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第 7回産研同窓会総会を開催しました。

　平成 26年３月 5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、權田会長の司会により、活動報告等に加え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。

     

 【平成 25 年度会計報告】

○収入　：２９４，４４９円

　　　　　（内訳）

　　　　　２９３，４１３円（昨年度繰越金）

　　　　　　　１，０００円（永年会費）

　　　　　　　　　　３６円（その他）

●支出　：　　   １，５３０円 ( 会報送料 )

☆  来年度繰り越し　：　２９２，９１９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 26 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　特任教授（企画室長）
                      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　特任教授（24 代所長）
 　   誉田　義英　准教授
 　   中川　　正　総務課長

■学生の終身会費が 500 円に！
　産研同窓会の終身会費は 1000 円となっておりますが

　このたび、大学院生に関しては学割を適用し、

　終身会費を 500 円とすることが決まりました。

　皆さまこの機会にぜひご入会下さい。

■平成 26 年は産研創立 75 周年です。
　平成 26年は、産研創立 75 周年を記念して、記念事業を活発

に行う予定です。産研同窓会も、75周年記念事業の一つとして、

これまで退官教授から寄贈されて産研で所蔵している絵画を所

内に展示する事業「産研ギャラリー（仮称）」に参加いたします。

どうぞお楽しみに。

■同窓会会員が５名増えました！
　5月 2日（金）開催の新人オリエンテーションの際に

    新たに 5名が入会されました。

ありがとうございました。

【概　要】
◆目的：
　会員相互の親睦を図るとともに、産研の発展に寄与することとします。

◆同窓会事業：
　① 親睦会の開催
　② 研究所関連の講演会の開催
　③ その他本会の目的を達成するために必要な集会及び事業（出版物等）

◆会員：
　・正会員：産研の教職員、大学院生、研究生、各種研究員及びこれらに準ずる方、事務補佐員、
      並びにこれらと 同一の職等にあった方
　・賛助会員：本会の目的に賛同して頂ける団体又は個人で正会員以外の方

◆終身会費：1,000 円（ただし、学生は500円）

◆役員：                                                                  ◆会議：
　・会長　    1名（任期2年）                                    総会・・・定例総会（年1回）　　
　・副会長　2名（任期2年）                                    臨時総会（必要時）
　・監事　    2名 (任期2年)　                                 役員会(必要時)
　・運営委員　若干名(任期2年)
　　
◆事務局：
　　大阪大学産業科学研究所内に設置
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産業科学研究所設立７５周年記念事業について 

 大阪大学産業科学研究所は、1939年（昭和 14年）11月 30日に、「産業に必要な自然科

学の基礎となる学理とその応用を研究する」ことを目的として、大阪帝国大学附置研究所

として創設されました。今年 2014 年 11 月で創立７５周年を迎えることになります。産研

創立７５周年を記念し、産研としていくつかの記念行事を行います（下表は主たる行事）。 

同窓会の皆様方も、これらの行事へ是非ご参加ください。 

 

   記念事業（会場）     日程、内容など 

特別講演会、式典、祝賀会 

（千里阪急ホテル） 

11月 28日（金） 

 特別講演：14:30～17:00 

  ・山元賢治（(株)コミニュカ代表取締役；前アップル   

       ジャパン社長） 

 ・伊賀健一（前東工大学長）（コントラバス演奏を含む） 

 式典：17:00～17:30 

    平野俊夫阪大総長出席 

 祝賀会：17:30より、参加費 8000円（要参加登録） 

研究所公開、記念学術講演 

（産業科学研究所） 

 

11月 29日（土） 

 研究所公開：10:00～13:00 

 記念学術講演会（産研講堂）：13:30～17:00 

産研国際／ナノテク・記念シンポ

ジウム（梅田・グランフロント） 

12月 10日（水）～12日（金） 

 

記念産研テクノサロン 

(千里ライフサイエンスセンター) 

11月 7日（金） 15:00～18:30 

「未来を担う産業科学に期待する」 

 記念講演３件、交流会開催 

記念出版・75周年誌 11 月発行：この１５年間の産研１０大トピックス、研究分

野紹介など 

産研所蔵絵画展示（産研講堂前ロ

ビー） 

11月中旬より「産研ギャラリー」での絵画展示 

産研同窓会名簿編集 11月までに編集 

 

なお、「産研所蔵絵画展示」および「産研同窓会名簿編集」は、産研同窓会提案行事になっ

ています。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 



  　ブロッケン現象という言葉、聞いた方も多いではなかろうか。霧の中にあるものに光がさすと、その影が霧の中にでき、影

の周りに虹のような光の輪が現れる現象である。物理的には、影の側にある霧粒や雲粒にさしこんだ光が散乱されて生ずる。

霧がでている山にいて、背後から太陽光がさすと、目の前に自分の影と光の輪が見えるので、印象は強い。ドイツのブロッケ

ン (Brocken) 山でよくこの現象が見られるので、ブロッケン現象という名がついているが、日本の山でも条件がそろえば見ら

れる現象で、槍ヶ岳や御嶽山などのものがよく知られている。

　理由がわかってしまえば、現れても驚かないが、昔はやはり神秘的な現象であった。ブロッケン山では「ブロッケンの妖怪」

と呼ばれていた。ブロッケン山はゲーテの戯曲「ファウスト」にも取り上げられている。年に一回、ヴァルプルギスの夜に魔女

が集まって饗宴をする山といわれるのもわかる気がする。上の写真はブロッケン山の頂上で寒くて買った帽子についている箒

に乗った魔女である。この帽子、耳覆いもあるので、冬の山にはよくかぶって行くが、いつも魔女と一緒にいる気分で心強い。

　ブロッケン山はドイツが東西に分かれていた時代では東西の境界に位置していて、秘密警察があり、一般人は立ち入り禁止

だった。その標高はハルツ地方で最高の 1142ｍだが、比較的なだらかなため、鉄道線路が引かれていて、なんと蒸気機関車で

頂上まで行くことができる。頂上付近では線路に隣接してゲーテの道もあり（フランクフルトとライプツィヒを結ぶゲーテ街

道とは別）、ハイキングを楽しめる。妻の伸枝が調べて、こんな魅力的な山を見つけ出した。

　窒化物の国際会議がブレーメンであった 2005 年に、会議の前に伸枝と一緒にブロッケン山のあるハルツ地方に出かけた。（会

議出席は自費参加です、念のため。）鉄道の出発点はヴェルニゲローデ（Wernigerode）である。８月２６日に、ハノーバーか

ら鉄道で２時間弱のヴェルニゲローデに移動し、ここで宿泊した。

「ブロッケン山」

Lorem Ipsum Dolor Mountain.6

ブロッケン山　Hochharz Wander-karte 068 による　赤線は歩行　黒線は鉄道

山

記日

行
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    ヴェルニゲローデは魅力的な町である。古い家並みが多く残っているが、それらは驚くほどカラフルである。人々が集まる

マルクト広場の南側には、左上の写真のように、尖塔のようなとんがった二本の屋根を持つ木造の建物がある。これがここの

シンボルである市庁舎だ。1497 年に木組みの建物になったが、1513 年に火災があり、現在の建物はその後再建されたもので

ある。なんと 500 年もたった建物だ。私達はマルクト広場をはさんで市庁舎北側正面にあるホテル、ホテル　ヴァイサー　ヒ

ルフェに泊った。朝食を食べながら市庁舎と広場を眺められる贅沢な場所である。

　マルクト広場の南東にはヴェルニゲローデ城があり、博物館になっていて、内部も見学できる。

　さて、翌２７日 ( 土 ) は、ブロッケン山に行くために、まずヴェルニゲローデ駅に向った。こではＤＢ（ドイツ鉄道）の駅に

隣接してハルツ狭軌鉄道の駅が建っている。まずはドライ・アンネン・ホーネン（Drei Annen Hohnen）駅まで行って、ここ

でブロッケン山頂行きの列車に乗り換えである。乗り換えのときに、これから乗る列車の蒸気機関車の周りを歩いて写真を撮

るのも楽しい。左下の写真はブロッケン山頂行きの機関車である。動輪が五つもあるのがわかる。ちなみに昔日本で使われて

いた蒸気機関車は大きなものでも、動輪四つのＤ型である。     

ホテル　ヴァイサー　ヒルフェヴェルニゲローデの市庁舎

    列車に乗って、いよいよ出発である。客車内はレトロな雰囲気の四人掛けである。車内ではお土産などの販売もしている。

記念に蒸気機関車の図が入っているウィスキーの小瓶(高さ８ｃｍほど)を買った。右上の写真。走り始めると汽笛の音や、シュ

シュポッポという蒸気機関車特有の音が聞こえ、旅の気分をくすぐる。樹木も見えるゆるやかな坂をどんどん登る。乗客も結

構乗っている。やはり人気があるのだろう。ブロッケン山にかかると、山を反時計まわりに回って登り、頂上に着いた。頂上

付近は樹木はなく、草原だ。このときは雲の合間に日が差すような天気だったが、それでもまわりに高い山はなく、独立峰の

気分は味わえた。ブロッケン現象は、残念ながら見えなかった。

 

ブロッケン山頂行きの蒸気機関車頂 機関車の図が貼ってある小瓶

頂上付近を走る蒸気機関車



    頂上には、山を一回りできる遊歩道も用意されている。一周する遊歩道の内側には駅のほか、博物館、売店、レストラン、

テレビ塔などがある。1142ｍの頂上は思ったより寒く、最初に書いたように、魔女の刺繍がしてある帽子を買った。遊歩道を

歩いていると、蒸気機関車が登ってきた。今度は煙を吐きながら走る蒸気機関車を遊歩道から撮影。上の写真。やがて駅に着

くのが見えた。列車からは前にもまして、大勢の乗客が降り立った。レストランで軽い食事を済ませ、こんどはハイキング道

を歩いて下まで降りるつもり。

　前の地図に赤線で示したように、道は山頂駅付近から出発し、鉄道線路に沿って時計周りに続いている。この道でも蒸気機

関車と向かい合うことができる。線路に沿って下ると間もなく踏み切りだ。土曜日ということもあるのだろう。下からどんど

んハイキングの人たちが登ってくる。道は写真のように広くゆったりしている。家族連れも多い。もちろんほとんどがドイツ

人であろう。ここは、統一前は東ドイツで、ロシア軍の基地があり、立ち入り禁止だったというが、いまはすっかり憩いの場所だ。

    外国人があまり訪れないせいか、気になるのは、登ってくる人たちがみな、歩いて下って行く私達夫婦の顔を物珍しげに眺

めることだ。日本人というより東洋系の顔に馴染みがなく、その顔が自分達の山の中を歩いているというのがなにか不思議だ、

という感じだ。歩いたときは、2005 年だったが、それからもう 8年も経っている。今歩いたら誰も顔を覗き込まないかもし

れない。

　踏み切りを越えて森の中をしばらく下ると、再び鉄道線路と平行して歩くことになる。木の間越しに列車が行き来するのを

眺めながら下ると、やがてシールケ駅だ。ここで売店を冷やかしながら列車を待ち、ヴェルニゲローデに戻った。

　魔女や旧東ドイツに触れたような、別の感慨も与えてくれたブロッケン山紀行だった。この日はまたヴェルニゲローデに泊っ

た。

頂上からのハイキング道、踏み切り前で




