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＊退職者のご挨拶

＊「産研大陸」



　平成 21年 12 月 3日、大阪大学銀杏会館にて、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月に産研インキュベーション棟が完成することか

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。

　また、当日は産研創立 70 周年記念講演会（学術講演会）も開催され、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 21 年度会計報告

○  収 入　：　３２２，８５８円

  　（内訳）　   ３１７，６６３円（昨年度繰り越し）

　                          　５，０００円（産研同窓会終身会費）

　                          　　　１９５円（その他）

●  支 出　：　        ３，４８０円（会報の送料）

☆  来年度繰り越し　：　３１９，３７８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。

　平成 22 年 3月 18 日、３月末で定年退職される方々をお送りする茶

話会が開催され、多数の教職員、学生が参加しました。

　はじめに、山口所長より開会の挨拶と産研のためにご尽力いただいた

方々に対する感謝の意をこめた送別の辞が述べられました。続いて、小

林教授より延谷宏治助教の、山口所長より仲田昇事務部長のこれまでの

経歴及び業績等の紹介がありました。また、延谷助教、仲田事務部長が、

産研での思い出と今後の産研への期待等を込めて退任のご挨拶をされた

後、花束が贈呈されました。引き続き、谷澤教授による乾杯の発声があ

り、終始和やかな雰囲気で歓談し、ラストは参加者全員の拍手でお二人

をお送りして茶話会は閉会しました。



      

万国博覧会開催の１９７０年３月半ばから、当時の放射線応用計測部門に勤務して、主にコバ

ルト棟で大小様々な線源、エックス線非破壊検査機器操作などに従事した。その傍ら、今でこ

そ良く知られているプラズマディスプレイでの基礎的な実験、照射真珠に代わる着色真珠の製

品化にも携わった。また、湯川先生から「開発中のクラブヘッドの非破壊検査で気泡などの状

況把握が可能か？！」では愉しみながら試験したこと。その後、放射線計測の熱 ( 光ほか ) 刺激

電子放出現象の解明に遁走し、川西教授の退官後も「溶解ルミネッセンス線量計」をたった一人で研究しているとき程辛

い？思いをしていたのも、周りの方々に支えられたなあ～と思い出せます。その間、コバルト関連機器の安全管理にも目

を向けていましたが、学内開放時の見学者からの声で「なあ～んだ！分かり難いね」との言葉によって、安全管理に関す

る配慮に退職まで精を出した次第です。その蔭には原子力の飯田先生を始め、ＲＩセンター、医学部、産研その他の方々

による力添えがあってのことであり、この場を借りて感謝を申し上げます。産研も新棟が立ち並び表向きだけで無く、中

身の充実もこれからの課題として、色々な方々の力の結晶を創出されますことを願っております。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

池田　稔治    ( 量子ビーム発生科学研究分野　助教 )

平成 22 年 3月定年退職者 (50 音順）

池田稔治助教 ( 量子ビーム発生科学研究分野）、川合知二教授 ( バイオナノテクノロジー研究分野）、仲田昇事

務部長、延谷宏治助教（半導体プロセス材料研究分野）、山本保技術専門員 ( 技術室）

【退職のご挨拶】

    

3 年前に楠本会館前の桜に迎えられたのを、昨日のことのように思い出します。

薄く染まったピンク色の今年の桜からは、ほのかな物悲しさを感じ感傷的になるのは、定年退職

を迎えるからなのでしょうか。

　この間、アライアンスの予算要求、研究所の改組、共同研究拠点の認定申請、インキュベーショ

ン棟の建設などなど多くの貴重な経験をいたしました。

　特に、アライアンスラボの北大との覚書や５大学による拠点の協定書については、研究所のみ

でなく大学本部間とのタフな交渉が必要でした。

　法人を超える新たな取り組みであることや各大学の歴史、文化により考え方や手続き手法などの微妙な違いで多くのや

りとりがありましたが、先生方のご尽力で締結ができたときは本当に安堵いたしました。

　所長や役員会の先生方のご支援を始め、他の多くの教職員の方々のご協力をいただきましたことに、紙面をお借りして

改めてお礼を申し上げます。

　進化し続ける産研に敬意を表し、更なる発展をお祈りいたします。

仲田　昇　（事務部長）



延谷 宏治　（半導体プロセス材料研究分野 助教）
    30 年弱産研に在職したことになります。付近が万博跡地の広々とした景色であった頃と比べ

ると随分変わりました。キャンパス内にも新館が林立し、更地を見ることはほとんどなくなりま

した。大学の中身も法人化によって大きく変わりました。

私も時を同じくして大病を患い、小林先生には公私に亘って大変お世話になりました、心より感

謝いたします。研究室のスタッフの皆さん、学生院生の皆さんにもお世話になりました、産研の

先輩、同僚、後輩の方々には色々教えられ、お世話になりました、大いに感謝いたします。

若い皆さんにとって産研が、まっとうにのびのびと仕事、勉強ができる環境であることを心より願っています、しばらく

は体調を見ながら、京都工芸繊維大学で教えることになります、どうも長い間有難うありがとうございました。

山本 保　（技術室　技術専門員）
   昭和 44 年に大阪大学の技官として採用され、産業科学研究所附属放射線実験所のコバルト

60 ガンマー線照射装置を担当しました。当初、放射能、放射線など全く知識が無い状態で高レ

ベル放射線源の取り扱いには戸惑い（少々恐怖）を感じていましたが、研究室のセミナー、雑

誌会等に参加させていただき、また放射線応用計測部門の先生方から放射線物理、化学など多

くのことを教えていただき、徐々に環境に慣れてきました。昭和 52 年には「強力極超短時間パ

ルス放射線発生装置（L- バンド電子線型加速器）－Lバンドライナック－」の建設に携わりまし

た。そして、完成後 Lバンドライナックの保守、運転に従事しました。

     L バンドライナックの修理、改良、保守の経験を基に、平成元年に「S－バンド電子ライナック」の建設を設計から組

み立てまでを一貫して自分達で行いました。この仕事で私は、多岐に亘る技術の習得ができ、自分の技術にやりがいと、

達成感、技術屋としての誇りが持てたように思います。

    このように技術支援を通して、多くの先端技術を教えていただき本当に有難うございました。特にお世話になりました、

故川西先生、菊池先生、大熊先生、津守先生、吉田先生には改めて厚くお礼申し上げます。

最後に、今後も、産研が益々発展することを心よりお祈り申し上げます。

　2010 年３月、産研敷地内にインキュベーション棟が完成しました。インキュベー

ション棟は、全国初のオンキャンパス型のインキュベーション施設で、棟内に開設

する企業リサーチパークを通じて産学連携を推進することを目的として建設されま

した。地下１階と E階は産研試作工場、1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、2～ 3階は産研と共同研究をする企業の方に入居していただ

くレンタルラボ、4階は大阪大学科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）です。

　6月9日には竣工披露式典を開催し、企業関係者を中心に約140名が出席されました。式典は、山口明人所長の開会の辞、

鷲田清一総長による挨拶に引き続き、文部科学省研究振興局学術機関課課長補佐渡邊和良氏、伊藤忠商事株式会社代表

取締役会長小林栄三氏よりご祝辞を頂いた後、経済産業省近畿経済産業局地域経済部長国吉浩氏による記念講演が行わ

れました。式典、見学会終了後には祝賀会が開催され、財団法人産業科学研究協会理事長安達稔氏にご祝辞を頂いた後、

門田守人理事・副学長の乾杯の発声により和やかな雰囲気で参加者相互の意見・情報交換が行われ有意義な祝賀会とな

りました。

　 産研にあなたの会社の研究室を！

　  【お問い合わせ：産業科学研究所　インキュベーション棟　企業リサーチパーク管理室】

　   TEL: 06-6879-8383   /   E-mail: research-park@sanken.osaka-u.ac.jp     /    HP: http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/research-park/

　　　　



　溝口   理一郎

  「産研教授の研究を活性化する方法を探さないと産研の将

来は危ない！」とは申しませんが、とにかく日常の超多忙

さと研究時間の多さで、体力と若さを失っていく傾向のあ

る教授達を元気にすることは、産研の明るい将来にとって

は重要なことだと信じております。そもそも研究には体力

が必要です。そして、新鮮な発想には若さが必要です。体

力を失い、若さを失うと挑戦する気持ちがわきません。

「まぁ，しんどいから明日にしておこう」とか「ちょっと難

しすぎるからこのテーマは止めておこう」という甘い誘惑

に負けない前向きな姿勢が必要です。これがないと良い研

究は出来ません。人間は弱いものです。甘い誘惑に負けな

いためには強い精神力とそれを支える強靱な体力が必要な

のです。その根本には「若さ」があるというわけです。

　私は産研の教授に昇進させていただいて以来、ずっとこ

の問題に頭を悩ませてきました。自分の研究と同じくらい

重要な問題と認識していたと言えるかもしれません。何か

良い方法はないものか？産研の教授が若返って、昔の活力

を取り戻し，更に難しい研究課題にチャレンジして、目の

覚めるような研究成果が出て．．．うーん，．．．「そうだ！ス

キー旅行に連れて行ってあげよう！」。彼らには自分から「私

をスキーに連れて行って？」と甘える事が出来る訳ないで

すし、そもそもだれに甘えていいか分からないはずです。

きっと、学生時代にはスキーに熱中した人もいるでしょう。

それを多忙を理由に忘れてしまった人もいるでしょう。だ

いたい日本人は勤勉ですが、儒教の影響を受けて休むこと

を恥ずかしく思う傾向があります。教授にまでなってしま

うと、仕事一筋という「格好」をしていないと恥ずかしい

と思っているかもしれません。「趣味に時間を使うなんて、

研究時間が減ってもったいない」と思うようになって、趣

味の時間が減っていって、年をとるにつれて体力が落ちて

行くのに輪をかけて、ゆとりが無くなって、体も気持ちも

委縮してしまって、結局研究の活力が失われていっている

としたら、それは問題です。このままでは産研は危ない！？

  そう言う正義感から居ても立ってもいられずに、1995 年

に立ち上げられたのが産研教授スキー同好会です。という

のは真っ赤な嘘です。何を隠そう、私が産研教授スキー同

好会を立ち上げたのは完全に個人的な理由でした。実は 30

年ほど前に産研に来てからは、正月付近に家族で一回、１

月末に研究室で一回、３月に研究室の卒業生を呼んで一回

と、年に３回スキーを楽しんでいたのですが、子供が大き

くなって家族では行かなくなり、最近のスキーブームの衰

退で研究室として行くスキーも春一回になってしまったの

で、何とかして年に二回を確保したいというのが大きな動

機だったのです。なんと言いましても冬は卒論・修論のシー

ズンですので、学生に研究しろと号令をかけておいて、自

分が私用でスキーに行くというのはさすがの私でも抵抗が

ありました。スキーに行く「大義名分」が欲しかったのです。

スキーに行く「必要がある」という状況を作らないと、こ

のままでは年に２回スキーに行けなくなってしまう。何か

いい方法はないものだろうか．．．「そうだ！教授をスキーに

連れて行ってあげることを口実にしよう！」「教授会でス

キーに行くので、” 私は参加しなければならない” というこ

とにすれば大きな顔をしてスキーにいけるぞ！」というこ

とに気付いた時の嬉しさといったら、研究上の難しい問題

を解いた時と同じくらいの快感を覚えました。

　と、いうことで始まった産研教授会スキー同好会ですが、

初回の行き先は栂池スキー場でした。教授９名の参加があ

りました。往きは夜行バス、帰りは松本空港から飛行機と

いう変則的な行程でした。今もハッキリと目に焼き付いて

いることがあります。当時はまだスキーヤーも今よりはた

くさんいまして、スキー客の殆ど全員が 10 代と 20 代前半

の若者です。我々のグループは９人という大所帯でしたの

で、バスの座席は一番後ろでした。たまたまバスに乗り込

んだ順番が一番最後だったので、前の入り口から最後まで

通路を歩いて行ったわけですが、先に乗っている若者全員

に驚きの表情で我々全員はまじまじと見つめられたのです。

平均年齢は 55 歳でした。そして、何人かの参加者は遊び

着を持っていなかったのか普通のブレザーを着ていたので、

それはそれは違和感満点のおじさん集団がスキーの夜行バ

スに乗り込んできたのですから、若者達は驚いたに違いあ

「産研教授の研究を活性化

Riichiro  Mizoguchi 

Lorem Ipsum Dolor
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する方法」



りません。そうそう、もう一つ印象に残った思い出があり

ます。泊まった旅館にカナダとオーストラリアからワーキ

ングホリデーでアルバイトに来ている妙齢の女性が二人い

たのですが、彼女らは英語しかできないので、彼女らに給

仕してもらっている周りのお客さん達は小さくなっていた

のですが、我々おじさん軍団は格好良く彼女たちと会話を

楽しんで大いに株を上げたことです。

　みんなで一緒に寝泊まりすると楽しいことがたくさんあ

ります。まず、先生方の意外な側面を垣間見ることが出来

ます。例を挙げますと、あの物静かで落ち着いている元田

先生は実は極めてせっかちなのです。ひげを剃る時に電気

ひげそりの動かし方の早さと言ったらそれはもう尋常では

ありません。普通の人の倍くらいの早さで顔をこすり回し

ます。驚きです。そして、無駄話をしていて聞いたことで

すが、アメリカ出張から帰ってきた時に、関空に着いてす

ぐに、関空においてあったマイカーで水戸まで一人で運転

して行かれたことがあるそうです。800kmはあるでしょう。

信じられない体力の持ち主でもあったことが分かります。

元田先生は毎年体重が増えてお腹周りがどんどん成長され

て、スキーウェアが着れなくなったり、最後にはお腹がつ

かえて自分でスキー靴のバックルを留められなくなってし

まったのです。そうすると、一緒に来ているご自分の研究

室の鷲尾助教授に「鷲尾くーん，ちょっと靴のバックルを

留めてくれない？」と言われるのです。すると、鷲尾先生

は何の抵抗もなく、跪かれて留めてあげながら「これが本

当の『助』教授です」と言って爆笑を誘いました。こんな

和気藹々とした光景は産研にいる時には絶対見ることが出

来ないと思います。スキー旅行の大いなる楽しみの一つで

す。

  今は基礎工に移られた吉田博先生もおもしろい方でした。

凄い自己流で滑られるのですが、とにかく休憩がお好きで

した。いないと思ったらまず近くの休憩所を探すと見つか

るのでした。田川先生の風呂好きも相当なものです。確実

に 1時間は入っておられます。そうそう、大きなお風呂に

みんなで入るのも楽しみの一つです。裸のつきあいとよく

言いますが、実際お風呂につかって疲れを癒しながら語り

合っていると何とも言えない親しみ、そして連帯感が生ま

れます。そして極めつけは夜お酒を飲みながらの会話です。

心地よい疲労と満腹の和やかな雰囲気の中で、酔いが回る

につれて自然と普段は出来ない深い会話が生まれます。「次

の所長はだれ？」「そう言うあなたが候補者では？」「だい

たい第 n研究部は最近どうなっているんですか？」「そんな

こと言われても．．．」「准教授にも任期制を導入するなんて

非常識きわまりない」「え！何ですって？任期制導入は当然

でしょう」「定年教授がいつまで

も居残っているのはどうも．．．」

「教授が退職する時には原則として全ポストを空席にしてお

くべきです．．．」「そんなばかな！」「だいたい X教授はそう

やっていつも極端なご意見をおっしゃいますが…」こうやっ

て夜が更けていきます。翌朝、皆さんは早起きで 6時に起

きて朝風呂を入る方もいらっしゃいます。そして、8時過

ぎにはもうスキー場へ出発する準備が出来ているという元

気さです。

　Recreation とはまさしく言い得て妙であり、仕事を休ん

で思い切り楽しんで、新しい自分を再生産するわけです。

初参加していただいたある教授に、「強く誘われて渋々来ま

したが、本当に楽しめました。無理矢理連れて来ていただ

いてよかったです。そして丁寧なゲレンデ案内にも感謝し

ます。」と言っていただいたことがありますが、スキー同好

会を立ち上げて良かったとつくづく思った次第です。（独り

言：しかし、私の勧誘はそんなに強引だったのかな．．．）

　ちなみに、最近のスキーツアー (１５回目 ) の参加者は、

卒業生：権田名誉教授、田川名誉教授

転校生：田畑教授 ( 東大 )

第 1研究部門：朝日教授、鷲尾教授、溝口

第 2研究部門：谷村教授、金崎准教授

第 3研究部門：笹井教授

ナノテクセンタ－：吉田教授 ( 急用で不参加 )、安蘇教授，　

　　　　　　　        白井准教授

総合解析センター：鈴木准教授

というように全所的に広まっていまして、年に一度仕事を

忘れて自然の懐に包まれて心身ともに refresh しています。

　そう言えば，最近の産研の業績のすばらしい右肩上がり

の傾向とスキー同好会の活動とはぴったり一致しています

が、それがスキー同好会効果によるものかどうかは全く関

係がないと言えなくもないと言うことを完全に否定できる

とは限らないと言えなくもないかもしれません。 

2005 年 1 月北海道のルスツリゾートスキー場にて。
( 左から権田名誉教授、田川名誉教授、沼尾教授、       
  谷村教授、金崎准教授、元田名誉教授 )
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