川合先生とはナノテクセンター設立後も 21 世紀 COE、ナノファウンダリ等の産研活性化

のプロジェクトを行ったが、溝口先生、山口先生をはじめ多くの先生方に大変お世話になった。放射線実験所、

加速器量子ビーム実験室、量子ビーム科学研究施設の発展にも磯山先生、真嶋先生、吉田先生たちと協力して

貢献できた。関先生、小林先生、佐伯先生、岡本先生たちと有機エレクトロニクス材料、イオンビーム照射、

DNAの放射線損傷等の興味深い研究も行えた。学外でも量子ビームテクノロジーの健全な発展のために放射

線利用の経済効果と国民生活への貢献の調査、６年間の日本学術会議の原子力基礎研究連絡委員会委員長、文

部科学省・内閣府・日本原子力研究開発機構・学協会・国際会議・東大原子力施設・京大原子炉・産総研等の

多くの委員会委員等として貢献できた。多くの方々に感謝したい。

      図書館に勤め始めた 1980 年代は図書館で

もパソコン利用のデータベース検索が始ま

り、依頼に応じて図書館員が代行で文献検索

をしていました。学外データベースに公衆電

話回線で音響カプラー（化石です？）やモデ

ムを介して接続し、刻一刻とデータベース使

用料と電話料金が課金されました。そんな時

代を経て大阪大学では平成 20 年度から文献データベース利用は学内無料化され、いまや経過時間を気にする

ことなく 24 時間いつでも存分に利用できるようになったのでした。

産研図書室では、データベース利用により無用となった二次資料 Chemical Abstracts1907 年の創刊号から全

て (2600 冊 ) が平成 15 年に不用決定され、その後も所蔵する貴重な資料をよりよく保存し利用できるように

不用資料の整理を進め、産研内の多くの方々のご協力をいただきました。

      皆様から常に力強いご支援をいただき、課題があればよきお知恵とご協力をいただいて解決し、面白く楽

しく仕事をさせていただきました。皆様に感謝申し上げるとともに産研の更なるご発展をお祈り申し上げま

す。ありがとうございました。

※ 50 音順で掲載しています。 ※ 敬称略

「退職のご挨拶」
産研図書室   事務職員

小野　泰子
(平成 2１年 3月退職 )

「退職のご挨拶」
量子ビーム物質科学研究分野   教授

田川　精一
(平成 2１年 3月退職 )



　中村　勝吾

研産

  青年時代に、学生 YMCAや或るボランティア団体

に参加し、その友人に刺激されて購読していたキリ

スト教関係の雑誌を通じて、その書評等から興味あ

る図書や全集などを選んで熱心に読んでいました

（学生時代から、天満の天神さんの鳥居の向かいに

ある日本基督教団天満教会の信徒です）。大学に奉

職してからは、専門の学会誌や資料に目を通して

カードにメモをとるぐらいで、専門以外の図書を読

むゆとりもなく、教育、研究に専念し（？）、当時

妻が購読していた雑誌「文藝春秋」や、次々と買い

集めていた文学作品などは横目で見ながら中味まで

は読むゆとりはなく通り過ぎていました。

　定年の 2年程前（1986 年末）、突然に熊本電波高

専の校長として就任するよう依頼がありました。全

く知人もいない熊本に転出するのに迷いがありまし

たが、若い頃から熊本バンド（日本のプロテスタン

ト、キリスト教の 3つの源流の一つ）を通じて熊本

のことはよく知っていました。そこに新しい夢があ

りそうで、研究の第一線からはあっさり引き下がり、

校長の職務に専念する決心を致しました。

　本来私は人前で話をするのが苦手ですが、高専の

学生に中身のある話をしたくて、話の種を探すため

に熊本出身の人物や郷土の歴史、地場産業などを手

始めに、日本内外の産業科学、技術、経済から一般

教養に至るまで、関係のありそうな図書や雑誌なら

びに新聞に目を通していました。全学生に対しては

入学式、卒業式の公式の式辞だけでなく、体育祭、

文化祭、始業式、期末の終業式に至るまで、丁寧に

原稿を作り、新しい話の種を織り込むよう努めまし

た。また、4学科の新入生と卒業生には各クラスを

巡回し、少し気楽な話しをする機会を持ちました。

窓同 レ ー会 投 リ稿

おかげで、再び読書の習慣がついたようです。

　7年間の任期中いくつかの目標を掲げていました

が、何れもほぼ達成できて、多少の満足感を持って

大阪の自宅に引き揚げました（註１）。

年金生活に入ってからは、散歩、旅行やボランティ

ア団体の仕事で外に出掛けたとき以外は、知的好奇

心の赴くまま読書を楽しんでいます。最近は地域の

公立図書館が整備され、インターネットで検索すれ

ば簡単に必要な図書を手にすることが出来ます。図

書を受け取りに行ったついでに、文芸春秋、新潮４

５などの随筆や作品などを拾い読みしています。

1999 年、妻と共に 3ヶ月の船旅に参加し、その時

出会った阿川弘之（今年 88 才で文壇の長老）が毎

月文芸春秋に随筆を執筆しています。彼が紹介して

いる図書をはじめ、昔彼が執筆した図書、イタリア

在住の塩野七生（昔は男性とばかり思っていました

が女性でした）、が 15 年かけて完成したローマ人の

物語全 15 巻、外務省国際情報局の主任分析官（休

職中）の佐藤優の一連の作品、それから司馬遼太郎

対話選集全 10 巻で対談相手に登場するは各界の

人々の著書などがこれまでに読んだ図書です。また

若い頃読んだ懐かしい本は今読み直しても、興味が

尽きません。　　

 昨年、文藝春秋の 9月号に、戸塚洋二氏（小柴昌

俊に次いでノーベル賞が期待されている物理学者）

が癌の宣告を受けて後、「あと三ヶ月死への準備日

記」に、自分自身の死について感じた手記が掲載さ

れています。彼の夫人の手記「夫と最後の時を共に

して」とあわせて読んだのを契機に、昔、私の妻が

癌を告知され、入退院を繰り返した後、最後の 6ヶ

月ほど在宅ホスピス介護を体験したときの記録を読

「私の読書遍歴」

Syogo  Nakamura 

Lorem Ipsum Dolor

episode.3



み直し、又生前、彼女が読んでいた” がんを告知された人々の手記 “数冊を読み返しながら、自分の生き方に

ついて、改めて考えているところです。

  最後に自己紹介を。工学部に新設された電子工学科の最初の助教授に採用され、学科創設時の雑用がほぼ終

わった 3年目、ペンシルバニヤ州立大学の E.W.Mueller の研究室で研究に参加し、2年の任期が終わる頃、産

研から招聘の声がかかり、帰国して間もなく 1965 年秋、新しく転換される部門を 0から立ち上げ、名称を表

面電子物性部門として頂き、その部門を担当しました。研究室が成熟期に入った頃、例の大学紛争に巻き込

まれ、学生生活委員、評議員、学生部長に次々と任ぜられ、さらには研究費を獲得するために出歩いて、腰

を落ち着けて実験研究に打ち込む機会も少なく過ごしました。今考えるとアメリカの 2年間が最も楽しく研

究に専念できた気がします。尚、私の研究室で最初に大学院博士課程を終えた岩崎裕教授が昨年春産研を定

年退官し、自分も過去の人として忘れられて行くのを実感しております。独りよがりな文章になり恐縮です。

83 歳の老齢に免じてお許しを。

（註１）「高専校長始末記」；生産と技術　vol.47、No.1 (1995) ｐ５～８ 大阪大学生産技術研究会発行

Lorem Ipsum Dolor

掲 示 板

　平成元年に産業科学研究所（金丸研究室）を卒業して、松下電器産業㈱（現パナソニッ

ク㈱）に入社して、20 年になります。最初の５年間は、技術本部内で、産研時代と同じく、

材料分析（解析）および分析方法の研究に従事しました。その後、不本意にも、生産技

術部門へ転勤となり、グラファイト材料の開発に３年間、プラズマデイスプレイの生産

技術の開発に５年間従事しました。このように、13 年間は技術者として業務に励みま

したが、現在から、７年前に知財部門に希望して移動しました。そして、１年ほど前に

弁理士となりました（写真１: 弁理士会の祝賀会）。

　技術者時代は、産研時代と同じく１つのことに打ち込んでおりましたが、うま

くいかないことが多く、また、自分で自由に進めることができず、知財部門へ移

動させていただきました。

　知財部門では、米国特許商標庁での特許の面接審査、ドイツでの他社侵害調査（写

真２: ドイツの展示会、写真 3: ドイツでの写真）、日本特許庁での面接審査、他社

とのライセンス交渉、弁理士会の研修会、弁理士クラブでの勉強会などを経験しま

した。技術者時代とは、大きく異なり、社外の方との交流が多く、楽しく過ごして

おります。

　また、現在、業務とは別に、近畿弁理士会の知財立国サポート委員会の委員とし

て、中小企業、大学関連の知財活動（知財セミナー、知財授業、無料相談）を支援

しております。産研時代の研究者としての経験、会社での技術者の経験から、研究

や技術開発を応援したいと考えております。特に、知財に費用、時間をかけることができにくい中小企業、

大学を応援したいと考えております。

　知財に関することで、お困りのことがありましたら、ご遠慮なくメールください。何かのお役立てばあり

がたいです。 　( 連絡先 ( 自宅）：daido@kcn.ne.jp)

　 近況報告　 「弁理士となって」　 光明寺 大道さん

　　　　　　（写真１）

　　　　　　（写真２）

　　　　　　（写真３）



　 いちょう祭（産研一般公開）のお知らせ
今回の産研のテーマは、「？」を「！」にかえてみよう！

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。

産研同窓会（SANKEN Alumni Association）

繋がる産研ネットワーク

　大阪大学いちょう祭の一環として、今年も、５月１日 ( 金）、２日 ( 土）の

2日間、パネル展示や施設見学、紹介ビデオを通して、産業科学研究所を一

般公開します。

　期間中、どなたでも産研を自由にご覧いただけますが、テーマ別の研究室・

施設見学ツアーもあり、お子様でも参加できる体験コースもあります。

　また、今回初の試みとして、5月 2日限定で、産研サイエンスカフェをオー

プンします。

”「？」を「！」にかえてみよう” をテーマに、産研の学生たちが産研での研

究についてわかりやすく、魅力的にお伝えします。お茶を片手に、科学につ

いて気軽に話し合ってみませんか？事前予約は不要で、入退場は自由です。

お茶とお茶菓子を用意してお待ちしています♪

 　ゴールデンウィークも間近となりましたが、春風を感じに外へお出かけに

なる際は、在籍されている方はもちろん、OBの方々は懐かしい場所を訪れる

機会として、ふるってお越し下さい。

お問い合わせ：
TEL：０６－６８７９－８５２４（広報室）      /        URL :  http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/

　 産研にナノテクインキュベーション棟を建設します。

「キャンパスに咲く花 ー阪大豊中編ー 」
　大阪大学出版会より、昨年出版された阪大吹田編に引き続き、「キャンパスに咲

く花　阪大豊中編」（工学研究科福井希一・栗原佐智子  編著　定価 1995 円）が刊

行されました。阪大豊中キャンパスに咲く花々を春夏秋冬に分類し、植物全２４５

種とそこに生きる小さな命 600 点を越すカラー図版で紹介されており、身の回りに

あふれる豊かな自然資源を知ることができる本です。ご興味のある方はぜひご覧下

さい。　　　　お問い合わせ：大阪大学出版会 (TEL：06-6877-1614)       

BOOK

　平成 23 年 3月竣工を目標に、産研敷地内にナノテクインキュベーション棟を建設することになりまし

た。１階と地下１階は産研試作工場、2階はナノサイエンステクノコアとして産研を中心とするネットワー

ク型全国共同研究拠点構成研究所や大阪大学の他研究科からの共同研究ラボ、３～４階は、産研と共同

研究をするナノテク関係の企業の方に入居していただくレンタルラボ、、５階は大阪大学教育機器リノ

ベーションセンター（解析機器の共同利用施設）となる予定です。産学連携によるオープンイノベーショ

ンを加速するオンキャンパス型インキュベーション施設として、関西経済の活性化にも大きな貢献をし

ていきたいと考えています。

〒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/


