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第 6回産研同窓会総会を開催しました。

　平成 25年３月９日、産研所長室において、産研同窓会総会を開催しました。

　総会は、八木所長（副会長）の司会により、活動報告等に加え、役員の交代や産研

の現況報告が行われました。また、今後の活動方針等の意見交換が行われました。

　　また、当日は谷澤克行教授と山口明人教授の最終講義も開催され、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 24 年度会計報告】

○  収 入　：　３２６，８３３円

  　（内訳）　   ３１７，７５６円（昨年度繰り越し）

　　　　　　　　 ９，０００円（永年会費）

　                          　　 　　７７円（その他）

●  支 出　：　      ３３,  ４２０円

　　　　　　　  ３０,   ０００円（二井將光先生講演会費用）

                          　       ３，４２０円（会報の送料）

☆  来年度繰り越し　：　２９３，４１３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。

 【役員リスト：平成 25 年 4月 1日現在】
会　　長    權田　俊一　名誉教授（20 代所長 )　
副  会  長　坂田　祥光　名誉教授 (21 代所長 )
 　   八木　康史　所長（所長任期中）
監　　事　弘津　禎彦　名誉教授
                      川西　正光　元事務部長 
運営委員　澤田　正實　元助教授
 　   茶谷　直人　本学工学研究科 教授
        西嶋　茂宏　本学工学研究科 教授　
　　　　　柏原　昭博　電気通信大学 教授　　            
                     鷲尾　    隆　教授
 　   安蘇　芳雄　教授
 　   山口　明人　教授（24 代所長）
 　   誉田　義英　准教授
 　   中川　　正　総務課長

■福井俊郎会長から權田俊一会長へ。 
　新同窓会長 ご挨拶　「え、同窓会長？」　權田 俊一

　はじめから妙な出だしですみません。しかし、これが、前の同窓会長の福井俊郎先生から打診があったときの偽らざる心

境です。というのも、私は大阪大学の卒業生でもありませんし、若い頃産業科学研究所 ( 産研 ) で研究したこともありません。

ちなみに、歴代の同窓会長はみなさん、この二つの条件をそなえていらっしゃいます。そして東北大学出身の友人のことを

思い出しました。彼は某研究所務めののち、早稲田大学の教授になり、大学の理事になりました。早稲田は同窓会活動が盛

んですから、ときどき地方の同窓会に理事として出席することになります。そうすると何学部のいつ頃の卒業ですか、と聞

かれ、肩身が狭い思いになったといいます。私も４月に同窓会長になってから、大阪大学の同窓会連合会の役員の一人とし

て登録されることになりました。届けの用紙に出身学部を書く欄があります。私が役員でいいのかと、事務局に問い合わせ

をしました。かまわない、他の研究所にも他大学出身の役員がいる、とのことでした。若干の肩身の狭さを感じながらも、

これはやるしかないという気持ちになりました。

   研究所の同窓会というのは、どういう性格のものなのでしょうか。同窓会というと、学生がいて卒業して同窓生になると

いうのが普通のイメージです。しかし大学研究所の学生は、本籍は学部なり、大学院研究科にあり、卒業すれば、本籍の同

窓生になります。研究所の同窓会員になるということは、もうひとつ同窓会に入ることです。研究所での生活は、人生で重

要な位置をしめると思いますので、それなりの意味は充分あると思いますが、学生生活を産研で送った同窓生と結びつきの

強い同窓会活動を実際にどう進めればいいのか、まだ具体的な腹案はできていません。学部・研究科の同窓会活動を勉強し

ながら、研究所らしい活動の仕方を考えてゆく必要があります。

   産研も、関係者の努力のおかげで大きくなりました。在籍者は５００人をゆうに越えています。教員、研究者、事務担当者、

     



     

つまり産研で働く人たちはその半分以上です。現在のご時勢にあっては、入れ替わる割合もけっこう多いものと思われます。

産研に勤務した、あるいは、している人たちは、重要な同窓会員 ( あるいは同窓会員候補）です。学部、研究科の同窓会よ

りこの会員の比重が大きいように感じます。私もこのグループの一員です。そうです、このことを意識することにより、私

の肩身の狭さもなくなりました。このグループに対し、どういう活動が必要なのか。これもこれからの勉強課題であり、お

知恵を拝借したい項目です。

   ところで、産研同窓会のホームページをご覧になったことがあるでしょうか。産研のホームページの中に、立派なものが

つくられています。目的や、会則、役員、総会、同窓会通信などが掲載されています。同窓会事業として、親睦会の開催、

研究所関連の講演会開催、その他必要な集会、事業（出版物など）があげられています。福井俊郎前会長は産研の歴史に関

する出版物をつくられました。私のような歴史を知らないものから見ると、貴重な出版物で、代表的な活動例といえるでしょ

う。

    今までも同窓会通信は年２回程度のペースで出されてきました。これからもこれは続けていきたいと思います。また産研

は来年２０１４年に創立７５周年を迎えます。八木康史所長が中心になって記念行事を計画されると思いますが、同窓会と

しても何らかの形で、この行事を支えていきたいと考えています。またこれは弘津禎彦同窓会監事のアイデアですが、講堂

改修工事などで、倉庫に眠っている退職教授の寄贈絵画をこの機会に再展示するのはどうかと思っています。盗難防止策、

説明文の用意などお役にたてることはいろいろありそうな気がします。

    同窓会活動全般に関して、何かアイデアがあれば是非同窓会事務局までご提案いただければありがたく思います。

新米同窓会長ゆえに、皆さまのご協力を切にお願いする次第です。

● 退職者の紹介　　
　平成24年9月30日を以て溝口理一郎教授が退職され、平成25年3月31日を以て谷澤克行教授、山口明人教授
教授が定年退職されました。

掲示板

溝口　理一郎教授
知識システム研究分野

「産研３４年間の思い出」

　1978 年 4月に助手として採用されて以来、長いようで短い３４年間でした。その
頃は情報系の研究室は一つだけであったことを思い出すと、今の情報系の充実ぶりに
は隔世の感があります。助手の頃、角所収教授の研究室で学生達と楽しく遊ぶように
研究をしていました。角所先生には頻繁に教授室に呼ばれて薫陶いただいたことが思
い出されます。教授室の前にトイレがあったのですが、ちょうどトイレに行くときに
教授室に呼び込まれて延々 3時間のご薫陶をいただいたときの辛さは今でも忘れられ
ません。「先生，おしっこ！」と言えなかった可愛い助手時代でした。でも、沢山研
究成果を出したので認めていただいて、助教授にしていただきました。そして、産研
というすばらしい環境のおかげもあり、教授にしていただいてからは、オントロジー
工学一筋に生きてきました。しかし、スキーを忘れたわけではなく、産研教授会スキー
同好会を設立して研究以外でもそれなりに貢献できたのではないかと思っています。
JAIST（※）でも、研究成果をあげるだけでなく、スキーも温泉も楽しもうと思ってい
ます。

※現在、北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）サービスサイエンス研究センター教授



     

山口　明人教授
生体情報制御学研究分野

「産研の思い出」

　私は1996年の1月8日に産研に着任しました。阪神淡路大震災のちょうど１年後です。
教授の先生方のところを挨拶回りしましたら、大半の方がスキー合宿に行って不在でし
た。教授がこぞって毎年スキー合宿というのは何とアットホームなところだと思いまし
たが、その印象は間違ってなかったですね。教員だけでなく、技術職員･事務職員の方々
とも気さくに付き合えて、本当に楽しく充実した１７年間を送らせていただきました。
感謝の気持ちで一杯です。
　川合所長に所長補佐を拝命してから、都合８年間、産研のマネージメントに携わりま
した。実は、産研に着任して最初にやらされたのが耐震改修ワーキングのプラン作りで
した。それ以来、ずっと一貫して耐震改修の責任者をやらされていました。途中補正予
算でいったん改修が決まったのに、ドタキャンになった苦い経験もあったりしましたが、
結局、私が所長の時に全ての改修を、インキュベーションセンターというおまけ付きで
決着を付けることができました。情報ネットワーク室や広報室の立ち上げにも深く関わ
り、川合所長から引き継いだ改革も皆さんの協力で何とかまとめ上げるなど、私にとっ
ては産研そのものが自分のライフワークのような気がしています。後を元気の良い八木
所長が引き継いでくれましたので、産研のますますの発展を大いに期待しています。
　４月からは、特別プロジェクト研究分野の特任教授として、引き続き産研で仕事させ
ていただく事になります。これからは研究の面で産研に貢献していきたいと思いますの
で、どうかよろしくお願いいたします。
　

「産研の思い出」

　私が産研に参りましたのは平成元年 3月のことですので、もう 24 年も経過したこと
になります。当時の所長の三角荘一先生から大阪大学助教授の辞令を拝領しましたこ
とを昨日のことのように思い出します。この間、産研では、平成 7年と 21 年に二度の
大きな改組が行われましたし、平成 13 年には第 2研究棟、15 年にはナノテクノロジー
総合研究棟、そして記憶に新しい平成 22 年には産研インキュベーション棟がそれぞれ
竣工し、産研が組織的にも建物的にも飛躍的に発展するのをこの目で見ることができ
ました。それとともに、産研の教育・研究活動も年を追うごとに活発になってきたよ
うに思います。産研の活動の変遷を「年次報告書」を指標として見みますと、平成 4
年の報告書（実は、年次報告書は平成 4年が第 1号で、メモワーズの方がずっと古く
から発行されていたようです）は、B5版で 137 頁だったものが、平成 6年（5年度版）
からは A4版 149 頁となり、平成 9年から 200 頁を超え、平成 17 年からはとうとう
300 頁を超えるほどになりました。研究室と私個人の思い出としては、助教授時代を
含め平成 7年 11 月に教授に就任してから本年 3月の退職まで、数多くの楽しいことと
ほんの少しのつらい（悲しい）こと、到底紙幅に収まらないほどの色々なことがあり
ました。今はただ、それらが走馬灯のように脳裏を駆け巡っているだけです。長い間、
本当にありがとうございました。

谷澤　克行教授
生体触媒科学研究分野

「産研の思い出」

　産研には、総務課長として平成２２年４月１日に着任し、３年間お世話になりました。
以前、昭和５９年８月から昭和６２年３月に、当時の人事係で係員としてお世話になり、
２０数年の月日を隔て、再び産研でお世話になったわけですが、総務課長に着任して、
以前にも増して活発に研究活動をされている産研を感じたのを覚えております。共同
研究拠点、アライアンスが発足し、インキュベーション棟が完成して、まさに産研が
伸びてゆくという中、あっという間の３年間が過ぎ去りました。この間、多くの研究
成果を挙げられ、さらに伸びようとする産研の一員であったことは、幸せに思ってお
ります。阪大生活の中でも思い出深い部局であり、今後の更なる発展を楽しみにして
おります。
　３９年間の阪大生活を全うできたことは、諸先輩はじめ、皆様の御蔭と、この場を
借りて、感謝申し上げます。
再雇用で、引き続き阪大でお世話になります。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。白濱　三義総務課長　

　　　　　　　　　　　



  　東海自然歩道は、東京の「明治の森高尾国定公園」高尾山から、大阪の「明治の森箕面国定公園」政の茶屋に至る 1697ｋ

ｍの長距離自然歩道である。1969 年に提案され 1974 年に完成した。これをきっかけに道中の高原や湿原、峡谷などが次々に

国定公園に指定された。自然の生態系が存在している場所を公園に指定したことは、国定公園に保護林ネットワークの役割を

もたせ、後の国定公園にあり方に示唆をあたえることになったという。　　

　下の写真は、吹田の阪大工学部GSE コモンイースト棟 15 階のレストラン「Ra Scena」から北東方向を撮ったものである。

政の茶屋からポンポン山にかけてのかなり広い範囲が写っている。下の地図も一緒に見て頂こう。黄色の線が東海自然歩道で

ある。政の茶屋から尾根伝いに最勝ヶ岳、北摂霊園へと歩き、北摂霊園からは泉原に向かって山を下る。しばらく山麓を歩い

て再び緩やかにのぼって上音羽屈折点に行き、そこからはほぼ平坦な道を歩いて竜王山荘に至っている。山荘から竜王山へ登り、

車作へ下って、車道を歩き、高ヶ尾山の右の尾根を乗り越えて萩谷、摂津峡につながる。さらにそこからポンポン山 ( 京都府

との境 ) を経て金蔵寺へと通じ、嵐山へとぬけている。こうしてみると大阪府の東海自然歩道は、山の陰になるところを除い

て阪大からほとんど見えていることになる。

「東海自然歩道・大阪」

Lorem Ipsum Dolor Mountain.5

阪大吹田キャンパス　GSE コモンイースト棟からの風景

山

記日

行
權田俊一の

Shunichi Gonda

東海自然歩道・歩行ルート　Garmin 社 Oregon300 による GPS 軌跡



    大阪府の東海自然歩道は、普通に歩けば３日の行程である。図の歩行ルートを妻の伸枝と、政の茶屋から上の口バス停まで

を 2011 年 10 月 10 日と 11 日にかけて、上の口バス停から南春日町バス停までを 2012 年 7月 10 日に歩いた。これらを全部

まともに書くと長くなるので、ここでは、２日目の図の赤線で記した部分に重点をおいて書くことにしよう。

     政の茶屋から忍頂寺

     紅葉で有名な箕面の滝の上部に政の茶屋がある。ここが東海自然歩道の西の起点で、「東海自然歩道」と書かれた立派な石

の道標がある。ここから小一時間も歩くと標高 540ｍの最勝ヶ峰頂上だ。頂上には開成皇子（かいじょうおうじ）の墓がある。

（筆者の顔写真は開成皇子の墓の前で）　開成皇子は光仁天皇の子で、若くして出家し北摂の山で修行をし、あとで述べるよう

に数々の事跡を残した。頂上から東に向って下ると鞍部にでる。ここは十字路になっていて、南に下れば勝尾寺（かつおうじ )、

北に下れば清水谷だ。

     勝尾寺は、奈良時代初期に善仲・善算の双子兄弟が草庵を構えて修行をしたのが始まりだ。その後開成皇子が両人を師とし

て、大般若経を書き写し、寺をたてて弥勒寺という名にした。第六代の行巡上人は清和天皇の安穏を祈って効験があり、勝王

寺（王に勝つ寺）という名を賜ったが、寺側は王を尾に控え、勝尾寺としたという。

　東海自然歩道は鞍部から東にまっすぐだ。しばらく歩くと北摂霊園で、標高は 580ｍくらいで最勝ヶ岳より高い。霊園と別

れて、森の中の山道を泉原にむかって降りる。小さなダムに出て、標高 400ｍくらいのほぼ平らな舗装路をしばらく歩いた。

やがて、石堂ヶ岡（681ｍ）のゴルフ場への道との合流点に出た。舗装路を少し下ると、府道 43 号線だ。東海自然歩道はこ

こを 200ｍくらい歩いてまた林道に戻る。林道はゆるいのぼりになり、やや開けた斜面に沿って進む。段々畑が広がっている。

野菜畑では農作業している人の姿が見える。その向こうは緑の森だ。東海自然歩道には山道ばかりでなく、こんな里山の道も

ある。  

亀岡街道前の田園風景　
森中央からの道を通ってこの位置へ

開成皇子の墓    最勝ヶ峰頂上

    しばらくは林の中の山っぽい道を歩く。そこから少し下ると、再び府道に出た。泉原だ。素盞鳴尊（すさのうのみこと）神

社の横を通ってまたしばらく里道を歩く。森の中のゆるやかな坂を下ると、茨木から豊能を通って亀岡にぬけるいわゆる亀岡

街道にでる。街道を横切り、街道沿いの緩やかな道を登る。しばらくして東海自然歩道でいう上音羽屈折点だ。亀岡街道とは

なれ、鋭角的に、というより反対方向に山の中の道に入る。森の中の平なせまい舗装路を行く。ここを数百ｍも歩けば、今夜

の宿「竜王山荘」だ。

      宿泊の前に、忍頂寺に行った。東海自然歩道のルートには忍頂寺は入っていないので、自然歩道を忠実に歩こうとすると

この重要な場所がぬけてしまうことになる。ここは、およそ 1100 年前、貞観年中に三澄が国家の安寧を祈願するため建てた

寺院で、忍頂寺という寺号は清和天皇から賜ったものという。織田信長の保護を受けていたが、高山右近が切支丹宗伝播のた

め寺院を焼いて寺領を没収した。現在はその寺院の一坊であった寿命院が残っている。

     竜王山荘から摂津峡

     竜王山荘を、朝 8時 45 分頃出発。忍頂寺にはよらず、まっすぐ竜王山へ向かう東海自然歩道を歩く。交差点から石の階段

をのぼり、さらに緩やかな階段状の道をのぼる。まもなく舗装路に出て道なりに歩いた。右から忍頂寺からの道が合流する。

蛙岩、岩刀山（いわたちやま）、白髭大神などをみながら歩くと、宝池寺だ。

     隣接して八大竜王宮がある。竜王山の信仰は、天然の水に水の神が宿り、竜王は池の中に住む雨の神と考えることによって

いる。八大竜王宮には池と祠がある。宝亀年代の畿内の大飢饉のとき、北摂の山々で修行していた開成皇子はこのことを見聞

して、竜王が住むというこの山に登って池を掘り、八柱の竜神を招いて雨を降らせ、庶民を救った。以来、旱魃のときにはこ

     



の池のほとりに壇を設けて雨乞いの祈祷が行われるようになったという。

     宝池寺からすこし登ると、信楽のタヌキの置物があり、ここで右に方向転換。すぐに山頂部だ。竜王山は遠くから見ても、

丸餅の頭のような形をしているが、登っても山頂部は広く平らで三角点は注意しないとわからない。山頂の南部に木で組ん

だ立派な展望台がある ( 左の写真 )。

    私達は穴仏から岩屋をまわるルートをとるつもりでいたが、展望台から真下に見えた東海自然歩道を歩いてしまった。よ

く言えば、東海自然歩道にそって忠実に歩いたことになる。この道はほぼ南に向かってひたすら下るルートで、次の目的地、

車作（くるまつくり）に向かう効率的なルートといってもいい。下りきると舗装道路にでた。このまま下ってしまうと、行

くつもりでいた岩屋へ行かないことになる。岩屋は開成皇子が、心の修行をされた、というところで、それに興味があった

ので、行って見ることにした。

竜王山麓　岩屋　
左は全体像
中央の白点は筆者
右は岩屋最上部

　 ほんとの岩屋までは舗装路は続いてなく、手前の岩屋という地名のところまでが舗装路だ。しかしこの道、萩が多く、花

がきれいに咲いていた。伸枝と「ここは萩街道だね」といいながら歩いた。舗装路の終点では一人の男性が望遠レンズをつけ

たカメラをおいて空を眺めていた。何を撮るのか聞いたら、「鷹がくるのを待っている」そうだ。いろいろな趣味の人がいる。

そこから少し山道を歩くと岩屋だ。岩屋は高さ30ｍの巨岩で中腹に大きな割れ目があり、胎内潜り鉄梯子がある。これをつたっ

て頂上まで登れるというので、トライしてみた。中の写真の中央の白い点が筆者だ。この辺はまだいいが、右の写真に示す最

上部は足場がはっきりしない岩場で、鎖をもって腕力で身体を持ち上げないといけない。もう若くはなく（このとき 75 歳）、

まえに鉄鎖で痛い目にあっているので、これを登るのはやめにした。それにしても開成皇子はどういう修行をしていたのだろ

う。「心の修行」と書いてあるのがミソかもしれない。

     岩屋から少し歩いて穴仏をみて、負嫁岩（およめいわ）へ行った。説明板によれば、｢この付近はよく働くことで有名だが、

ある村からきた嫁が激しい労働に耐えかねて怠け心を起こし、毎日この岩に座って憩っていた。ある日この岩に住む天狗が嫁

の前に現れて、叱り、岩の上の松の木にくくりつけた。そのまま天狗は消え去り、嫁は食べることもできず餓死した｣という。

そこから引き返し、車作への分岐点に戻ったのは 12 時前、岩屋往復に 1時間半以上かかっていた。東海自然歩道のほかに、

竜王山自然歩道というのがある。これは忍頂寺から宝池寺、竜王山、負嫁岩、穴仏、岩屋を通るもので、竜王山そのものを楽

しむには、東海自然歩道より竜王山自然歩道の方がよさそうだ。

　分岐点からは杉が多い森の中を行く。すこし開けたところにでた。「清水廃寺、経塚」という看板がたっている。このあた

りの山腹には寺院に関係する字名が残り、鎌倉―室町時代の古瓦が散布することから、忍頂寺、大門寺とともに文献にみえる

清水寺の跡だろうという。そばにはお堂と経塚碑と書かれた石塔がたっている。この経塚は高山右近が切支丹を信仰し、清水

寺を焼いた時、その僧徒が逃れて経文を埋めたという伝説の地だという。忍頂寺といい、清水寺といい、当時の仏教に関係し

た人たちにとっては、高山右近は恐ろしい存在だったろう。高山氏は摂津の国の領主であった。右近は父友照の影響で 12 歳

で洗礼を受けた。歴史的にはいろいろな事件があったのち、高山父子は高槻城主となった。この時代に、領内の多くの神社仏

閣は破壊された。この後、織田信長、豊臣秀吉に仕えたが、バテレン追放令がだされ、右近は領地、財産すべてを捨てて加賀

の前田利家のもとに行き、庇護を受けている。徳川の時代になり、家康の切支丹国外追放令を受けてマニラにわたり、そこで

死去した。右近は、軍略、建築、茶道にすぐれ、人格的はまっすぐな人だったようだ。ただ仏教には迫害を加えたため、高槻

周辺には古い神社仏閣がほとんど残らず、古い仏像も少ない。残念なことだ。

     この山腹から下のほうは、車作（くるまつくり）という珍しい地名だ。その由来は、昔このあたりでは良質のケヤキが産

 

竜王山頂の展望台



出され、車や建築用材に利用されていた。白鳳時代の天智天皇のとき（660 年頃）に御所車を造って献上したことによるとか。

少し下ると、「畑中権内の深山水路」というのがあった。宝永の頃（1704 年）車作村庄屋畑中権兵衛 ( 晩年権内 ) が用水の不

自由をなくそうと約20年の歳月をかけて完成させたものだ。これにより、車作はおおいに繁栄したという。いまはコンクリー

トの用水路となって活用されているようだ。下れば安威川だ。東海自然歩道は車作大橋を越えて、向かいの山に取り付くよ

うになっている。

    車作大橋を通っているのは、茨木亀岡 46 号線だ。自然歩道はその下の小さな橋を渡って安威川の対岸に渡る。そして少し

登って 46 号線に出る。川を見ながら、左岸の 46 号線を歩く。片側 1車線でダンプが猛烈な勢いで行きかうが、歩道はない。

身の危険を感じながら車道を歩いたが、勿論景色を鑑賞している余裕はない。この場所は最悪の自然歩道だ。

     ようやく、山側に入る道のところにでた。急いで道を横断し、山道に入る。ほっとした。ここには「竜仙の滝」への方向

を示す東海自然歩道の標識と「阿武山」を示す武士自然歩道の標識がならんで立っている。安威川に注ぐ支流の沢沿いに樹

林帯の中を登る。15 分ほどで竜仙の滝だ ( 左の写真 )。約 13ｍの高さから水が岩にあたりながらもほぼ垂直に落ちていて、

周りの風景とマッチして美しい。沢筋の滝からはなれ、高ヶ尾山につらなる尾根に向かって急坂を登る。登りきると杉林の

中の比較的楽な道だ。間もなく阿武山に通じる武士自然歩道との分かれ道だ。平坦な尾根を過ぎると、道は萩谷に向かって

下り始める。笹に覆われた狭い道などを進んでゆくと、稲田のだんだん畑、そして人家が現れ始めた。やがて車道にでた。

府道萩谷西五百住線で、近くには萩谷バス停、中萩谷バス停がある。

     府道をほんの少し歩いて左の狭い道に入る。萩谷から摂津峡に通じる道だ。まだ人家があり、キウイなどが植えられている。

今度は斜面につくられた竹林の中の笹の葉の道。雰囲気はどんどん変わる。次は杉の林の中。森の雰囲気を楽しみながら歩い

てゆくと、萩谷総合公園に出た。この公園は面積 35ｈａの広い高槻市立の総合運動公園。サッカー場、野球場、テニスコー

トなどがある。サッカー場と野球場の間にある谷沿いの道を下る。

      萩谷総合公園をぬけると、完全に山道の雰囲気の下り坂だ。やがて沢に出た。きれいな滝があった。摂津峡公園の一部、

白滝だ。三段くらいに分かれ、下に落ちるほど幅が広くなっている。沢沿いに下ってゆくと、やがて摂津峡の本流にぶつかる。

角には茶店もあり、人も歩いている。この辺は摂津峡の上流にあたる。上流の上の口（かみのくち）から下流の下の口までの

渓谷約 4ｋｍには奇岩、断崖などが続き、名勝に指定されている。右岸の 37.2ｈａは風致公園になっている。東海自然歩道は

このまま上の口へ向かうので、摂津峡の核心部は通らない。それでも峡谷のよさは充分に感じられる。

     この日は、上の口バス停からバスで高槻駅に出て、ＪＲで宝塚の自宅に戻った。

    神峰山寺からポンポン山

     上の口バス停から、神峰山寺（かぶさんじ）、本山寺（ほんざんじ）の道標にしたがって北へ向かう車道、枚方・高槻線に

沿って歩く。程なく原立石のバス停で、ここから車道とわかれ、やや細い道に入る。

道の両側にたてた柱に棒を渡し、そこに吊るした縄に何かを結びつけてある。「勧請掛」（かんじょうかけ）というのだそうだ。

自然歩道はここで舗装路と別れ、沢沿いの山道に入る。沢から上に登ると舗装路に出た。神峰山寺の門前だった。

　神峰山寺は天台宗に属し、毘沙門天を本尊とする。役の行者小角（えんのぎょうじゃおづぬ）が開山し、宝亀年間（770 年

頃）に開成皇子が創建したという。ここも開成皇子だ。光仁天皇勅願所の札がかかる赤い仁王門を通って真っ直ぐ進むと、左

に寂定院、宝塔院（本坊）、正面に本堂がある。本堂の奥には、光仁天皇の分骨を納めた十三重塔、本堂の裏の山の斜面の木

立の間に開成皇子の理髪塔という五重塔がある。光仁天皇は開成皇子の父だ。

 

龍仙の滝

摂津峡
上の口付近から下流を
望む



　仁王門に戻って、右側の舗装路を本山寺に向かって歩く。神峰山寺は標高 170ｍ、本山寺は 520ｍで、二つの寺の間の距

離は 3.4 キロ、1時間強の歩きだ。

　本山寺は天台宗に属し、毘沙門天を本尊とする。役の行者小角が開山し、宝亀五年（770 年頃）に開成皇子が堂舎を改造

し祝国道場を開いたという。本山寺の門は茶系の木造の門だ。白い蛇が彫り付けてある。庫裡に行く前に右折して階段をの

ぼると本堂だ。本堂の右を抜けるとポンポン山への道につながっている。

　この道を歩いて行くと、間もなく東海自然歩道との合流点に出た。道標には、ポンポン山まで 2.6 キロとある。標高差は

150ｍほどだからゆるやかな道だ。このあとは木立の中の平坦な道を進む。ポンポン山への分岐の登り口に着いた。

丸太の階段を少し登れば、標高 679ｍの頂上だ。この山は正しくは加茂勢山というが、頂上に近づくにつれて足音がポンポ

ンとひびくことから通称ポンポン山と呼ばれている。前に来たときと比べると、人工物が多くなり、雰囲気が少し変わった

ように思えた。

　ポンポン山から分岐に戻り、東に向かって進む。杉谷と釈迦岳の分岐のところに来た。東海自然歩道は杉谷に向かっている。

東海自然歩道の大きな看板を過ぎると、間もなく善峰寺（よしみねでら）と金蔵寺（こんぞうじ）との分岐だ。左に曲がると、

道は沢に沿って北に向かっているが、金蔵寺は右の尾根の向こう側だ。しばらく歩くと、舗装路の右側に尾根の切れ目があっ

て、その間を山道が通っている。

　峠をぬけるとやがて金蔵寺の付近に出た。金蔵寺は、淳和天皇陵のある小塩山（642ｍ）の南東斜面中腹に位置し、元正

天皇の勅願によって奈良時代初期の養老 2年（718 年）に隆豊禅師（りゅうほうぜんじ）によって創建された天台宗のお寺だ。

黒がわらをのせた赤い仁王門は、立派で迫力がある。これをくぐると本堂まではひたすら直線的な階段の登りだ。本堂の建

物も気品があっていいが、その前の庭のたたずまいがいい。モミジの緑の葉は秋の紅葉の美しさを連想させた。本堂の横に

は小塩山への登山路がある。

     東海自然歩道は、金蔵寺の次は花の寺（勝持寺）が目的地になる。このときは途中でコースを外れて、南春日町へ出て、

自宅に戻った。　

     大阪府の東海自然歩道を歩いてみると、最勝ヶ峰、勝尾寺、八大竜王宮、岩屋、神峰山寺、本山寺と、かっての開成皇子

の縄張りを歩いている気がする。これもこの自然歩道の魅力の一つだろう。

　　平成 25 年 5月 2～ 3日に、阪大いちょう祭の一環と

して、産業科学研究所では「産業の未来を支えるサイエンス」

をテーマに研究所を一般公開しました。研究室の一般公開

では、普段はなかなか見ることができない装置を実際に近

くで見ていただいたり、実験やパネル展示で産研の研究を

紹介しました。また、お子様も科学を楽しめる体験型として、

ネジの科学、簡易温度計の作成、ガラス工作を実施し、子

供から大人まで幅広い年齢層の方が、2日間で総勢 289 名

が産研を訪れ、産業の支えるサイエンスを体験していただ

きました。

● 今年も「いちょう祭」で産研を一般公開。
　2日間で来場者 289 名！

● 今年の産研フェスタは 7月 12 日 ( 金）に開催
　産研の夏の恒例行事、産研フェスタを、今年は 7月 12 日 ( 金）１７：３０から産研講堂で開催します。

研究室等による模擬店も出展予定です。当日券も発売いたしますので、ご都合がつく方は産研を懐かしむ機会として

ぜひご参加ください。



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/

ご意見ご要望等ございましたらいつでもご連絡ください。
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