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産学の
コミュニケーションを

目l旨して

れ Scチ

中央のΣは Sの ギリシャ文字。SOPHIA、 っまり上

智の Sであ り、数学の総加記号でもあります。両側

のσとτは、それぞれSdence(科 学)の Sと techno ogy

(技術)の tの ギ リシャ文字。

これら3つの文字は、科学と技術 とが融合 しつつ

ある現代の状況を示 し、また、上智大学のもとに両

者 を結集 させたいという願 いを表 したものです。

上智大学理工学部 も創設以来29年 目に入ろうとし

ていますが、来るべき21世紀の人間社会に真に必要

な人材の育成に努力することは、私 どもにとって重

大な責任です。この責任を十分に果たすためには、

理工学部における教育 。研究の強化 と推進を図 り、

優秀な人材を育成 しなければなりません。そのため

に、種々の研究環境の整備が必要であることは言 う

までもありません。

これらを援助する一環 としてこのたび上智大学理

工学振興会が発足 しましたが、幸い産業界各位の御

賛同を得て順調に歩み出すことができました。この

会の活動の一端として会報の発行が企画され、やっ
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と第 1号が日の目を見ることになりました。

この会報の目的は言 うまでもな く、理工学部の教

員、学生 と企業会員の相互コミュニケーションにあ

ります。すなわち上智大学理工学部が現在目指 して

いるものは何か、どんな教育、研究が行われている

かを企業会員の皆様方に理解 していただき、また、

各企業においてどのようなことが行われているか、

どのような人材を必要としているか等を大学側にお

知らせいただ くことにあります。そして理工学部が

更なる発展を遂げるためにはどのようなことが必要

であるか、理工学振興会 として何をなすべきか等を

お互いに模索検討 し合 う一助にしたいと存 じます。

現在、国内外の情勢は激動 しつつあり、世紀の変

化が行われようとしていますが、先端技術が果たす

役割は種々の意味でますます重要になってきていま

す。理工学振興会はこの先端技術の発展のために、

セ ミナーや講演会の開催を企画するなどして何等か

の寄与ができるよう努力をしておりますが、このた

めにも会報が役に立てば幸いです。

理工学振興会がますます発展 し、会報発行が 1号

で終わることのないように皆様の御支援をお願いす

る次第です。
上智大学理工学振興会会長

森脇 隆 夫
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『ソフィア サ人テック』

創刊に際して、

上智大学理工学振興会役員の方々から

いただいたメッセージを

ご紹介します。
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クラウス・ノンーメノン
上智学院理事長

長い準備期間が実って、昨年、上智大学は理工

系の教育と研究をますます発展させる目的で、上

智大学振興会を誕生させるに至 りました。今回、

設立以来の発展等を会員の皆様に報告するために、

この F振興会会報二の創刊号が発刊される運びと

なりましたことは、誠に喜ばしいことと存 じます。

創刊号発刊のために、ご多忙のところご寄稿 く

ださいました執筆者の方々、編集発行に尽力され

た担当者の方々に厚 く御礼申し上げ、心から感謝

いたします。

上智大学は創立以来50年間は文系のみの大学で

あり、理学も工学も一般教育科目以外には教科 と

して存在 していませんでしたが、創立者の希望が

かなえられて、創立50周 年の記念事業として理工

学部を設置することができました。当時私は初回

の理事長として設置のために奔走 しましたが、少

人数教育を建学方針とする本学にとって、この理

工学部を私立大学の上位校 と比肩する学部 とする

ことは決 して容易ではありませんでした。教育者

として、研究者として優秀な教員を招聘するため

には、当然優れた設備を整え、更に研究のために

十分な環境 も提供 しなければなりませんでした。

幸いなことに当時、上智大学はその特徴を生か

して日本の国内だけでな く、海外からも多大な援

助を受け、世間に評価される理工学部を設置する

ことができました。1962年に設置 した理工学部は

設備 も決 して古いものではありませんが、科学技

術の進歩、とりわけ先端技術の発展は著 しく、文

系の学部 と違い常に新 しい設備を整え、時代に即

応 しなければなりません。援助を海外に求めるこ

とは経済大国となった現在では、不可能な状況で

す。その意味でも国内企業会員の皆様に御助力い

ただ く理工学振興会の発足は理工学部発展の新た

な船出とも申せましょう。ここに本誌が本学の理

工学の教育と理工学部に対する理解を深めること

に役立つことを期待 して、創刊のあいさつといた

します。



土田料雄
上智大学学長

先に多 くの企業のご支援を得て上智大学理工学

振興会が発足いたしましたが、ここに同振興会の

会報 Fソ フィアサイテック」が創干uいたすことと

なり心からお祝いを申し上げます。

本振興会は上智大学における理工学の研究およ

び教育活動を強化するため、各種の振興事業に当

たることを目的に設立されました。主な事業は講

演会・セミナーの開催、基礎科学並びに先端技術

に関する情報の提供 と産学協同研究の推進、基礎

研究に対する助成、奨学制度、特にアジアの留学

生に対する奨学制度の充実、就職活動に関する情

報の提供等の活動を計画 しております。

上智大学はキリス ト教を基礎 とした国際色豊か

な大学 として1913年に創立されましたが、理工学

部もその理念に沿って、よりよい世界を創造する

ために役立つという願いをこめて1962年に設置さ

れました。本学の創立から見れば歴史的に若い学

部ですが、設置以来着々と成果を上げ、卒業生は

各業界で活躍 し社会的にも認められるようになり

ました。

大学は狭いキャンパスですが、東京の中心、四

谷に位置 しており、理工系と文科系の学部が同じ

敷地にある総合大学 として、学際的な面からも、

情報を交換するという面からも、素晴らしい環境

にあると言えましょう。

しかしこのような素晴らしい環境にあっても先

端技術や学際的な知識は、 1つの大学が独自で研

究を推進することは極めて困難な時代 となりまし

た。すなわち大学と産業界の相互協力によって学

び合 うことが必要となってきました。その意味で

本振興会は大学と企業の接点の役割を担 うために

も、誠に意義があると確信いたします。

本誌がこの計画の推進状況、実施状況を関係者

の皆様にお知らせ し、ご理解いただ くため、必ず

やその役割を果たせるものとの期待をこめ、発刊

に当たっての祝詞 といたします。

井深
ソニー株式会社 取締役

上智大学理工学部振興会会報の創刊をお祝い申

し上げます。私は1976年に理工学部から名誉博士

号をいただ くなど、理工学部 とは浅からぬご縁が

あり親 しみも深 く、昨年理工学振興会が発足され

た折には発起人の 1人 に加えていただきました。

上智大学の理工学部は、神学や語学が中心と思

われがちな上智の中で、立派に、むしろ他のどこ

の大学より特色のある学部 として、その内容を誇

る存在になっています。

これからの科学技術は目まぐるしく進歩 し高度

になり、また一方では、細分化され、ますます専

門化されてい くと思われます。これは、ともすれ

ば人間性を忘れ、社会の中から浮 き上がってしま

うという危険性をはらんでいると言えるでしょう。

科学とは何のためにあるのか、技術 とはどのよ

うであらねばならないのかと考えると、科学や技

術そのものが世の中で役立たねばならないことは

もちろんですが、科学の思想や技術的考え方の中

に、人間性を感 じさせる暖かさ、心豊かな精神が

ほしいのです。そのためには、専門を深 く追求す

るだけでな く、視野が広 く、フレキシビリティに

富み、高い見識を持てる人間を育てなければなり

ません。これこそ私が、上智大学理工学部に期待

してやまないところです。

私たちは物質的に恵まれた豊かな時代を作 り過

ごして参 りましたが、今、本当に必要とされるも

のは何かを世の中が考え始め、物から心へと求め

るものが変わりつつあります。

これから理工学振興会のなすべきことは経済的

なサポー トに限らず、将来を担 う若者たちに、知

識だけでな く、人間としての精神の在り方をも示

唆することではないでしょうか。次世代における

物の見方、考え方は、よリヒューマニスティック

に、哲学的にさえなってい くだろうと思います。

この会報が振興会の活動をより効果的に補佐 し、

時代をリー ドしてい く指針ともなれるよう期待 し

て、 お栃卜 のヽことばとします。

大
待



飯田庸太郎
三菱重工業株式会社取締役会長

上智大学理工学振興会の発足を心からお祝い申

し」■げます。

また、本振興会発足に当たり上智大学関係者の

皆様には、ひとかたならぬご苦労があつたものと

拝察 し、ご努力に対 し深 く敬意を表 したいと思い

ます。

今 日、我が国は経済面では大 きな産業構造変化

のうねりの中にあり、また政治 。社会あるいは国

際関係等のいろいろな面で転換期を迎えつつある

ことは、識者の方々の指摘するところであります

が、このことは一企業人としても、常々肌で感 じ

ているところであります。

このような時期に際 し、我が国産業界としても、

来るべき変革に柔軟に対応できるよう、更には変

革を先取 りできるよう、科学技術の更なる振興 と、

これを担 う研究者 。技術者の育成が、何よりも大

切なことであると認識 しております。このための

たゆまぬ地道な努力を、大学 。産業界、相携えて

進めていかなければなりません。

こうした中で、今般上智大学理工学振興会が、

「理工学研究および教育活動の強化 と推進」を図

るため発足された訳でありますが、まさに時代の

要請に即 した、時宜を得たものであり、そのご趣

旨に賛同申し上げた次第であります。

本振興会では、研究助成金の交付や産学交流の

推進等々、各種の建設的で魅力的な事業が計画さ

れており、現在、事業実施委員会においてその具

体的事業内容の検討がなされているところであり

ますが、本振興会幹事 といたしましても、これら

の事業が 1日 も早 く軌道に乗 り、本振興会の趣旨

にのっとった充実した内容となりますよう、微力

ながら、ご支援させていただきたいと考えており

ます。
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関本忠弘
日本電気株式会社社長

理工学振興会会報創刊を心よりお祝い申し上げ

ます。

21世紀まで10年 を余すのみとなった今日、我が

国は自由世界第 2位の経済大国になっております。

この経済発展を支えてきましたのが科学技術であ

ります。この発展の歴史を見ますと、戦後は欧米

先進国から技術を学んできた時期でありました。

しかし、今日では技術的にもかなりの分野でキャ

ッチアップを果たしております。

そして、21世紀に向けて我が国の進むべき道は

やはり技術立国であろうと思います。 しかも、技

術先進国となった我が国は、これから科学技術に

おいても国際的なリーダーシップを発揮 しながら

新 しいフロンティアを開拓 していかねばなりませ

ん。そして、そこにおける最大の課題は、独創的

技術開発をいかに推進 してい くかということです。

その意味でこれから重要なのは、独創性を持った

人材をいかに育成 していくかということでありま

す。

また、産官学がそれぞれの立場で研究開発を推

進 してい くことはもちろんでありますが、産学協

同による研究開発を進めてい くことが今後 ますま

す重要になって くると思われます。それは、技術

の中でも、特に基礎技術分野における開発の重要

性が高まってきているからです。更に、基礎技術

と開発・応用との時間差が縮小 してきていること、

また技術の急速な進歩の中で知識の陳腐化が早ま

ってきていることなどを考えますと、これから大

学と産業界がもっと密接に連携をとることが必要

になってまいります。

こうした意味からも理工学振興会が推進されて

いる研究人材育成、産学協同促進等に関する事業

に対する期待は非常に大きいものがあります。そ

して、こうした会報を通 じて会員各位のコミュニ

ケーションが深まり、理工学振興会の活動が一段

と活発になることを大いに期待 しております。



伊藤昌壽
東レ株式会社代表取締役会長

上智大学理工学振興会の設立おめでとうござい

ます。上智大学で、産学の交流、相互の理解を進

めるため、理工学振興会をおつ くりになるという

話をうかがい、心からうれしく思っておりました。

また理工学振興会のため、できるだけご支援を送

りたいと考えております。

今や経済大国となった日本は自ら変身 しなけれ

ばならない時にあります。これまでは日本は生産

技術や応用技術に優れているが、基礎研究にはお

金を出さない、物真似ばかりでお金だけを稼いで

いると言われてきました。 しかし今や日本は本当

にオリジナリティのあるものを生み出さなければ

ならない時にあります。他人のやったことは絶対

に真似をしない、基礎研究に力を入れて、その中

から、世界の技術進歩や地球環境の保護に役立つ

ものを生み出していかなければならないと思って

います。

これからの基礎研究は一大学や一企業だけの力

ではとても遂行できない時代になっています。私

は21世紀の基礎技術 として期待されている蛋白エ

学の基礎研究を目標 として設立された株式会社蛋

白工学研究所の社長をしています。この会社は国

の積極的な支援のもとに外資系の会社 も含め、14

の会社が協力してつ くった会社でありますが、加

盟各社の研究者だけでな く、大学からも多数の研

究者を受け入れて研究を進めております。そこで

はいろいろな専門分野の人々が入 り混 じってお互

いに協力して研究 しており、今後の新 しい科学技

術の進歩のためにはこういった新 しい共同研究が

必要であろうと思っています。

これからの産学の交流には、私立大学の先生方

のご協力を特に期待 しています。アメリカにおい

て産学の交流が大きな成果を上げているのは、ハ

ーバー ド大学をはじめ、いろいろと特色を持った

私立大学が積極的に産学協同を打ち出しているか

らだと思っています。理工学振興会がこの面で大

きな力を発揮されることを心から念願いたします。

菊地紀芳
株式会社東芝情報通信システム技術研究所

理工学振興会の事業も順調に進み、会報の創刊

号が発行されるとのこと、心からお喜び申し上げ

ます。一卒業生として祝詞を述べさせていただ く

ことを光栄に存 じます。

私は数学科の第 2期生ですが、昭和45年 3月 に

卒業と同時に東京芝浦電気株式会社に入社 しまし

た。社名が株式会社東芝に変わり現在に至ってお

ります。

学校 と産業界を結ぶ役害Jを担 う、理工学振興会

はとても意義あるものと思っております。先日大

学へ久 しぶ りに行 く機会があり、カフェテ リアで

学生の様子を眺めていて、気が付いたことがあり

ます。私の学生時代にはまだ無かった場所で、世

代が違 うのですが、何か,ヽ、るさとへ帰ったような

感 じに包まれ、とてもよい時間を過ごすことがで

きました。学生時代に、上智とは真実の極みであ

ると、教わった記憶があります。共通の価値観を

持っているということは、とてもよいことである

と思います。また、学校の自由かつ達な雰囲気で

育つた卒業生は会社で十分に力を発揮できるもの

と思っております。

在学生にとっても、就職においてはより確実な

情報を、理工学振興会を通 して得ることができる

ようになると期待 しています。適性に合った仕事

を選べるようになり、とてもよいのではないかと

思います。

数学科卒業生として、また会社の一員として、

大学と会社の両方にお役に立てることができれば、

とてもうれ しく思います。



③
理工学部長

ロバート●7-夕冒ズ
⑬

上智大学に

理工学部が開設されてから約30年。

米軍払い下げのカマボコ校舎で

スタートした理工学部も、

今では本格的な工場施設まで備えた数少ない学部として

知られつつあります。
これまでの軌跡を

エッセーと写真とでつづってみました。
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「私は上智大学 といえば神学を中心 と

した文科系の大学だ とばか り思いこんで

いたが、理工学部がで きるというので、

今になっては大変失礼な言い分だけれ ど

も内心大丈夫なのかなあという気がした。

しかし上智の理工学部は立派に、むしろ

どこの大学 より特色のある学部 として成

長、存在 してお り、心配などはふっとん

で しまった。」

このことばは、ソニー株式会社名誉会

長井深大氏が理工学部創設25周 年の記念

誌 (1987年発行)に お寄せになったあい

さつの一部です。

米軍払い下げの兵舎を
改造して校舎に

理工学部の開設は、高度経済成長期の

1950年中頃に、総合大学を目指す という

構想の もとに当時のクラウス 。ルーメル

上智学院理事長 と大泉孝上智大学長が設

置を計画 し、1962年 に実現いたしました。

開設当時の理工学部は初代学部長田中敬

吉教授以下わずか20名 の専任教員で、機

械工学、電気・電子工学、物理学、化学

の 4学科、学生定員は320名 で した。未知

の新学部に自分の将来を託 した第 1回生

の授業は、米軍から払い下げられた兵舎

を改造 したカマボコ校舎で開始されまし

た。

教育 。研究スタッフの獲得にあたって

は、当時の経団連会長石坂泰三氏 と防衛

大学副校長鈴木桃太郎氏 (後、本学理工

学部化学科教授)の ご両名に多大なご尽

力をいただ き、そのおかげで高い理念 と

熱い情熱に溢れた優秀な方々が集まりま

した。

理工学部開設当時の教育理念を短 くま

とめます と次のことが挙げられます。

◎基礎的な原理に重点を置いた教育を

行 うこと

◎思考力を育て応用力を仲ばすこと

◎実験実習を十分に行 うこと

◎語学力 と世界的な広い視野を持たせ

ること

これに加えて、すべての人間は神の子

であるから、一人ひとりを大切にしなけ

ればならないというキリス ト教的ヒュー

マニズムに基づいて全世界の人々を受け

入れ、彼 らに救いの手を差 し伸べ る精神

を学生の心に育みたいと願ってお りまし

た。これ らの理念は、学部を開設 してか

ら29年 目を迎 える今 日も本学部の中に

脈々 と生 き続けてお ります。

海外からの援助を得て

校舎建設

理工学部開設にあたって もっ とも困難

な課題は、建物 。設備 。実験装置などを

劇轟蒲1913
(メ(IE 2 11)

ホフマン初代学長 と最初の教授・学生達 新欅蘇詭1948
(‖″■:23イ :1)

沖部開設1957
(11″ ■13211)

第2次大戦後まもないころの四ッ谷キャンパス

外国製論1958
(‖″利13311)

1963肇 写套貯
0周年

理工学部数学科開設
1965 4号

館竣エ

(1″ 利14011)
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整備す るための資金集めでした。開設当

時の理事長クラウス・ノンーメノン氏 (現理

事長)の努力によって、当時の ドイツ連

邦首相アデナウアー氏の推薦をいただ き、

連邦政府の補助金および ドイツのカ トリ

ック教会か らの多大な寄付金により理工

学部の校舎を建設することができました。

また、アメ リカのカ トリック教会か らの

寄付金、 ドイツのフォノンクスワーグン財

団やクノンップ財団等か らの援助によって、

開設当時か ら「立派な ドイツ機器を備 え

ていて少数教育を行っている上智大学の

理工学部」 と評判にな りました。 その後、

1965-1980年の間に新たに数学科・化学

科の応用化学コース・一般科学研究室・

生命科学研究所が設置される等充実発展

し、大学院 も設置されました。大学院の

理工学研究科 は 7つ の専攻 に分かれ、

各々前期課程 と後IJI課程を有 してお りま

す。すでに100名 以上の理学博士や工学博

士を輩出した大学院の教育研究の活性化

により、国内外の学会で目ざましく活動

する研究者の数や産業界からの委託研究

の件数も増大しております。

世界に門戸を開放する

学部が目標

また、補助金や寄付金をいただいた ド

イツ政府や教会関係者から、アジア諸国

からの研究者や留学生を受け入れてほし

いとの要望があ りました。これに応えて、

本学部では毎年中国を始め、アジア諸国

の大学の教員や研究者を招へいし、また、

留学生 もで きるだけ受け入れてお ります。

さらに、日本学術振興会の拠点大学方式

に沿ってわが国 とフィリピンとの間の理

学分野における学術交流の拠点校であ り、

教員の相互交流の架け橋 ともなっていま

す。今後 も西欧諸国のみならず、広 く世

界に門戸を開放する学部であ りたいと念

じてお ります。

理工学部開設25周 年記念事業の一環 と

して、理工学の研究並びに教育の強化 と

推進のため、また、人 と研究の交流を通

して産業界 との協力体制を強化するため、

理工学振興会の設立に向けて準備を重ね

てまいりましたが、昨1989年 に実現の運

びとなりました。

世界におけるわが国の地位 と責任を顧

みた とき、国際社会が求めている広い視

野を持った科学技術者を世の中に送 り出

したいという願いは理工学部開設以来変

わってお りません。かつて外国の政府や

財団、篤志家のご好意によって開設され

た上智大学理工学部は、これからは国内

の方々のご援助をいただ きつつ、なお一

歩一歩着実に歩んでいきたいと考 えてお

ります。

理工学部一般科学
研究室開設

:署]:|:11・ ,Iヽ――ヽ__

大学

電 藩 舅 1972

博端y馳斑怪1976
生命科学研究所開設

1977 9号
館竣工

(昭和 52年 )
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キャンパス
配置図

上智大学。学部学生数  10′ 322名
1989年 5月 1日現在

機械工学科

電気・電子工学科

数学科

物理学科

化学科

計       1′ 575名

上 智 大 学
。大 学 院 学 生 数  791名

1989年 5月 1日 現在

機械工学専攻      55
電気・電子工学専攻   28
応用化学専攻      21
化学専攻        32
数学専攻        14
物理学専攻       30
生物科学専攻      13

計      193名   41名  234名

上智大学理工学部教員数
1989年 4月 1日 現在

機械工学科

電気・電子工学科

数学科

物理学科

化学科
一般科学研究室

生命科学研究所

57名  27名 15名 65名 164名
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●理 工 学 部 関 連 施 設

01号館 Bu‖ding No l

02号館 Building No 2

03号館 Building No 3

04号館 Bunding No 4

0ホフマン・ホール Hoffmann Ha‖

06号館 Building No 6

07号館 Building No 7

03号館 Building No 8

09号館 Building No 9

⑩10号館 Building No 1 0

①上智会館 Sophia House

⑫PS l Power sta■ on l

OPS 2 Power Station 2

0マシン・ホール MaChhe HJI

①クルップ・ホール Krupp Ha‖

lD体育館 Gymnagum
Oカフェテリア(地下)Cafetetta(basement)

⑩中央図書館・総合研究棟(L号館)

Central Library and Research lnstitutes

lDグラウンドSpOrts Ground

④正門 Man Gate

01ヒ F]North Gate

②東門 East Gate

④上智麹町ビル 」och Kolmachi B面 旧ing

OSJハウス S」 House

④クルトゥルハイム Ku‖ urheim

④聖イグナチオ教会 StJgnauus Church

日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役社長 椎名武雄
日本電気株式会社 社長 関本忠弘

伯束株式会社 取締役社長 高山成雄

株式会社日立製作所 取締役社長 三田勝茂

株式会社富士銀行 頭取 端田泰三

松下通信工業株式会社 専務取締役 鈴木行三

松下電器産業株式会社 代表取締役社長 谷井Π召雄

株式会社三井銀行 代表取締役社長 末松謙一

三菱化成株式会社 取締役社長 鈴木精二

株式会社三菱銀行 頭取 伊夫伎一雄
三菱重工業株式会社 取締役会長 飯ユ1庸太郎
三菱電機株式会社 取締役社長 志岐守哉

横河電機株式会社 取締役社長 山中 卓

横河・ヒューレット・パッカー ド株式会社 代表取締役社長 笹FMl健三

(企業名五十音順)

上智大学理工学振興会役員
●会長  森脇隆夫 上智大学理工学部化学科教授(前上智学院llI事長 )

●副会長 岸本泰延 昭和電工株式会社取締役会長

久米是志 本田技研工業株式会社代表取締役社長
ロバー ト・ディーターズ 上智大学理工学部長 (理1工学部電気 ,電子工学科教授 )

●監査  遠藤正り」 株式会社竹中工務店 専務取締役
フランツ・ヨゼフ。モーノレ 学校法人上智学院理事(外国語学部 ドイツ語学科教授 )

●幹事

旭化成工業株式会社 代表取締役副会長 世古真臣
アンソツ株式会社 代表取締役社長 菅居紳至

石川島播磨重工業株式会社 代表取締役社長 稲葉興作
カシオ計算機株式会社 代表取締役社長 樫尾和雄
キヤノン株式会社 代表取締役社長 山路敬三

新日本製鐵株式会社 技術本部技術企画管理部長取締役 三日村外喜男
住友化学工業株式会社 代表取締役社長 森 英雄
ソニー株式会社 取締役名誉会長 井深 大

株式会社竹中工務店 取締役社長 竹中統一

株式会社東芝 取締役社長 青井舒一

束ソー株式会社 取締役社長 山口敏明

東レ株式会社 代表取締役会長 伊藤昌壽
トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田章一郎

株式会社ニコン 取締役社長 荘 孝次
日産自動車株式会社 取締役社長 久米豊

機械工学科 1966年卒業生 繁富文承 株式会社繁宮工務店取締役副社長

電気。電子工学科 1967年卒業生 市原仲郎 三徳航空電装株式会社代表取締役

数学科 1970年卒業生 菊地紀芳 株式会社東芝情報通信システム技術りf究所開発第 5部

物理学科 1966年卒業生 鈴木詔也 株式会社本田技術研究所 主任研究員
化学科 1966年卒業生 中山絃一 株式会社ケミトックス電波研究所代表取締役社長

鈴木 皇 (上智大学理工学研究科委員長、理工学部物理学科教授) 森本光生(理工学部数学科教授 )

五味 努(理工学部機械工学科教授)             緒方直哉 (理工学部化学科教授 )

金井 寛(理工学部電気 。電子工学科教授)          度川秀夫(生命科学研究所教授 )



理工学部の現状と展望につして、

大学の設備から学生の就職事情まで

幅広い話題が出た今回の座談会。

産業界からもお2人のゲス隧 迎え、

企業人としての視点から

こ意見を聞かせていただきました。



●振興会発足のいきさつと役割

内野 本 日はお忙 しい中、お集まりいた

だ きまして、あ りが とうございます。本

日の主題は、大 きなところでは上智大学

理工学部の今後のあ り方 ということです。

その内容 としては、理工学部の教育内容、

産学研究協力のあ り方、それか ら就職事

情などを含めまして、皆様のご意見をお

聞かせ願いたいと思います。

まず、上智大学理工学振興会の発足の

いきさつ と今後の役割について、ディー

ターズ先生から簡単にご説明をお願いい

たします。

    li31319勢
房宏3方

大学院生への
奨学金交付と産学交流
を目的として発足

ディーターズ 2年前、1987年に上智大

学理工学部の25周 年祝いがあ りまして、

それを機会に卒業生全員に呼びかけて寄

付を募 り、それを基金 として理工学部の

将来のために継続的な援助のできる事業

を、 ということで振興会が発足しました。

その当時考えていた 1つの大 きな目的

が、大学院生に奨学金制度をつ くるとい

うことでした。理工学部では、せめて修

士課程 まで進学 したいという学生が多い

のですが、大学だけの財源では学資の面

で援助できなかったので。

もう1つ は、産業界 との交流をもっと

密にしたいということがあ ります。私た

ちにとっても産業界の方にとっても役に

立つであろうと思っています。 とにか く

私たちのサイ ドか ら積極的に交流を持っ

ていこうと。

やはり大学にお ります と、気を付けな

いといわゆる象牙の塔にこもってしまう。

そこで、学生の教育 と大学における研究

にlklし て、産業界か らのご意見をいただ

きたいと、こういうことなんです。

●産業界から振興会に期待すること

内野 今度は、産業界の方でいらっしゃ

います岸木さん、久米さんか らご質問あ

るいは今、振興会に何を期待 していらっ

しゃるかについておうかがいしたいと思

います。

岸本 まず、この振興会のような例は他

の大学にございますか。

ディーターズ 例 えば、慶応大学には慶

応工学会があ ります。かなり歴史は古 く、

昭和30年代に発足 しました。上智大学理

工学振興会 と違 う点は、慶応工学会の場

合、すべての委託ワf究 に関する業務をや

ります。上智の場合には、当面委託研究

の斡旋だけをや ります。

理工学部との
コミュニケーション
を期待

岸本 最初に聞いた とき、非常にいい考

えだ と思いました。我々は各大学から人

材をいただいていますが、我々の場合は、

技術lll連 の連絡が非常に少なく、また、

大学のことは全然分か りません。人事が

学生を採って くれるという考えでいます。

その意味で大学、特に理工系で接触する

のは非常に意義があると期待しています。

久米 岸本さん と同じようなことにな り

ますが、正直なところ私 自身 も、大学の

構内に足を踏み入れることがあまりない。

どういうことをやっていらっしゃるか、

よく知 りません。先程、象牙の塔 とおっ

しゃいましたが、大学で も企業で も同じ

ことを感じているのなら、ここはひとつ

森脇隆夫
上智大学理工学振興会会長

前上智学院理事長
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ぎっくば らんな交流、ここをこうしてほ

しいという形で双方の希望を具体化 して

いければ と思います。

●振興会の事業内容

内野 では、森脇先生か ら具体的な事業

内容について。

振興会は
産学問の触媒

森脇 産業界 と大学 とのコミュニケーシ

ョンの触媒的な役割ができた ら、 という

ことで事業を進めてお ります。

まず、セ ミナーや講習会の開催。これ

は基礎科学や先端技術に関するもので、

会員同士の情報交換の場 となる。本来は

産業界の方々にも講師 として来ていただ

いて進めたいと思ってお ります。

次に、産学交流の推進 ということ。上

智大学で もいろいろな先生が、産学協同

研究 ということをすでにやっておられま

す。

また、研究助成金の交付。端的に申し

ます と、非常にめざましい研究に対 して

は企業などか ら補助金がいただけるので

すが、地道なもの、萌芽的なものに対 し

てはそうとは限 らない。 そういう研究に

対 して助成金を交付する。

そして、研究科の大学院生や東南アジ

アか らの留学生などに対 して、大学 とし

て ももちろんだが、理工学部 として も経

済的に補助をしようと。 それから、互い

のコミュニケーションということにな り

ますが、大学ではこういう先生あるいは

学生が、こういう研究をしているんだ と

いうことを知って もらう。

初めの土台はそういうことです。

上智大学市 ヶ谷 キャンパス

●上智大学における理工学部の位置づけ

内野 では、上智大学全体から見て理工

学部が どういう位置づけになるのか、過

去、現在 そして未来への足がか りという

ことで、 もう1度森脇先生からご説明い

ただけますか。

学部・学科を越えた
続合的な大学を

森脇 上智大学で理工学部をつ くろうと

したのは昭和30年代です。昭和30年 ごろ

に最初の設立計画 というのがあった。 そ

れまでに文学部、経済学部、法学部、そ

れか ら外国語学部がで き、その後で理工

学部をつ くろうということになった。最

終的な決定は昭和33年で、設立が37年で

す。

文科系の大学 として出発はしたわけで

すが、当時、つまり昭和38年か ら40年 と

いうのは日本 として も産業界が どん どん
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安定 し、活発なときでした。 そういう世

の中の動 きもあって、幸いにもいい先生

方が集まり、理工学部を設立することが

できた。

現在では内外から高い評価をいただい

ていますが、あまり有名になります と、

目先だけという学生 も増えて くる。そう

いう学生をどう教育していくかが課題に

なります。高い評価をいただいたことに

対する甘 えが生 じてきたんじゃないかと

考 えてお ります。

科学技術に関して も、今 までは機械、

電気 と分かれてきましたけれ ども、だん

だん とそれが一体化 してきた と申します

か。例 えば新素材にして も、機械的なも

の、物理的なもの、電気的なもの といっ

たものが一緒になって 1つ の素材をつ く

っているといえます。

大学全体 として も、学科・学部を越 え

てお互いに統合 した ものをつ くっていか



ねばならんのじゃないかと思います。

●理工学部の教育環境について

内野 では、理工学部の教育環境的なも

のについて、学務担当副学長の大久保先

生から。

「理工学部」だから
科学と技術の一体化が
可能になる

大久保 上智大学では初めから理工学部

をつ くろうとしたんですね。機械、電気

・電子、 その基礎 として物理、化学、数

学がある。

最近、理工学 というものに対する見方

が変わってきていますね。昔は「科学 と

技術」 という言い方。 しば らくして「科

学・技術」 と言 うようになった。このご

ろでは「科学技術」 と、必ずひとくくり

のことばで言われる。つまり、上智大学

では理学部 と工学部があるべ きなのに、

たまたま理工学部 しかで きなかった とい

うのではないと思います。むしろ、積極

的に理工学部 というまとまった ものを持

っているという見方。これは将来、非常

にプラスになる面があると思います。

また、総合大学であって、神学部から

始 まって文学部、外国語学部、理工学部

が四谷の単一キャンパス内にある。だか

ら、教員同士や学生同士が非常に密接な

関係でいられる。学生の課外活動 まで考

えると、常に違 う専門の学生 と接触でき

るという特長がある。

もうひとつの特長は、単純な名前の付

いた学科 しかないこと。数学、物理学、

化学、機械、電気・電子、生物科学。あ

る大学では機械工学科の他に産業機械工

学科 というのがあって、その区別は何だ、

というほど複雑な学科がある。上智は単

純な名前しかないから、 その中で時代の

流れ とともに内容を入れ替 えていくこと

ができる。

それから、私 どもの学部の中に、 1つ

だけ英語で教育をする学部があ ります。

それは残念なが ら市ヶ谷にキャンパスが

あ りますが、 そういう学部 と日本語で教

育する学部、かなり異質な要素が 1つ の

大学を形成している。

そんなことが上智の特長であるし、 こ

れからも特長であ り続けていく。

問題は、キャンパスが小さいというこ

とですね。理工学部の発展のために使 う

余地のある空間 というのがほとんどない。

それでは、理工学部を外へ出して大 きな

キャンパスをつ くればいいか というと、

そういうことをす ると上智の特長を失 う

大久保忠恒
上智大学学務担当副学長
理工学部機械工学科教授
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上智大学理工学部長
理工学部電気 。電子工学科教授



可能性がある。この狭いキャンパスを利

用 し、スクラップ&ビノンドをして、変身

していく力を持たないと。

久米 私、工学部を29年 に卒業 して以来

同じ会社で35年、ほとんど技術畑で7ilご

してきたんですが、 その中で工学 という

のは一体何をす るところだ と考えてみま

した。結局、世の中のユーズや環境にこ

たえるという実用の学問、実学でしかな

いという感 じが強いですね。理学部はち

ょっ と違 う。ニーズ とシーズ、 というこ

とばがあ りますけれ ども、かなリシーズ

的な感覚があるんじゃないか と思います

力S、 どうでしようか。

鈴木  「理工学部」 ということが重要な

意味を持っていると思います。私は物理

を担当してお りますが、物理卒の学生が

企業に行 きます と、す ぐにお役には立た

ないかもしれないが、 ものの考 え方 とか

発想 というところで、工学系の方 とは違

った視点を持てる。

近年の動きとして、理学

と工学の一体化がある。
これは「科学と技術」が

「科学技術」という1つ

のことばになつたことに

も現れている。上智大学
では理工学部という形で、

時代に先駆けてこの傾向
が見られる。

●理工学部の授業内容

内野 では、大学の授業内容にそれが ど

う反映されているかについて、各学科の

状況を御紹介いただ きましょう。

先端技術と現場感覚の
バランスを大切にした
授業

ディーターズ た とえば電気 。電子工学

科の生徒に必要な数学を教 える場合、学

科の先生が教えるのではなく数学科の先

生が教 える。数学者の授業を聞いたほう

がいい。学生にとっては大変か もしれま

せんが。

また、技術の進歩で、基礎的な科目の

内容が変わってきています。例 えば電気

回路の講義は、15年前の教 え方が今では

通 じないし、集積回路などには新 しい数

学的な扱いも必要なわけです。

エンジニアリングの部門では、何回も

試作品を作っていく方式から、まずシミ

ュレーションする方式になりました。最

近は、試作品をある程度までコンピュー

タでシミュレーションできます。それを

設計して作るという方法論をエンジニア

リングで取 り入れるようになった。そう

いう意味で授業内容が少し変わってきた。

大久保 機械工学科は、 2つ の方向で考

えています。例えば、私たちが学生のと

き必ずあった工場実習。これを一時、必

修から外して、行っても行かなくてもい

いということにしたら、学生力
'ど

んどん

行かなくなった。ところが、工学部にい

るのに現場感覚のない学生が増えた。そ
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こで もう1度、工場実習を必修に戻 した

ということ力
'あ

りました。

それから、上智ではこういう授業があ

ります。学生にボロボロの自転車を持っ

てこさせ、バ ラバ ラに解体 してあ らゆる

物を図面に取 り、足 りない物は補充 し、

組み立て直して もう1度自転車 として再

構成し、自分で乗って見せると同時に、

なぜこれはこういうデザインをしている

かを考 えなさいという、一見大学 らしか

らぬこともやる。 しかし、 こういうこと

もやっていかないと。学生になぜ機械工

学科へ来たんだ と聞 くと、機械が好きだ

か ら、 と答 える。では1可 をしたこと力`あ

るんだ と聞 くと、プラモデノンを組み立て

たことがある、 くらいの返事 しかしない。

そういう学生に対 してエンジニアリング

とは何なのか、 ということを多少泥 くさ

い部分で も学んで もらわねばならない。

しかし、一方ではディ‐ターズ先生 も

おっしゃったように、最新鋭のコンピュ

ータを使いなが ら設計するというような

ことも当然、充実していかなければなら

ない。最近、製図室の半分の面積に最新

鋭のCADシ ステムを入れて設計の教育

に取 り入れている。

両者のバ ランスを取 りなが ら考 えてい

ます。

●産業界から大学教育に望むこと

内野 大学の教育に関して、企業の立場

として何を求めていらっしゃるのか、 と

いうことをお聞かせ願えますか。

最近の学生には
肌で触る感覚が
不足していないか?
久米 やはり最後は、エンジンならエン

ジンを触ってみて、それがどういう状況

にあるかが分かることですね。配線がど

うのこうのよリツバをつけて調べたはう

が早いことがある。

私共が感じてますのは、肌で触る体験

が不足しているんじゃないかいうことで

す。

技術屋さんは、コンピュータのデータ

機械工学科の精密工学講座では、最新鋭の高知能指向超高速複合加工機械研究装置が導入されている
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だけを扱 う。実際にエンジンを組み立て

た りす る人は別なんです。我々は、エン

ジンが どうなっているかパ ッと見て分か

る。 そういう現実を見たうえで、エンジ

ンの どこがおかしいか、感覚的に理解で

きるか どうか。技術屋さんはコンピュー

タが相手ですから、工場等の職工 さんが

現場で抱 えている問題は隠れたままです。

それが どれ くらい理解できているか。

内野 それでは、大学の教育 というのは、

どこが どうなっていればいいと、お考え

ですか。

久米 やはり、原理原則 というものがご

ざいますね。 そういうものを感覚的に持

たせるようにしていただければ と。

大久保 理工学部には機械工場があ りま

す。大学が旋盤 その他の工作機械 と工場

を持っているのは、かつては理工学部の

標準装備だった。 ところが、 そういう組

織を維持するというのは大学 としては大

変や りにくい。現在ちゃん とした形で工

場を維持 している大学 というのは非常に

少ないんです。その点、上智の理工学部

というのは当初の計画通 りかな りしっか

りとした設備がある。これは大事にして

いくべ きものだ と思います。

岸本 まんべんなく平均的にできる優等

生よりも、何かひとつ得意技を持った人

が欲 しいと、切実に思います。

久米 昔の話ですけれ ど、なんとかしな

ければいけないと思っていた現場の問題

を解決 して くれたのが理学部の学生さん

だったことがあ ります。実用一点張 りで

いきます と、発想 も柔軟性に欠けますが、

違 う視点の人がいると素晴 らしい解決法

が見つかることがある。

しかし企業 としての問題は、その学生

さんをそういうニーズがあるまで抱えて

いなくちゃいけないということです。

ですから私 どもとしては、得意技があ

ることはもちろんですが、今、世の中が

何を求めているか。 それを見極めたうえ

で得意技を持たれると非常に助かる。

得意分野の他に
雑学的な知識も
重要

岸本 それと、専門の知識だけではなく、

雑学的にいろいろなことを知っていると

いうことですね。そのほうが問題解決の

道を見つけやすいと思います。

●大学院の役割と上智大学生の気質

内野 では、上智大学を含めて、大学院

の役割、また研究方法の教育などについ

てご意見をうかがえますか。

就職は、
修士課程を終えた人のほうが
学部卒より有利なのが実状

鈴木 大学院の整備された、いわゆる研

究大学 として認められている大学院は日

本では意外に少なく、現在29校があ りま

す。旧制以来の国立大学はほとんどが そ

うですが、私立総合大学では上智、早稲

田、慶応だけです。

設立が認可された当初は、大学院は贅

沢なものだ という風潮が まだ世の中にあ

ったようですが、このごろ特に理工系で

は、内容が広がったために学部だけでは

とて も追いつかない。 それで、 もう少 し

研究の場をということで大学院へ進む。

今では修士課程を出た人のほうが、学部

学生よりもどちらか というと優先的に就

職できるのが実状です。

学部まではやはり、与 えられた研究や

課題をやっています。 日本は試験が発達

していますか ら、学生は問題を出されて

そオ■に2撃 えるこ とはうまヽヽ。 ところが、

大学院へ行 きます と、それぞれ第一線の

研究に取 り組む。これは、答えをどう出

していいか分か らない。 そんな中で自分

なりにやっていくわけです。

内野 企業の方 として も、やはり大学院

出のほうが使いやすいという感触はお持

ちですか。

岸本 大学院では、特定のことを深 くや

海外か らの研究者 を招 き教育研究交流 もさかんに行 う



っておられるという認識は持っています
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大久保 2年間の修士課程 というのは、

特に理工系ではかな りの人が進学 してい

る。企業で も、まだ大 した専門家ではな

いけれ ど、研究のや り方が分かっている

ので採用 しやすい。

ところが博士課程にな ります と、本人

も専門が重た くなる。企業で も、何で も

いいから採ろうというより、その専門を

生かせるか どうか ということを考えます。

例えば どこそこの研究所に適当であるか

ら採ろうとか、そういう姿勢になって く

る。 そういうポス トはそう多 くはないと

思います。だか ら、本当は博士課程の人

がよいのだけれ ども増やしきれないとい

うのが、残念なが ら上智の現状ですね。

l[]i]:li[]]l

鈴木 博士号を取 ると、従来はそれにこ

だわっていた。 ところが学生のほうも最

近は変わってきました。

米国でNASAの 縮小のため、学位を

持っている優秀な人があぶれた ときも、

あるグノンープはカラー印刷の開発に転向

して成功 した という例があ ります。要す

るに、自分にこだわっている人はだめな

んだけれ ども、世の中が何を必要 として

いるかを見極め、それに応 じられる人は

伸びる。

修士課程で
問題を見つける
能力をつけては

久米 最近入ってこられる学生さんは、

問題を与えます と、 それを解決するのは

非常にお上手です。 ところが、問題を提

示するのは、あまりお上手ではない。 そ

ういう意味で、修士課程で何か問題を見

つける能力をおつけになると、幅広いこ

とがで きるんじゃないかと。

●上智大学の国際性について

内野 上智の大学院には留学生がずいぶ

ん増えています。そのあた りの事情につ

いて。

ディーターズ 上智大学では篤志家か ら

いただいた寄付を基金にして、毎年 5、

6人の研究者をアジア諸国から招待する

鮨1度 (STEC)が あ ります。 3ヵ 月 くらい

は滞在 して もらって一緒に研究をすると

いう制度です。研究室にいる大学院生た

ちとの交流がよい束u激を与えています。

もう1つ 、中国の 3つの大学 と10年 く

らい前から教員の交換を始めました。

鈴木 今お話があ りましたのは東南アジ

アの学生についてですが、先進国 との交

流 もしたいんです。海外で評価 されてい

る研究者は、留学させてや りたい。学部
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学生の留学 というのはよくあるのですが、

大学院生 となると、一般には難 しい。で

も、上智の理工学部は米国のペンシノンバ

ニア州立大学 と材料工学の分野において、

大学院レベノンの交換留学制度を実現 して

います。

内野 では、お話を少し進めまして、上

智大学の国際性 ということについて。例

えば入試の ときの面接で、上智を希望 し

た理由を聞 きます と、答えのまず 1つ は

上智大学の総合大学性なんですよね。小

さいキャンパスの中に全部入っていると。

それ ともう1つ の答えは、国際性。本当

に上智大学が国際的であるかということ

も含めて、国際性の持つ意味についてご

討議いただ きたいと思います。

鈴木皇
上智大学大学院理工学研究科委員長

理工学部物理学科教授



上智の学生は
海外の人に対して
ものおじしない

森脇 私が面接に当たって も、上智は国

際性があるということがよく出て くるん

ですが、 じやあ国際性 とは何だ と聞 くと、

外人が非常に多いことだ と。上智大学は

確かに先生 も学生 も外人が多いし、語学

教育 も盛んです。

しかし、本当の国際性 とは何か という

と、非常に難 しい問題だ と思います。国

際人になるというのは、語学を身に付け

るということのほかに、国際的に活躍で

きるということがある。私たち日本人は、

日本人同士で固まって、良 くも悪 くも向

こうの人に踏み込めないんですね。例え

ば短期留学をして、毎晩のように日本人

仲間 とマージャンをしていた、 という話

を聞いたことがあ ります。これはもちろ

ん上智大生ではあ りませんが、 もっとも、

徐々に変わってきているとは思います。

上智の学生の語学力 ということで言え

ば、難 しい入試を通ってきているので、

他大学よりはましですが、まだだめなん

です。

しかし、上智の学生は向こうの人に対

して ものおじしないということを、就職

先の企業の方からもよく聞 きます。常日

頃、外国人の顔を見ているので、向こう

の人に踏み込んでいく素地は、あるよう

に思います。

●企業から見た上智大学生

内野 上智大学の学生の気質を、一般的

には企業の方はどんなふ うにさらんにな

っているんでしょうか。

海外の学生と
協同研究しては
どうか

久米 モダンな学校という感じですね。

遊びにしても何にしても非常に幅広い交

多
く
の
留
学
生
が
学
ぶ
比
較
文
化
学
部
の
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業
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久米是志

流がおあ りになる。馬車馬的なところが

ない。

国際性 ということについては、確かに

語学が重要か とも感 じるんですが、 じや、

国際化って何で しょう。私 どもで、外国

人のデザイナー と日本人のデザイナーが

協力して車をつ くることになった。 とこ

ろが、全然話が合わない。 それを何 とか

一緒にやろうとした。向こうも頑回、こ

ちらも頑回で、窓が 2ミ リ後ろか前か と

いうことさえも譲 らない。 そんなもの適

当にやっておけばいいじゃないかと思 う

んですが、それがガマンで きない。 とう

とう最後に参 りまして、「自分たちは英語

もこちらのことも勉強 した。だけど自分

はホン トに日本人だ ということが分かっ

た。自分は国際人 じゃない、日本人だ。

それがつ くづ く分かった」 と。こう言っ

たら、外国人がニヤ リと笑って、「それが

分かることが国際人になることなんだ」

と。

本当に簡単に国際化なんてことを言い

ますけれ ど、文化 とか伝統に根差 した も

のが理解できません と、なかなか大変な

ものです。

こちらからの勝手な発想ですけれ ど、

卒業論文で も実験で も、海外の学生 と組

んで■.・ や りになっては。 そういう体験の

場があると非常にいいのではないでしょ

本田技研工業株式会社代表取締役社長
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いろな思惑がか らんでいるんですが。

特に大学紛争の時代 というのは、学生

たちの 1つ の攻撃「1標 として、産学協力

関係の粉l1/1tと いうことがあ りました。 し

かし最近は、産学の接点か ら新 しい学 |IJ

も二Lま 1■ るし、 刑子しい1支争1寸 もJiま オ■るl'∫

能141がある。

/1N業 としては、産学協力のあ り方につ

いてはどの程度にお考えなのでしょうか。

久米 企業の本音を中します と、企業な

んていうものは本来えげつないものでし

て、金を出した ら必ず兄返 りがあるんだ

ろうと。また、金を出した ら|!も 出した

くなる。 そういうことになるのはどうか、

という一抹の危1り tも ございます。

理工学 lllN興 会のつ くる接点 ということ

で何か「 1つの講座」 とい1定 してしまう

よりも、今 lllの 中が非常に変化 してお り

ますし、あまり,|′ を決めないで折にふれ

て講演会等の機会を持つほうが、いいの

ではないか と思います。

ソフィアサイテック創刊特別座談会

産学協力が実現した
公開講座『最先端技術」
が好評

大久保 それに近い形の講義が既にあ り

ます。学期を 3つ くらいに分けまして、

1セ クションを 4、  5回 にする。 それを

ある企業や研究所の方にある分野、ある

テーマで依頼 します。次のセクションは

全然違 う方に違 うテーマで依頼する。第

一線の方にお願いすると、学生にかなり

の刺激になると思います。

別に理工学部の総合講座 というのが公

開講座 として平成元年度から実施されて

います。 それについてはコーディネータ

ーの内野先生から説明していただいたほ

うがいいで しょう。

内野 理工学部の総合講座 という本来学

部の 3、 4年生向きの授業を、平成元年

度から公,1講座 として企業の人たちにも

聞いていただこうという試みを開始いた

うか。

●産学協力のあり方

内野 上智大学の理工学部 と産業界 との

産学協力のあ り方に移 らせていただきま

す。 まず大久保先生のほうから産学協力

の実態についてお願いします。

大久保 冠講座、寄付講座 という講座が

あ りまして、いくつかの大学で実現 して

いる。ここで中し上げておきたいのです

が「講座」 というのは 2つ の意味で使わ

オ■ています。研究教育単位のことを講座

という場合 もあ ります。ですか ら冠講座、

寄付講座 というと、 まとまった研究室を

ひとつ寄付しましょうということ。一方、

1つ の授業を講座 ということもある。こ

の場合、冠講座、寄付講座 というと1つ

の授業を運営す る費
'1」

を提供 しましょう

ということ。

上智大学では、授業を寄付す るという

話が具体化 しつつあ ります。

内野 最近は、企業の方が大学に非常勤

講師になって、ゼ ミなどを持つ例があ り

ます。非常勤講師 ということで大学か ら

給料が出る場合 と、企業のほうか らお金

を払ってまで講師をや らせてほしい、 と

いう場合があ ります。授業 ということで

学生に受けて もらって、それが企業のイ

メージアップにつながった り、ゆくゆ く

は就職活動にも有利になった りと、いろ

岸本泰延
昭和電工株式会社取締役会長
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しました。テーマは「最先端技術」 とい

うことで、学内外の先生方にご協力を得

まして開始 したわけです。

初年度に限 りましては、学内の先生が

大勢いらしたんですが、来年からは外部

の方、特 に企業の講師が ぐっと増 えると

思います。参加者からは、大学の先生よ

りも、企業の生々しい声を聞きたい、そ

れこそ最先端的であるという希望が強か

った ものですから。

現在受講生が学内250名 に対して、学外

の方々が170名 と、ほぼ対等な比率になっ

ています。

大久保 このカ リキュラムで面白いのは、

正式の大学の授業ですが、社会人 も聴講

できるようにした点です。半分はお金を

払ってまで参加された人がいた というこ

とですね。

鈴木 今後 も企業に講師派遣のお願いを

したいと考 えております。短期間で、会

社のほうにもあまりご迷惑をおかけしな

いことを前提 として。

久米 私 どもがやっていることは確かに

最先端か も知れませんが、多分に偏 りが

ある。体系づけた ものを求められて も無

理があるか もしれません。 しかし、偏っ

た ものをいろいろ集めて、その中か ら学

生さんたちに何かを生み出していただい

たほうが面白いものができるか もしれま

せんね。

ディーターズ 共同研究員 という制度が

あ りまして、外部の研究所や企業の方 と

一緒に 1つ のテーマについて研究する。

その場合には大学 としては施設を使って

もらう。 そういう制度 もあ ります。

内野 共同研究 というのは、委託研究に

近いようなものですが、これか らの産学

協同研究では、企業の人間であ りなが ら

学生の身分を失わないような制度が必要

なのではないか と思います。国立大学の

場合、企業の研究者は学生の身分を確保

できないという難点があ ります。私立大

学では比較的スムーズに、企業に籍を置

いたままで大学院生になるのが可能では

ないかと思われます。

今後の産学協力の形
●委託研究

0冠講座 (寄付講座)

0企業人の非常勤講師
0企業人のままでの大学
院生

●理工学部生の就職事情

内野 では、理工学部生の就職事情につ

いて。最近、理工系の学生で も証券や損

保・生保会社に就職する者がかなりいま

す。 そこで、企業 としてはいかに技術者

を確保するか。 また、大学 としては技術

職に就いてもらいたい。そういうま旨導を

いかにするか ということで、ご意見をお

聞かせ ください。

久米 卒業生が後輩を引っ張って くるこ

とがあ ります。これなんかは、私はいい

ことだ と思 う。会社のいいところも悪い

ところも、分かって入って くるわけです

から。

内野 大久保先生は副学長 としていかが

お考 えですか。

理工系の学生の
文系就職が増加

大久保 今、幸せなことに上智は非常に

た くさんの求人をいただいている。それ

から、就職関係の情報が ドカンドカンと

個人の家に送 りつけられますか ら、消化

できず、本人はどうした らいいか分から

ない。 そこへ先輩が出てきてひとこと言

うと「そうかな」 と思ってスーッと行 く。

割に多いパターンですね。

また、理工系学生の文系就職 というの

があ ります。少 し前までは製造業が本命

で、まあソフ トウェア会社などに流れる

ことはあ りました。 その次に、銀行など

にコンピュータ関係、システム要員で入

るという現象があ りました。 ところ力
'今

では、銀行に一般行員 として入 り、支店

に配属されている。

こうして見 ると、理工系には来たけれ

ども、それほど深 く考 えていなかった学

生が増えたんじゃないで しょうか。文系

就職が多いというのは、自分は偏差値が

機械工学科では50台のEWS(エ ンジエアリング・ワーク・ステーション)CAD端末が導入されている



いくらだからあそこへ行 く、 という基準

で大学を選ぶからじゃないか。これをや

りたかったからここへ来た、 というので

はない人が、かな りいる。

昔は、大学の 4年間で、これでよかっ

た と納得 してそれぞれの道へ入ったわけ

ですが、その納得がない人が最近は多い

ように思いますね。

岸本 企業 としての悩みなんですが、例

えば当社の分類は化学工業。 そうすると

化学の人は、こちらが選別するのが大変

なくらい来て くれます。 ところが、計測

器を扱 える人がぜひほしいと思って も機

械、電気の人はなかなか来て く1■ ません。

能力を発揮するチャンスはあると思いま

すよ。

内野 ある程度、学科を越 えて就職を斡

旋 してはしいということですね。

自分の
やりたいことをやるのが
幸せでは

久米 今、いちばん我々がlJる のは、 ど

うもみなさん、 きれいな服を着て、 きれ

いな事務所で働いて、お給料をた くさん

もらって という指向がで きているのでは

ないか。 そういうことをやって幸せなら

いいんですが。

もう1つ は、今金融関係がいいからと

言って も将来 もいいか と言 うと、必ずし

もそうじゃあ りませんね。いろいろなこ

とを考えます と、先のことは分からない

と言いなが ら、いちばん大事なことは、

自分のや りたいことをやることだ という

気がするんですが。

大久保 そうすると、大学が自分にいち

ばん合った ものを見つける場所であ りう

るか どうか ということですね。

ディーターズ 少し見方が違いますが、

理工系の大学でやることは、専門家の基

礎知識であると同時に、今 日の社会で必

要な教養で もあるわけですね。 そういう

意味では、社会か ら人材の需要 と大学の

供給はアンバランスです。 もっと理工系

出身の学生が増 えて もいいと思います。

大久保 証券会社や銀行の人事の方 と話

をしていると、 まさにそういうことを言

われる。経済学をやったからと言って経

SPECiAL TALK
ソフィアサイテック創刊特別座談会

済を分かって銀行に来ているわけではな

い。工学出だからって、それの専門家で

はない。同じことであると。銀行のお客

さんはあらゆる分野の人がいる。 それな

ら、銀行 として もあらゆる人間を用意 し

てお くのがいいじやないですか と。

森脇 銀行の方に銀行に化学がいるんで

すか、 と尋ねると、化学をやっている企

業がお客さんだ と、内容がある程度分か

らないと怖いと。だから化学の人 も必要

なんだそうですね。

あるいは、サイエンティフィックな考

え方をする人が必要なんだ と。

●理工学部の今後のあり方

内野 では最後に森脇先生に、まとめと

して理工学部の今後のあ り方についてお

話ししていただきたいと思います。

森脇 やはり21世紀を日指 して、国際社

会で活躍で きるような理工学部出身の人

を世に送 りたいですね。 それから、小さ

い範囲にこもらないようにしたい。あま

り技術が先行します と、人間性が置 き去

りにされることがあ ります。精神的な豊

かさのあるものを目指 していきたいと思

います。

内野 本日は、非常に参考になるご意見

をいただき、ありがとうございました。

内野研三
上智大学理工学振興会
事業実施委員会委員

理工学部物理学科助教授
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講座■覧

匡機械工学科ヨ
教授 林邦夫

助教授 末益博志

①複合材料構造

②薄肉構造の座屈および振動

③薄肉構造物のランダム振動と衝撃応答

教授 岡村秀勇

助教授 曽我部潔

①マ トリクス法によるクランクシャフトのねじり。曲げ縦振動の解析

②機器・配管系の耐震設計

③エンジン騒音の発生機構とその制御

教授 五味努

講師 吉田正武

①内燃機関における熱伝達の研究

②空燃比および吸入空気量の計測法

③内燃機関のサイクル論

教授 高橋浩爾

助教授 池尾茂

①流線座標による流れの画像処理と解析

②油圧サーボ系の適応制御

③油圧システムのシミュレーション

教授 福田理一

助教授 清水伸二

①工作機械構造要素の振動特性

②新素材の精密加工特性の解明と加工用機械の開発

③工作機械における結合技術の開発

教授 市川邦彦

教授 田村捷利

講師 武藤康彦

①適応制御系(同 定、推定、制御系設計)

②実験プラントによる制御系設計および適応制御の実験的研究

③多変数制御系の設計法

教授 大久保忠恒

助教授 野末章

①高強度材料の遅れ破壊と疲労破壊

②宇宙航空材料の強度特性

③先端材料の微視構造と強度特性

教授 鈴木誠道

助教授 浅野孝夫

①輸送システム。生産システムの計画と解析

②計算幾何学 (図形の効率的計算機処理)

③数理計画法(含 グラフ。ネットワーク理論)



講座冒覧

匡電気・電子工学科∃
教授 金東海 パワーエレク トロニクスと制御

教授 R.デ ィーターズ 計算機ネッ トワーク

教授 金井寛 医用生体工学

教授 加藤誠已 画像。CG・ 音声・ニューロ・AI・ ファジィ

教授 中山淑 医用超音波工学、宇宙医学

教授 野村卓也 無線通信における伝搬の影響、マイクロ波伝搬

教授 佐藤源貞 マイクロ波帯アンテナおよび伝送機器

教授 庄野克房 集積回路に関する研究

教授 田中衛 シリコン網膜に関する研究

教授 吉田裕一 音声認識

助教授 川中彰 画像情報処理 (認識、符号化など)に 関する研究

助教授 岸野克巳 光エレク トロニクス

助教授 田中昌司 Computational Neuroscience

助教授 薄羽利久 防災システムと制御

講師 川上春夫 移動体フェーズ ドアレーアンテナに関する研究

講師 酒本勝之 医用生体工学
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講座■覧

匡数学科∃
教授 岩堀長慶 リー群。リー環の表現論 と組み合わせ理論の相関性

教授 金行世二 階別 リー環に伴 う幾何学

教授 加藤昌英 特殊な領域を含むコンパク ト複素多様体

教授 森本光生 数式処理システムによる解析学

教授 長野正 対称空間に関する研究

教授 大内忠 複素領域における偏微分方程式

教授 高橋祀司 ユニタリー表現論

教授 和田秀男 コンピュータによる整数論

教授 横沼健雄 群 とリー環

助教授 彼田健― 代数群 と有限群の表現

助教授 谷口肇 η―不変量

助教授 内山康― 微分方程式の漸近的方法による研究

匡物理学科∃
教授 藤井昭彦 原子核物理学に関する理論的研究

教授 伊藤直紀 宇宙物理学に関する理論的研究

教授 松山定彦 素粒子物理学に関する理論的研究

教授 鈴木洋 原子分子物理学に関する実験的研究

教授 鈴木皇 粒子線回析および固体物理学に関する実験的研究

助教授 片山章 真空技術

助教授 関根智幸 光物性および固体物理学に関する実験的研究

助教授 清水文子 レーザーおよび量子エ レク トロニクス

助教授 清水清孝 原子核物理学に関する理論的研究

助教授 内野研二 セラミックアクチュエータ,電気光学デバイス,誘電体の応用に関する研究

講師  L。 ボーステン 物理計測学

講師 笠耐 物理教育

講師 脇谷一義 原子分子物理学に関する実験的研究



講座〒覧

匡化学科∃
教授 秋山武夫 有機光化学、有機金属錯体の合成・構造・物性・反応

教授 神野博 炭化水素の燃焼。着火に対する添加物効果

教授 垣花秀武 同位体化学、地球化学

教授 木下員喜雄 繊維状 リン酸カルシウム塩の合成 と性質

教授 岸岡昭 チタン(Ⅳ )含有複 リン酸塩結晶化ガラスの製造 と応用

教授 栗栖安彦 複合試剤を用いる炭素―炭素結合生成

教授 森脇隆夫 プラズマによる薄膜形成 と表面フッ素化

教授 向田政男 酸素原子を配位する高原子価錯体研究

教授 緒方直哉 高機能性高分子材料

教授 大橋修 分子構造

教授 讃井浩平 新 しい重縮合反応および機能性高分子に関する研究

教授 佐藤弦 電気化学検出器の応用

教授 杉森彰 有機光化学、有機金属錯体の合成。構造。物性・反応

教授 土屋隆英 タンパク質の働 きに関する研究

教授 山ロー郎 分子分光による分子構造、反応初期過程

助教授 猪俣忠昭 放電法による燃焼排ガス処理

助教授 瀬川幸― 高機能性触媒の設計 と触媒化学に関する研究

助教授 清水都夫 金属錯体の電子移動反応

講師  Fo S.ハ ウエル 溶融塩の電気的性質

講師 池内温子 金属錯体の溶存状態

講師 恩田正雄 FTマ イクロ波分光による反応中間体

講師 大井隆夫 同位体効果、同位体分離、地球化学

講師 酒泉武志 不安定分子種

講師 杉光英俊 プラズマによるオゾン発生とオゾン利用

講師 田宮徹 毒タンパク質の遺伝子に関する研究
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匡一般科学研究室∃
教授 斎藤真一 フローインジェクション分析

教授 竹内俊夫 アミノ酸を配位子とする化合物

助教授 伊藤潔 定性推論によるボ トルネック診断

助教授 久保俊之 魚類の細胞遺伝学

助教授 田中大 電子ビームによる原子・分子・固体表面

匡生命科学研究所∃
教授 青木清 動物行動発現に関する神経生物学的研究

教授 廣川秀夫 DNA複 製に関する分子遺伝学的研究

教授 堀内四郎 両生類の変態 と細胞崩壊に関する研究

教授 北原隆 道具行動と言語の起源に関する研究

教授 山上健次郎 孵化機構 と卵形成

教授 柳瀬睦男 生命科学の基礎について

助教授 井内一郎 魚類の発生過程におけるヘモグロビン

助教授 熊倉鴻之助 神経伝達物質の放出機構に関する研究

助教授 関谷真 科学の哲学と生命倫理

講師 松本幸次 DNA代謝に係わる酸素・蛋白質の構造 と機能

講師 乗越皓司 霊長類の社会構造の進化に関する研究



「ちょっと拝見」は、
上智大学理工学振興会の

会員企業をご紹介する
コーナーです。

毎回、

各企業の若手研究員の方から、
会社概要や

所属セクションの研究内容を
レポートしていただきます。



昭和電工株式会社

石村善正
化学品研究所

昭和電工は昨年創立50周 年を迎え、その記念事業の一環として、

新本社社屋が浜松町に完成 しました。また、研究員の約半数を集め

る新研究所構想も着実に進行 しています。

昭和電工の業務内容はその名前からうかがわれるように電気化学

工業を主体 とするものでしたが、徐々に業務内容を拡大し現在では

石油化学、機能性高分子、セラミックス、電子材料など多種多様な

ものになっています。従業員5000名 、資本金853億 円、年間売上5200

億円の規模で、研究機関は8研究所、 3セ ンターあります。

私が現在所属 している化学品研究所は川崎に位置し、約100名 の研

究員およびスタッフで構成されています。研究分野は多岐に渡り、

有機化学、無機化学はもちろんのこと、建材、食品化学にまで及ん

でいます。最近の成果としては、例えばエピクロルヒドリン新製造

法の開発を挙げることができます。これはアリルアルコールを経由

する従来に無いユニークな製造法であり、昭和62年度日本化学会化

学技術賞を受賞しました。私は有機第 2チ ームのチームリーダーと

して、角虫媒を用いる合成反応の研究およびビタミンケミス トリーの

展開を行っています。研究所は比較的若い人が多 く、活気があり、

また野球、バ トミントン、ゴルフなどスポーツも盛んです。

研究所は会社の事業展開に対 し、成果をもって能動的に参画する

ことが可能です。 しかし、常に問題点をブレイクスルーすることが

必要であり、日標管理を着実に進めていくには多 くの努力を必要と

します。けれども自分の提案したテーマが企業化され社会に貢献で

きたとすれば、これほど研究者冥利につきることはありません。昭

和電工には自由に自分の意見が言える雰囲気があり、責任を持って

遂行する意欲があれば若い人でもテーマ化することが可能です。

昭和電工は、今、21世紀に向け総合化学メーカーとして更に大き

く翔こうとしています。

■奨学金制度 について

対象者 :修士課程の学生

募集時期 :随時

奨学金 :月 額70,000円

■初任給 は19万 3000円 (修 士了)て 完全週休二 日制てす。

い しむ ら 。よ しまさ

昭和58年東京工業大学大学院

総合 I里工学研 究科電子化学専

攻博士課程修了 (工 学博士 )

連絡先 IR召 和電工株式会社容

044(322)6930り 崎 市 扇 町5

1(昭和58年 入社 )



東芝総含研究所

阿部和秀
金属 セラ ミック材料研究所

第 2京浜 (国道 1号線)が多摩川を渡り、神奈川県に入るとすぐ

に右手に見えてくるのが、私が所属 している東芝の総合研究所です。

東芝は家庭電器から情報通信システム、電子デバイスに加え、エネ

ルギー機器と、バラエティーに富んだ事業を展開しており、従業員

は 7万 4千人、資本金は2558億円、売り上げは約29兆 円 (日召和63年

度)の総合電機メーカーです。この中で総研は東芝の現在の事業に

限定されない将来的、総合的な研究 。開発を行っており、約 2千名

の人々が働いています。総研の中は更に11の 小さな研究所に分かれ、

システムから材料まで実に様々なテーマの研究・開発が行われてい

ます。

私が所属するのは金属セラミック材料研究所です。名前が示すよ

うに、金属材料・セラミック材料の研究 。開発が行われていますが、

その研究テーマは超LSIに 使用されているアルミニウム配線から、

原子力発電に使用される特殊合金まで多岐に渡っています。私は入

社以来 5年間機能性セラミックを担当し、圧電 。電歪セラミックな

どの材料開発や、アクチュエータ 。超音波振動子などへの応用開発

を行ってきました。

総合研究所は図書館や試作グループなどの研究支援体制が整って

おり、研究環境は大変恵まれていると感じています。給与は電気メ

ーカーの平均的な水準だと思いますが、 5年間寮に住むことができ

経済的には助かりました。

大企業に勤めることの欠点としては会社の全体像が把握しにくい

ことなどが挙げられますが、研究者の立場から長所を挙げれば、事業

分野が広いので研究テーマの選択の幅が広いこと、リスクのある研

究テーマにもどんどんチャレンジできることがあります。夢があり、

やりがいのある研究に取 り組んでみたい方は、一度東芝の総合研究

所を訪問して実際にその雰囲気に接 してみてはいかがでしょうか ?
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昭澤159年 東京工業大学大学院

テ]工 学研究科fl子 物 I『 工学専

攻 |ゝ 士訳程修 了

,i絡 先 :東 芝 :=合 研 究所 8
04454912061神 余川県川崎市

幸区小向
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東ソー株式会社
東洋曹達工業株式会社は昭和62年 10月 1日 をもって社名を「東ソ

ー株式会社」と変更し、新 しく出発 しました。当社は昭和10年の創

業以来、化学を中心に無機化学から石油化学、そしてファイン・ケ

ミカル、エレク トロニクスなどへと、事業を展開・拡大 して今日に

至っています。

東ソーの生産部門の拠点は山口県の南陽工場で、東ソー発祥の地

でもあります。事務部門の拠点の本社は、上智大学からも近い赤坂

のオフィス街にあります。そして研究開発部門の拠点は、私の勤め

る東京研究センターです。ここは緑豊かな神奈川県綾瀬市の 3万 5

千m2の 敷地に約 2万 ぽの建物を持ち、新材料研究所、生物工学研究

所、科学計測事業部企画開発部がそれぞれ合成 (製造)。 評価・用途

開発の一貫した研究を行っています。

生物工学研究所では、遺伝子工学・細胞融合と大量培養を総合 し

たニュー・バイオテクノロジーと分離・精製技術をベースとして、

免疫および酵素に関する分野を中心にバイオ事業の基盤づ くりを進

めています。

新材料研究所は、その名が示すように高機能材料を創出し、その

企業化を推進するのが使命となっています。成長が予想される材料

としては、磁性材料・光反応材料・超電導材料 。絶縁材料などのエレ

ク トロニクス関連分野があります。また、自社開発の材料にこだわ

らず、広範な材料を複合化することによって更に高性能なハイブリ

ッド材分野へ展開すること、コンシューマー・プロダクツの市場へ

も積極的に進出することを目標として研究開発に取 り組んでいます。

液体クロマ トグラフィを中心とした分離・精製技術の開発に従事

するのが科学計漁U事業部の企画開発部です。そのほか、既存分野の

研究施設として科学研究所が南陽工場内に、高分子研究所が四日市

工場内にあります。東ソーは、既存事業の周辺拡大と新規分野への

展開を 2つの柱として研究開発に取り組んでおり、研究開発のゴー

ルは資本回収力のある開発製品による事業化に置いています。

さて、上智大学からは特に化学科から毎年数名入社 していますが、

上記の様に新規分野のための人材育成に努めており、電気電子、機

械、物理等の出身者も多 く求められています。こうした新規分野で

は、会社内に既設のレールのようなものがなく新入社員といえども

自らの判断と力で進んで行かねばならず、責任とともにやりがいが

あります。私の所属する新材料研究所第 5研究室もそうした新規分

野の 1つ として昭和62年 より光磁気ディスクの開発を行っています。

この光磁気ディスクは市場がまだ立ち上がったばかりで、電気メー

カー、化学メーカー入 り乱れてシェア上位を狙って争っています。

もちろん当社は「 トップを狙え /」 です。

杉山茂孝
新材料研究所第 5研究室



株式会社ニコン
」R横須賀線の西大井駅より歩いて 5分の所に「株式会社ニコン」

の大井製作所はあります。ニコンは高級一眼レフ、顕微鏡などの光

学機器で一般的には有名ですが、LSI(VLSl)の 製造に欠かせないス

テッパー「NSR」 は、世界的に トップシェアを誇っています。現在

従業員6616人 (平成元年末)、 資本金327億7.300万円 (平成元年 3月

末)、 売上高2189億5′ 100万 円 (昭和63年度)の規模です。ニコンは、

光学機器の専門メーカーとして発展し、基幹技術として

●サブミクロンの超高解像力を持つ半導体製造用の縮小投影レンズ

などの設計製造に関する光学技術

●0 01μ m以内の位置決め精度を誇るステージや回析格子の製造な

どの超精密技術

●ステッパーをはじめとする半導体関連機器

●各種の測定機器に用いられている高精度制御技術

●紫外、可視、赤外などの広範囲な波長での薄膜技術

●人工歯根へ応用される骨との結合力に優れた新素材の開発

といった素材技術などが挙げられます。

また映像情報関係では「光磁気ディスク」が挙げられます。これ

はニコンの持つ優れた薄膜技術、材料技術が生み出した新世代の情

報記憶媒体です。ニコンでは旧データの上に直接新データを書き込

めるオーバーライ ト技術を実現。より高性能な製品の開発を進めて

います。また高度な技術を駆使 した映像に対する挑戦の 1つの結果

が、世界で初めて開発した「35mmフ ィルムダイレク ト伝送装置」で

す。引き伸ばしプリントを作ることなしに、フィルムから画像を直

接読み取り、電話回線によって高品質の画面を伝送する画期的な製

品です。

このようにニヨンは、基幹技術を生かし、いろいろな分野に取 り

組んでいます。

さて、小生の所属する精機事業部特機部第 1設計課は、プリント

基板関係の検査装置、製造装置、赤外線機器、防衛庁関連製品、宇

宙関係製品、各種特注品など幅広い設計開発を行っています。小生

自身が取り組んでいるのは、1995年 に打ち上げられる衛星「ADEOS」

搭載用の高性能可視近赤外線放射計 (AVNIR)の 開発です。これ

は、現在打ち上げられている地球観測用センサー中、世界 1の分解

能を誇るもので、全社を上げて開発に取 り組んでおります。

今後の夢と言いますか、是非実現させたいのは、現在開発中の

AVNIRを 完成させ、日本の宇宙機器を世界の トップレベルにもって

いくことです。こうすることで宇宙用光学機器でもニコンを世界の

トップレベルにもっていきたいと思っています。小生と一緒に頑張

ってもらえる方がいらっしゃれば御―報 ください。

三浦紳治
特機部第 1設計課

み うら・ しん じ

昭和52年上智大学大学院理工

学研究科機械工学専攻修士課

澪呈|'了

連絡先 :株 式会社 ニコン大井

製 作所 容 03(フ フ3)1111東 京 都

品川区西大井163(昭 和52年

入社 )
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株式会社日立製作所

牧絵恵子
中央研究所第 9部

日立製作所の大きな組織の中で私が勤務 しております中央研究所

は、」R中央線国分寺駅より徒歩10分の所にあります。都心では珍

しい武蔵野台地の面影を残す多 くの緑に囲まれた静かな環境です。

中央研究所は日立製作所の 9研究所の 1つ として、マイクロエレク

トロニクス、インフォメーションテクノロジー、およびその基礎基

盤技術の研究開発を行っています。中央研究所には現在、研究部門

約1000名 、研究サポー ト部門約300名 おります。その中には、研究部

門に従事する女性も多数おり、活躍する舞台も広がりつつあります。

所属する第 9部 ではメディカルエレク トロニクス分野の研究を行

っています。磁気共鳴断層撮像装置 (MRI)、 超音波診断装置、X ttCT

医用分析装置等の研究開発のほか、将来の医療分野のニーズを考え

て脳機能診断、遺伝子診断の研究などが行われています。

この中で私は脳磁界計測をテーマに研究を行っています。これは、

聴覚の刺激などに対 して大脳神経に流れる電流から生 じる磁場を

SQUIDと 呼ばれる超伝導素子を用いて検出する方法です。入社 2年

目ですが、グループ内では―人前に研究打ち合わせや討論を行って

おり、仕事をしやすい雰囲気であると思います。この雰囲気は所内

どの部署にもありますし、更に若手からの研究テーマの提言を大切

にしています。

構築中のこの測定システムを用いて、私は「人間の思考がどこま

で解明できるか」という難間に挑もうと思っています。夢があると

思いませんか ?

まさえ けい こ

昭和63年 上智大学大学院

I里 工学り1究 料電千 電子

:E学 専攻 博
=L南

なり1課程 4ち

了

連絡先 :株 式会社 日立製

作所80423(23111111代 |

東京都[1分 寺 i卜 東恋 ヶ窪

1280(昭 和 63年フ、社 ,



三菱重工業株式会社

泉 元
技術本部高砂研究所流体研究室

「三菱重工って何をやってる会社 ?」 こういう質問をされること

がたまにあります。当社を表現するには、「世界にも例を見ない総合

重機械メーカー」という言い方が的確かと思います。具体的には、

発電所をはじめ各種プラント、船舶、航空機、橋梁、産業機械、建

設機械からエアコンに至るまで大変幅広い分野の製品を造っており、

生産品目にして700余 りにも上 ります。最近話題になっている「H―

H」 ロケットや潜水調査船「しんかい6500」 なども当社の代表製品

です。創業以来約120年 、常に社会に貢献 し、産業界をリー ドしてき

ており、現在でも三菱グループ41社の中核的存在です。当社の規模

は63年度実績で資本金2535億円、売上高17113億 円、従業員44800人

であり、本社をはじめ製作所 14、 研究所 6、 支社 7、 海外事務所 。

駐在員事務所 10、 国内・海外関連会社160を擁しています。新入社員

の給与は元年度実績で、大卒161400円 、修士卒178100円 。また福利

厚生はかなり充実しており、住宅 。独身寮が完備、病院 (診療所 )。

保養所も多数備えられている他、社員専用の預金・貸金システムな

どもあります。海外研修生・留学生の派遣精度も整っており、出張

以外にも海外で活躍するチャンスは多いと言えます。

さて小生の所属する高砂研究所は、兵庫県の瀬戸内海沿岸にあり、

主に原子力発電、ターボ機械、建設機械などの開発を行っています。

小生自身の仕事内容は、その 6割 が発電所冷却水の流動に関する研

究で、最近ではコンピュータによる流動シミュレーションを主にや

っています。また残りの 4割が純粋な学術的研究であるため、学会

等で発表するチャンスにも恵まれ充実した毎日を過ごしています。

当社では大きな仕事でも若い社員に任されるので「やりがい」には

事欠きません。でっかい仕事で社会に貢献 したいと思っている方は

是非当社においでください。きっと魅力を感 じていただけると思い

ます。
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横河・
横河・ ヒューレット・パッカー ド株式会社 (YHP)は、その名が

示す通 り、日米の計測器業界をそれぞれ代表する、横河電機とヒュ

ーレット・パッカー ド社 (HP)と の合弁企業として、1963年 に設立

されました。電子計測の分野においては、設立当初より常にその先

端に位置し、業界の標準となるような計測器を、いくつも世に送り

出してきました。近年ではそれに加え、エンジエアリングワークス

テーションに代表される、コンピュータの分野においてもめざまし

い発展を遂げ、現在では、従業員3600名 、資本金74億 4千万円、売

上高約1350億円までに成長しております。

また、YHPは 日米合弁企業として、最も成功をおさめた例である

と称されることがあります。これは、経営の順調な伸びに対する表

面的な評価ではなく、HPと YHPと が、双方の特徴を生かし合い、相

乗的に発展 してきたことへの評価なのです。YHPが中核となって推

し進めてきた、高信頼性への挑戦がその良い例でしょう。

さて、HPは世界各地にいくつもの事業所を抱え、それぞれの事業

所が様々な製品の開発および生産を分担 しております。私が所属 し

ているセクションは、その一員として、主に電子部品計測にかかわ

る製品を担当しております。テレビやVTRの 中にぎっしり詰まって

いる電子部品は、その一つ一つが製造時に厳重な検査を受けていま

す。我々の開発している計測器は、その検査の際、あるいは研究開

発の過程で使用されています。

私もこの春で、入社 8年 目を迎えます。昨年より、新製品の開発

責任者として、今まで以上に自分の個性を全面に出せる職務に携わ

っています。エンジエアにとっては、100と いう結果を得るために、

1を 100回足し合わせて達成するのも、その成長の過程において大切

なことです。ところがある日、どうせなら10を 10回 足 したほうが楽

だし、そんなことは早 く終わらせて、100を 200に してみるほうが、

もっと楽しいと感 じるようになります。そのとき、タイミングよく、

そういうチャンスに巡り会えるかどうかは、個人の努力のみならず、

会社が常にそういう目で我々を見ててくれるかということにも、大

いに依存 しています。

YHPに おいては、全従業員が自分自身の判断において、何をすべ

きか考えることが前提です。また会社が全ての面において、それに

応えるべ く努力してくれていることを、肌で感じとることができま

す。私はこのような雰囲気に大変満足 しております。

ヒューレット・
パッカード
株式会社

田中秀司
電子計測事業部技術部



上智大学理工学部 企業一覧
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業
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９
８
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８
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９
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９
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９
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９
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年
度
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合
計
人
数

●

東芝 日本銀行

マツダ

日立製作所 三菱銀行

日本電気 三菱化成

富士通 三菱金属

キヤノン 第一勧業銀行

本国技研工業 日本航空

日産自動車 持田製薬

日本アイ・ビー・エム 昭和電工

日本電信電話 三菱レイヨン

リコー いす 自ゞ動車

パイオニア 花王

大日本印刷 日興證券

三菱電機 京セラ

トヨタ自動車 東京電力

ニコン 鈴木自動車工業

横河電機 三井銀行 11

富士ゼロックス 三菱自動車工業 11

日本ビクター 石川島播磨重工業

オリンパス光学工業 東ソー

富士銀行 日本 DEC

日本ユニシス TDK

横河・ヒューレットノホンカ~ド 東京エレクトロン

三菱重工業 ヤマハ発動機

富士重工業 藤倉電線

セイコーエプソン 新日本製鐵

日本電装 デュポンジャバン

カシオ計算機 日商岩井
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精工舎 伊藤忠商事

山武ハネウエル CSK

住友銀行 日本エヌ・シー・アール

松下電器産業 日本航空電子工業

リクルート シャープ

富士写真フイルム 東洋インキ製造

沖電気工業 川崎製鏡

松下通信工業 17 ライオン

旭化成工業 昭和シェル石油
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９
８
３
～
１
９
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９
８
８
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●
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業
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●

ヂーゼル機器

東洋情報システム

同和鉱業

積水化学工業

古河電機工業

中国電力

鹿島建設

住友金属鉱山

長銀システム開発

横

'可

メディカルシステム

日本電子

久保田鉄工

東京計器

帝 人

信越化学工業

トーメン

萬有製薬

三菱油化

三井物産

神戸製鋼所

ファナック

日本酸素

東京電気

大正海上火災保険

北陸電力

クラリオン

大正製薬

小松製作所

インテルジャパン

清水建設

村田製作所

竹中工務店

新日本証券

日本軽金属

キリンピール

日立電線

セイコー電子工業

コニカ

プリヂストン

松下電送

アルプス電気

相模中央化学研究所

住友スリーエム

大日本インキ化学工業

大成建設

旭硝子

日産ディーゼルエ業

日清紡

東 レ

東邦レーヨン

資生堂

中部電力

凸版印刷

野村コンピュータシステム

?vrr

興銀情報開発センター

KDD

東京ガス

豊田自動織機製作所

服部セイコー

電気化学工業

協和銀行

日立ソフトウェアエンジエアリング

安田火災海上保険

三洋電機

日本電気ソフトウェア

テルモ

明電舎

富士電機

日本発条

日立化成工業

就職人数は1977年度から1988年度までの卒業時における決定人数を記載しています。住友商事
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上智大学
理工学振興会は

奨学生を
募集します′

本学理工学研究科で学。Sミ院生の皆さんの

ために理工学振興会は奨学金を給付 しま

す。詳細はまだ未定ですが、下記のよう

になる予定です。

対 象

類 :上智大学第 3種奨学金 (予定)

(振興会から大学に提供され、

振興会の趣旨に適合すると認

められる学生に給付される奨

学金)

者 :1991年 度に大学院前期課程お

よび後期課程に在学する者

募集人員 :若干名

支給金額 :授業料の一部免除として年間

約20万 円の予定 (返済の義務

はありません)

なお、詳細が決定次第募集要項を各専攻

へ通知 します。
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昨今の最先端技術に対する社会的なニーズには

大きなものがあります。素材、製造メーカーは言

うに及ばず、サービスや金融分野の企業までが注

視しています。巻には、「先端技術」についての通

俗書も数多く出版されており、いやが応でも皆の

好奇心をあおり立てています。しかしながら、そ

れらの中には各分野の専門でない評論家による著

述も多 く、内容的に誤解を与えかねないものもあ

ります。

こうした時期において、上智大学理工学部が通

年講義科目として「最先端技術Jを開講し、学生

のみならず一般社会人にもじっくりと勉強しても

らう機会を与えることには大きな意義があります。

加えて、上智大学理工学振興会が発足し、本公

開講座は、その最重要事業「基礎および先端技術

に関する情報提供、教育」の具体例としての位置

付けもあります。

本講座は、以下に列記するような教育面での

数々の新しい試みを行いました。

①最先端技術という広い分野の授業化

②多人数の学外非常勤講師陣の導入

講義テーマの選定

本講座は1987年度の学務委員会における理工学

部の総合講座のあり方に端 を発 し、最初の計画案

は、物理学科助教授内野研二によって提出されま

した。

コミュニティカレッジ出席者の職業
表2(a)

まず、物理学科大学院生10名 にアンケー トを取

り、最先端技術と考えられる、新素材、バイオ・テ

クノロジー、コンピュータ等、20程の トビックス

を抽出いたしました。 トビックスを審議しながら、

そのテーマを担当するに.ζ、さわしい本学あるいは

他機関の講師を推薦してもらい、その後、各講師

に接触 して内諾を得ました。

その際、「最先端技術Jと いうのはテーマが広過

ぎ、授業化は困難との考えも示されましたが、結

果的には受講生数およびアンケー トの感想からわ

かったように、広いテーマを一遍に見渡したいと

いう要望も非常に強 く、単なる危惧であったとい

えます。表 1に 89年度プログラムを示します。

一般社会人への公開

通常、学部の講義を一般社会人が受講するには、

聴講料を大学へ納入しなければなりませんでした。

その場合は通年で 9万円強であり、高い。一方コ

ミュニティ・カレッジと連携すれば、年額 3万円程

で受講できることになり、受講生には格安となり

ます。

公開講座の宣伝

一般社会人への公開講座の宣伝は、新聞が一番

強 く、続いて理工学部長室を通じて行った委託研

究関連企業への郵送が効を奏しました。ちなみに

従来行われている書店および大学に置いてあるコ

ミュニティ・カレッジのバンフレットは10%以下

の効果しかなく、ましてや電車中のポスターは全

受講学生の学科分布
表20

講座「最先端技術」
言己

③大学学部の講義を一般社会人に開放

④理工学部と上智大学コミュニティ・カレッジの

連携

⑤多人数受講生に対する成績評価法

こうした教育面での効果を中心に、簡単に報告

いたします。統計データは、平成元年度の最終講

義日に行ったアンケー トに基づいています。

企業人 146人 機械工学科 11ノ民

公務員 2人 電気・電子工学科 113人

1人 物理学科 47人
アルバイ ト 1人 化学科 39人

無記入 3人 文科系 5人

5人

講義内容のレベル(社会人)

図10)
講義内容のレベル (学生)

図 1(bl

わかりにくい

ややわかりにくい

わかりやすい

わかりやすい

ややわか りに くい



表 1 1989年度公開講座「最先端技術」プログラム

1 4月 H日
2  4月 25日

3. 5月 9日

4  5月 16日

5.  5月 23日

6. 5月 30H
7. 6月 6日

8. 6月 13日

9  6月 20日

10. 6月 27日

11, 7月 4日

12. 7月 11日

13  10月 3日

14. 10月 17日

15. 10月 24日

16. 11月 7日

17. 11月 14日

18. 11月 21日

19. 11月 28日

20  12月 5日

21. 12月 12 Ll

22. 12月 19日

23. 1月 9日

24. 1月 16日

先端技術 とIL会 (ヒ ッ ト商品の背景)

フアイン・ポ リマー I(高 分 ■の魅力 )

フアイン・ポ リマー H(分 子1史の応月1)

圧電セラミックス I(機能性セラミックス概説 )

圧電セラミックスH(マ イクロ。メカ トロニタス)

高温起電導セラミックス(発見の経締 と現状 )

半導体技術(微 IHI超 格 r)

光半導体(華麗なる発光素 ■)

集積口I路 11学 (将来の超LSI設 計)

高強度材料 (新 しい強度評価法)… …………………………

複合材料 (よ り強 く、より軽 く)

分子生物学〈基本的考え方)

バイオ・センサ (生物の知l党の利jl)

医用生体工学 (生体をおJ御する)

遺伝子組換え(生物機能の開発)

生物地球化学 (安定同位イトの利用)… ………………………

脳内移植(細胞移植による機能改善)

分予コンピュータ(超高密度llll路 )

意志決定法 (フ ィー リングによる選択 )

コヒーレント光通信(電線の無くなるllT代 )

音声信号処理 (声 を聞 き分ける)

情報システム(交通網を知り尽くす)

ロボット(生物の動きを利
'1,す

る)

く無意味であることが判明 しました。

学生のきっかけは、「履修要覧」がほとんどで し

た。教員からの受講推奨 も役に立つので、今後 も

各学科の教員に御協力をお願いします。

1〕
公開講座の実施

受講者内訳

表 2(a)、 (b)に はそれぞれ一般社会人および学生

の内訳を示 します。一般社会人の多 くは企業から

の派遣者で、同一人が全講義を受講する場合 と、

法人会員的にテーマによって出席者が変わる場合

もありました。後期からは、理工学振興会会員企

業からの数名の受講生増加がありました。

学生は理工学部 3、 4年生が、ほとんどでした。

「最先端技術」 というテーマのためか、電気・電子

工学科 と物理学科の受講が多い。 しか しながら卒

業に必要な単位にカウン トされないとはいえ、機

械工学科の受講生が極端に低いのが問題です。当

初の400名以上集 まったのは、ひやかし的な意味 も

多分にあったで しょうが、前期後半からの200名前

後の受講者はかなり定着 しています。

請義内容

講義内容の全般的なレベルについては、図 1(a、

(b)の 反応がありました。一般社会人、学生 ともに

普通以上が過半数を占めており、 まずまずであっ

たと思われます。

一般社会人と学生の反応の差は、学生の情報収

集能力の低さと学習の足りなさに由来すると思わ

れ、本学学生の奮起が一層期待されます。ただ、

内容レベルについては各講師に依存するところが

大で、アンケー ト結果から反省させられる点も多

いです。表 3(ak(b)に は、受講生が特に役に立っ

たと答えた講義内容を示しました。

成績評価

多人数講義でいつも問題とされるのは成績の正

当な評価法です。従来の総合講座が、出席状況だ

けで評価されていたものを、毎回のレポー トにし

てみました。

役に立った内容Partl
社会人       表3(a)      学生

18人

17人

11人

9人

9人

8人

6人

4人

2人

骨子は、「講演内容 を的確 に把握 し、まとめる能

力の トレーニング」 とし、

1)序論のまとめ

2)本論の要点

3)問題点、将来展望の まとめ

4)本講義の感想

の書式のレポー トを毎回提出させ、 A、 B、 Cの

3段階評価 を行いました。

学生の反応 として、前期に比べて後期のレポー

トが楽に書けるようになった者が多 く、結論的に

は、こうしたまとめの トレーニングは役に立った

という積極的な評価が過半数を占めました。

その他気のついた点

典型的な意見を以下にまとめます。

く一般社会人〉

①周到な準備、懇切丁寧な講義に多大な感銘を覚

えました。また、内野助教授の学生に対する指

示、注意等、毅然として頼もしく感じました。

今後とも、次代を背負う若者に対する教育、し

つけ等よろしくお願いします。

②全般的には非常に良かったと思います。ただ、

部分的には初歩的な説明がなく、いきなり専門

的になったのもあり、理解に苦しみました。各

講師それぞれやり方はあると思われますが、基

本の部分の説明をよろしくお願いします。

③学生と企業人との交流の機会も設けるとよいの

ではないでしょうか。

④学生の私語がうるさい。特に女子学生はひどい。

二人並んで座ってはいけないとかできませんか。

終了10分 前になると退席する学生が多いが失礼

ではないか。終了するまではレポー トを受け付

けなければ、このような問題は発生しないのだ

から、大学側も考えてほしい。

役に立った内容Part2
社会人       表3(b)      学生

92人 11人 ロボッ ト 80人

先端技術と社会 55人 11人 _r-tr a2€t-l 52X
半導体 40人 8人 バイオ・センサ 23人

ポ リマー I 56人 5人 医生工学 37人

57人 5人 分 子 コ ン ピ ュー タ 14人

分子生物 19人 4人 光通信 29人

ポリマーH 25人 4人     生。地化学     21人
集積回路 42人 4人 情報システム 52人

高強度材 18人 3人 信号処理 11人

2人 脳内移植 23人

2人 遺伝組換え 10人
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2人 複合材料 29人

2人 意志決定 14人



⑤講座での学生の新鮮な感覚からでる意見を聞い

てみたかった。講演中ときどき質問ができる時

間を設けると理解が深まるように思います。

⑥補講日を後に持ってきて、その年急に話題にな

った トビックを聞いてみたらどうでしょう。そ

うすれば、常温核融合などは今年度中に聴講で

きたかもしれません。

く学生〉

0講義を聞いてそれをまとめてリアクションペー

パーとして授業の最後に提出するという成績評

価形式は大変気に入っています。講座によって

内容の多い少ないや担当の先生によって説明方

法に違いが出るのは仕方がないとは思いますが、

テキス トにそって講義を進めてほしいと思いま

した。また担当の先生によっては聴講者の知識

レベルの把握が的確でなかったというのが気に

なりました。

②非常に興味深い内容の話が多かったので時間的

に足りないと思われる講義が多かった。いくら

時間があっても足りないのかもしれませんが、

2週続けて同じテーマだと分かりやすかったの

で、できればどの講義もそうであればと思いま

した。また、レポー ト用紙が 1枚 しか渡されず、

まとめ方が悪いせいかもしれませんが枚数が足

りず、小さい字で書いたりと、もどかしい思い

をしたので何枚でも可であれば良かったのにと

思いました。

C)大変興味深い講座で楽しかったのですが、内容

の理解できないもの、興味の持てないものなど

もありました。学科ごとにもっと突っ込んだも

のをやったら面白いと思います。ただし他分野

の学問を学.い ことも必要だということもよく分

かるのでこの講座も続けてほしい。ただ事柄の

紹介ではなく、その最先端に至るまでの過程や

苦労、ひらめきなどを聞きたいものです。

0上智の理工は歴史が比較的短いため、まだまだ

一般的な知名度は高 くないと思うので、コミカ

レで語学をやるのもいいですが、このような理

工学に関するコミカレもどんどん行ってもらい

たいものです。

_5'企 業や研究所から講師を招いて、日常生活にイ

メージが結びつきやすいテーマも取り扱ってほ

しい。外部の人が自分の興味のあるテーマのと

き1回 だけでも参加できるようにしてほしい。

Cと もかく自分本位の教授が多すぎます。もっと

聞き手に理解しやすいように努めてほしい。実

際 3人の先生方は内容が難しいうんぬんにかか

わらず、非常に分かりやすかったです。OHPな

どは準備 してきていても、話の進め方を準備 し

ているようには思えないのです。(′ Jヽ 生は、理工

系の学生だから基礎知識が普通の人よりある分、

理解可能な部分は多いが、ほかの人にはどうか

と思います。)

71講義の中でもいちばん重要なまとめ、質問の時

に学生の私語、雑音、退出が多いのは困ります。

特に講義終了前の退出は禁止すべきです。

0レ ポー トは、後期には前期より書き慣れてきま

した。講師の先生によっては聞き取りにくい場

合もあったが、その他の面では特に不満はあり

ませんでした。特に、自分の専門以外の最先端

技術に触れることができてよかったです。

⑨私自身興味があったので履修要覧で目をつけた

講義でしたが、このような講義はもっと沢山の

人、特に文科系の人達にも受けてもらいたいと

思います。細かいことは分からなくても、これ

から社会にでて、何かしら関係してくることも

あると思うので、来年度はもっと構内で宣伝な

どして多 くの人に知ってもらい、受講してほし

いと思います。

0今回の公開講座を受講できて、自分が恵まれた

環境におかれていると思いました。メモを取る

のはとても忙しかったけれども、とても良いト

レーニングになりました/ また、内容も、興

味のあるテーマが多かったので面白かったc他

でもなかなかこれだけ密度の濃いものはないよ

うな気がします。先生方の努力と講師の方々に

感謝いた します。

公開講座Fゞ潰先端1技術|の

今後1/9あり方

次回の希望

図2に 本年度受講生の希望をまとめました。内

容を若干変更して来年も続行することが望まれて

おります。

新しいテーマの希望

一般社会人および学生の次回の公開講座「最先

端技術」に導入 を希望のテーマは、表 4の通 り。

来年度の計画

89年度前半の公開講座の実施から来年度の改正

点として次のような内容が提案されます。

①新しいテーマの導入 (宇 宙工学、エネルギーエ

学など)

② 2回で 1つ のテーマを行う

③講師、一般社会人、学生の懇親会の実施

また、講演終了後の質問中における退席は禁止し

ます。

90年度の公開講座プログラムについては、振興

会事務局にお問い合わせ ください。

公開講座の余波

公開講座の企業受講生から、講師各位に研究委

託や技術 コンサルティングの依頼が寄せられ始め

ております。物理学科内野に対 してだけでも既に

4件の問い合わせが来ており、他の先生方へも同

様のアクションが来ていると推察 されます。これ

については後 日改めて調査をする予定です。

また、本講座の講義録 は講義中の録音から字を

起 こし、森北出版 より出版 されています。(「 最先端

技術 1, 2 すばらしい新素材 (上 、下)J森北出

版 1990)

いずれに しろ、本公開講座はよい意味で社会に

大 きなインパク トを与えることができました。

馳

表4 新しいテーマに対する希望

社会人回答 学生回答

ti・ tif ll学

フアジーr世 論

第 fi‖ L代 コンピュー タ、人 |:知 l能

超ti専
jlllfi:(イ ∫紡:、 1鴫 *泉 、lL言舌卜1線、コンピュー タi li f`:)

1占 itttFH

光フアイバー

レーザー (加 ll:、 レ:学 )

ロボ ッ ト

共f本 白,な ヒッ ト商占占を1支 術的に角子!:え

フアインセラ ミックス

ニューロコンピュータ

航空・宇宙工学

常温核融合

医 Fll技 術
ロボ ッ ト
ニューロコンピュータ

環境問題 (原 -1カ 、C02、 03)

入■i頭壼し、知能

超tE導

口1(象 1青 il

エ ネルギー

Jttf:キ

光通信

新素オイ

遺伝 i li学

次回の講座への参tll意志

●    できるだけ参加したい  )   場合による     )   参加の意志はない  )
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理工学振興会の命運はひとえに会誌

「サイテック」にかかっているといっ

てもいいでしょう。それは企業会員と

大学の教員や学生、院生とを結しヽ大い

きずなの役割を担っているからです。

それにも増 してこの創刊号は、最重

要課題である会員の増強の役を勤めさ

せることをねらって企画しました。会

員申し込みがどっと舞い込むほど魅力

ある内容になりましたかどうですか。

ここで、会誌名とロゴについてご説

明しておきます。「サイテック」という

のは「サイエンス アンド テクノロ

ジー」の略でして、理工学振興会に。S、

さわしい躍動感のある響きの良さと自

負 しています。ロゴはギ リシャ文字

Σとσ、τの 3つの組み合わせです。σと

τは「サイエンス」と「テクノロジー」

の頭文字を表します。中心のΣは、大学

名「ソフィア」の頭文字であると同時

に、数学の記号で「和をとる」という

意味を含みます。つまり上智大学を中

心に「科学」と「技術」が「融合する」

という記号です。

理工学振興会は表紙のロケットに象

徴されるように、たった今発進 したと

ころです。企業会員、理工学部教員そ

して学生、院生の皆さまのご協力なく

してはコントロールできなくなります。

来年の今ごろも、私どもが笑顔で何号

目かのサイテックを編集 していること

を祈願したい気持ちです。(文責 :内野)

■ ■

■ ■ ■

■

■

■

■ ■

サ   ●上智大学理工学振興会事業実施委員会

イ  森脇隆夫

フ樋デri島奮ェ翔
製   酒本勝之 (電気 。電子工学科)

塚  II[:J(:]]」研究所)

フ  ●印刷 大日本印刷株式会社

●デザイン ハートフォード
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産学のコミュニケーションを
目夢旨して

1911～ 1989

理工学部の歩み

理工学部の今後のあり方を探る

上智大学理工学部講座―

ちょつと拝見

上智大学理工学部就職先一覧

奨学生募集案内

庸座『最先端技

うちの研究
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自動車用エンジンとともに

暮らし、考える

熱は大古から人類に利用されてきました。

現代でもバイオエンジニアリングからエレク

トロニクスまで非常に多岐にわたる研究分野

の中で、熱の制御は必要不可欠なものです。

特に産業革命以後、自動車は人間の行動範囲

を飛躍的に広げ、産業活動を活性化する原動

力となりました。もはや日常生活に欠かせな

い道具であるといえます。

NA.Ottoら の往復内燃機関の発明より百余

年が経過 しました。最近では、数回のオイル

ショックと公害問題を経て、自動車用エンジ

ンに関する技術・研究は一段と高度かつ複雑

多岐になりました。ここ数年は、地球の温暖

化の問題に伴い、熱効率を更に向上させるこ

とと排気ガス対策が、主要なテーマになって

います。

理論と実際の統一を図る

研究が主体

このような状況に対 して、当研究室ではエ

ンジンの理論的な研究だけにとらわれず、大

学の基礎研究と企業の応用研究との谷間を埋

めるような研究を心がけてきました。排気ガ

ス問題にしても、大学としては最も早 く高額

な自動車用排気ガス分析計を導入 し、常に実

用的な研究に取り組んできました。また、吸

入空気温度、圧力、湿度の制御装置を設置し、

大気状態がエンジン性能に与える影響などの

実際的な問題も取り上げ、理論 と実際の統一

を図る有用な研究成果を得ました。

計測の面でも、エンジン内の状況を正確に

把握するために筒内および吸気・ツト気圧力の

計測には特に力を入れ、世界的にも高精度な

圧力計の開発を進めてきました。また、シリ

ンダごとの空気と燃料各々の配分や、加減速

性能に影響するシリンダごとの吸入空気量を

リアルタイムで求める計測法の開発などにも

意欲的に取 り組んでいます。

また、理論面でも、従来の純粋な熱力学的

立場でのサイクル論ではなく、実機の現象に

近いより精密なサイクルの熱力学的解析法の

開発、吸気行程を含むサイクル全体の筒内温

度変化を求める方法の開発、CVCCエ ンジン

などのシミュレーションモデルの開発などを

行つてきました。その結果、例えば、大気湿

度がエンジン出力に与える影響などを正確に

予測することが可能となり、点火時期を的確

に保てば熱効率は燃焼速度にほとんど影響さ

れないなど興味深い研究成果をあげることが

できました。

教授・五味 努●講師・吉田正武

一方、効率や公害の問題解決には、燃焼そ

のものの十分な理解が不可欠です。そのため

各種バーナーを用いた基礎的研究や、実機の

燃焼室形状をモデル化 したものをはじめ、各

種形状の燃焼器を用いて、燃焼を促進 し効率

を改善するとともに種々の有害ツト出物を低減

する方法を探求してきました。更に、熱の有

効利用効率を高めるためには、エンジン内の

局所的な熱の流れを正確に把握する必要があ

ります。当研究室では光学計測などのユニー

クなアプローチを試み、エンジンからの伝熱

量を表す新 しい方法や、熱損失量を求める方

法などを検討 しています。これらの結果は、

数値解析の分野においても非常に重要であり

前記の新 しいサイクル論やシミュレーション

モデルに生かされています。

新型車の試乗、
レポート提出も

必修科目であるゼミナールでは、エンジン

に関する最新の論文を読みこなし、論文の構

成や、着眼点のユニークさあるいは実験手法

の巧妙さなどを十分理解できるよう指導 して

います。このゼミナールを通 じて、エンジン

に対する一層の理解と卒業研究を行う上での

下地が形成され、スムーズに研究活動に移行

することができるようです。卒業研究は、学

部での広い基礎的な勉強も融合する非常に厳

しいものですが、さまざまな共同作業を通し

て協調性が養われ、自分を見つめ直し、鍛練

するには良い場でもあります。

また、最近のゼミナール合宿では各社の新

型車の試乗を行い、新型車の評価を各人ごと

に行って自動車を見る目を養い研究に生かせ

るようにしています。この評価レポー トは各

社にも報告していますが、専門家によるもの

とは視点が異なるユニークさがあると評価さ

れています。

成績より、体力・根気・センス・

好奇′いを大事に

当研究室で研究している問題は理論だけで

解決できることは稀で、多 くの場合、若干の

理論的背景と実験解析が必要です。 したがっ

て、得られたデータをいかなる方法で解析し

ていくかが重要となり、受験戦争の達人が必

ずしも良い結果を納めるとは言えません。む

しろ成績よりも、実際の現象をよく観察し、

考え、自分で納得できる答えを出せるまで頑

張る体力・根気・センスが重要な資質である

と考えます。

また実験では、エンジンあるいは可燃性気

体を扱うことがほとんどですので、実験のセ

ンスと安全に対する十分な知識と経験を合わ

せ持っている必要があります。このような面

でも、小さい頃からいろいろな機械に触れ、

遊び、機械に親 しみと愛情を持てるような人

が適 しているようです。

以上のような理由により、優等生よりむし

ろ体力・根気 。好奇心に富んだ明るい性格の

人が望ましく、当研究室の学生もその個性を

十分に生かして研究を成功に導いているよう

です。

エンジン実験 でシ リンダ内の圧 力な どを測定



電気・電子工
医用生体工学
第2研究室

最新の電気電子工学を
医学に応用する

本研究室では過去22年 間にわたって電気電

子工学の医学応用の研究を行ってきました。

医学、電気電子工学の進歩に伴って研究内容

も少しずつ変化していますが、現在の研究テ

ーマのいくつかを簡単に紹介しましょう。

医用超音波工学

最近の臨床診断学は、少しゆきすぎなくら

い画像診断機器の発展に負っています。画像

診断機器としては核磁気共鳴CT、 ポジ トロ

ンCT、 単光子 CT、 XttC T、 超音波断層

装置などがありますが、超音波断層装置以外

は数千万円以上の高価な装置であり、医療費

の高額化を導き、かつ生体に対する安全性の

点でも超音波装置に比べて限界を有する機器

です。 したがって超音波を用いた診断装置の

性能を限界まで高めることは現代の医療を質、

量ともに高めるために非常に重要なのです。

現在の超音波診断装置の最大の欠点は画像に

定量性を欠 くことですが、これを克服して診

断能力を飛躍的に向上させるべ く、いろいろ

な研究を行っています。

教授ell:lh 淑③助手・鈴木彰文

肺音、呼吸音

聴診機による肺音、呼吸音の聴取はお医者

さんの最も基本的な診断技術の 1つですが十

分な研究がなされていません。患者さんの負

担がないこのような診断法から得られる情報

は、とことんまでしゃぶりつくさねばなりま

せん。最適な肺音用マイクロホンの設計、高

度な信号処理技術による情報の抽出、肺音の

成因、伝搬特性の解明などを総合 して、より

高度の診断情報を得るべ く研究を行っていま

す。

宇宙医学

宇宙空間における活動は人類に残された大

きな夢の 1つ といえるでしょう。我が国もこ

の分野に参入せざるを得なくなっています。

宇宙開発事業団が日本人宇宙飛行士を米国の

スペースシャトルに乗せることを決定して、

そのための医学検査、訓練システムをつくり

始めたときから本研究室はシステム設計に携

わり、これを契機として、日大医学部と協力

して無重力模擬実験環境下での循環動態、無

重力環境から帰還 したときの起立非耐性 (立

ちくらみを起こしやすくなる)な どの研究を

行ってきました。日本人初の宇宙飛行士は

1991年 6月 にスペースシャトルに乗り組む予

定ですが、その宇宙空間での活動中の生理学

的データの分析は本研究室が行うことになっ

ており、準備を進めています。
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超音波断層データの検討



数学科  ‐

罰 畔 妻・朧 糎

整数論への
コンピュータ利用を研究

コンピュータは計算を高速で行うので当然

数学にも利用されます。数学の中でも、自然

数の性質を研究する整数論の研究にはコンピ

ュータは昔から使われていました。どのよう

に利用されているかを紹介 します。

実験整数論

和田秀男教授の専門は「代数的整数論」。つ

まり X2+4=y3の ような 2次以上の式の

整数解をすべて求める研究です。この式の場

合、 x2+4 または X2=121 は解になり

ます。これら以外に解があるか否かが問題で

す。まず、実行すべきことは、 Xに いろいろ

な値を代入 して X2+4 が立方数になるか

否か実験することです。人間が紙と鉛筆で計

算してもよいでのすが、少 ししか実験できま

せん。コンピュータを利用すると多量のデー

タが得られます。多 くの時間をかけても解が

見つからないとき、解がないであろうと予想

されます。予想したあとは、数学的な証明を

考えるわけですが、この部分はコンピュータ

にはできません。

教授・和田秀男

イ也の例 としては、 X4+y・ 十ZI=u4に は

自然数解がないだろうと予想されていました。

多 くの実験をしても解が見つからなかったか

らです。ところが最近、 958004+2175191+

4145604=422481“ という解が、多 くのコン

ピュータを並列に実行させることによって見

つかりました。

このようにコンピュータで実験して予想を

作ったり、逆にある予想の反例をコンピュー

タで求めたりすることが可能です。このよう

なことを「実験整数論」といいます。

和田教授は、院生のころ実験整数論を行う

ためにコンピュータを勉強したそうです。

フェルマーの大定理

昔から自然数解を求める有名な問題があり

ます。 X3+y3=z3 は自然数解がないこと

は証明できます。もっと問題を拡張 して

p=素数 のとき、 XP+yP=zP にも自然

数解がないだろう、と予想されています。こ

れは「フェルマーの大定理」と名づけられ、
p=5 とか p=7 のような素数の場合

には、  p<150000 までがコンピュータに

よって証明されています。コンピュータが証

明に使われるのは不思議な気がしますが、理

論的に有限個の場合のみを調べればよいこと

を導き、具体的に計算機に実行させるわけで

す。

自然数に
興味があることが第一

現在、和田研究室には大学院生が 5人 と学

部生が 6人 います。

「大学院生は、理論的なことのみを研究して

いる人もいれば、フェルマーの大定理をコン

ピュータにかけている人もいます。学部生は

現在はコンピュータのみを勉強 しています。

初等整数論を勉強する年もあります。学生の

希望により変化するわけです。ともか く自然

数そのものに興味を持っている人が向いてい

ます。興味を持つことが学問の第一歩ですか

ら」

1著薯争:i][旨警]警9誉 :L夕管貫富豪塚懲l

遊星社 (1987)

■和 田秀男著 :整数論への計算機の応用、上

智大数学講究録 Nα 7(1980)

■和田秀男著 :高速乗算法 と素数判定法、同

上No 15(1983)

■和 田秀男 ―斎藤美千代著 :虚 二次体のイ

デアル類群表、同上 No28(1988)
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70ケ タほどの 自然数 は、

昨年の忘年会。 ワインを飲みす ぎている院生 もいる (?)



材料物性から

応用デバイスまで

近年、「ハイテク」つまり高度先端技術は、

このことばを耳にしないときはないほど、私

たちの生活に深 く浸透 しています。しかし、

それが商品や製品として具体的に日で見える

場合はいいのですが、その原理となると多 く

の人が戸惑いを覚えるはずです。

物理学科は、そのハイテクの原理、言い換

えれば、ある特性を出すような材料の設計か

ら、デバイスの基礎開発 まで行う分野を含ん

でいます。

ひずみに関する
デバイスを研究

内野研二助教授の専門は、「圧電/電歪アク

チュエータ」をはじめとする熱膨張、磁歪、

光ひずみで、あらゆる「ひずみ」の応用に関

する研究を中心に行っています。

「アクチュエータとは、種々のエネルギー入

力に対 して機械的な出力のとれる装置を指し、

簡単に言えばモーターのようなものです。研

究室の基本方針は F材料からデバイスまで」

であり、単に試料作製や基礎物性の実験だけ

でなく、製品に近い装置までを試作すること

にあります」

最近話題となったものに、「超小型の超音波

リニアモーター」があります。

「電圧をかけると伸縮する圧電セラミックス

素子を利用して金属性の F足」を振動させ、

レールの上を高速 (30cm/秒 )で移動するも

のです。大きさが l cm以下でコイルなども不

要のため、構造が簡単なので、プリンター、

プロッター、フロッピーディスクの駆動装置

などOA機器に応用できるものと期待されて

います」

また「光駆動アクチュエータ」も注目され

ています。内野助教授のオリジナルの業績の

1つに、光を照射すると伸縮するという「光

ひずみ効果」を呈するセラミックスの発見が

あります。

「これは、熱膨張ではなく、電子の光励起に

関わる効果と見られています。この現象を利

用して、駆動のための電気的リー ド線のない、

遠隔操作の光駆動 リレーや超小型歩行素子な

どが試作されています」

共同研究の中心的役割

このようなことから、企業からの研究生は

常に 3、 4人おり、海外からも客員教授、研

究員、留学生が多数希望 して くるなど、国際

的に トップの技術力を持っています。

助教授・内野研二

「卒業研究といえども、企業研究者との共同

研究を通 じて学会発表も行わせています。

その分仕事はきついが、やる気のある学生を

求めています」

特に、上智大学と米国ベンシルバニア州立

大学との大学院レベル交換留学生制度は、院

生たちの評判になっています。

「最長 1年間をめどに毎年 1人ずつ交換 して

います。渡航費、滞在費等余 りあるほどに給

付されるので学生の負担は一切ありません」

そのかわり語学力もさることながら、内野

研究室の技術力を十分に伝授できる程度にマ

スターした学生だけが推薦対象になるという

ことです。

3年生以下あるいは企業研究者も
ゼミ受講は可能

ゼミナールは、いわゆる学部で学 .ζ 基ヽ礎学

習とはかなり異質のもの。

「これといった基礎学力がなくても初歩から

勉強していくので 3年生以下でも受講でき、

加えて単位も与えられます。現在 2年生 4人、

3年生 6人、 4年生 5人、大学院生 6人が受

講 しています。東海大学、中央大学、東京工

大、早大など他大学の学生も5人 います」

この他、企業からの受講生が20人 ほどいて、

学生と企業の第一線の研究者が、議論 じ合い

ながら研究を進めているそうです。

オールAよリオールCが魅力

研究室に入室してもらいたい学生の気質に

ついては次のような希望があるそうです。

「私たちが毎日見ている歩行者用の横断歩道

信号に描かれている人は、帽子をかぶってい

るかいないか? このような質問に対 して的

確に答えられる人、言い換えれば、ものを全

く異なった視点で考えられる人を歓迎 しま

す」

常時、新聞等で大きく取り上げられるよう

な、高度な研究をしている室なので、さぞ成

績優秀な学生が集まりそうだと思われがちで

すが、実際には……。

「私自身、オールAよ りもオールCの学生に

魅力を感 じています。オールAを とるために

恐々として学生生活を送った者より、 Cで

楽々とやつてきた学生の方が、気持ちにゆと

りもあり、いざ研究活動に入ったときには、

創造的な仕事をするチャンスにめぐまれるか

らです」

要は「体力と忍耐力」が大事で、それが研

究を成功に導いていくということでした。ち

なみに他学科からの内部推薦による大学院生

も受け入れています。

参考書籍/文献

■内野研二著 :圧電/電歪 アクチ ュエータ、

森北出版 (1986)

■内野研二編著訳 :電気物性入間、内田老鶴

圃 (1989)

■内野研二 :超音波モータ、精密工学会誌、

55(3)、 51-56(1989)

■内野研二 :形状記憶セ ラミックスの開発の

現状、金属、 (8)、 4147(1989)

■内野研二 :光 ひずみアクチ ュエー タ、 日本

機械学会誌、 (10)、 947(1989)
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先端高分子材料を追いかける

高分子材料というとすぐにプラスチックを

連想 します。プラスチックということばから

くるイメージは安物で代用品というものです

が、今や高分子材料の中で高機能性高分子材

料は最先端をいく材料となっています。これ

までのいわゆるプラスチックと称される高分

子材料は主に繊維、フィルム、成形品など物

体の形を作るための材料として用いられ、安

価で大量に生産されてプラスチック時代と言

われるように様々な製品を世の中に送り出し

てきました。 しかし、本来高分子材料は動植

物などの生体を構成 している材料であり、生

命現象と密接なかかわり合いを持っています。

生命現象は非常に神秘的なものですが、要は

外からの刺激に対 して応答性を持っているこ

とを意味 しています。このような外からの刺

激に対する応答性を持つた高分子材料がいわ

ゆる高機能性高分子材料です。当研究室では

様々な高機能性高分子材料の研究を次のよう

に行っています。

高機能性高分子材料の

合成反応の開発

光、電気、熱などの様々な外からの刺激に

応答する高分子材料をつくり出すためには、

このような刺激に対する応答性能を持った機

能団を高分子中に組み込んだり、高分子全体

の形、大きさを精密にコントロールすること

が必要です。このためには、従来の高分子合

成反応のように高い温度や長い時間をかけて

合成したのではうまく高機能性高分子を合成

することは困難です。動植物などの生体が温

和な条件下で成長しているように、生体での

高分子合成反応は非常に巧みで速 く、酵素の

ような高機能性高分子を合成しています。こ

のようなユニークな高分子合成反応を手がけ

ています。

分離材料

様々な混合物の中から目的の物質を分離 し

て取り出す操作は化学反応の基本的操作とい

えますが、現行では蒸留や再結晶などすべて

熱エネルギーに頼っています。ところが、生

体の中では細胞が巧みに膜を介して必要な成

分を取り込み、不要なものを排出しています。

つまり、細胞膜は物質を選択的かつ特異的に

分離しています。特に、蒸留や再結晶では分

けられない光学異性体のような、いわゆる難

分離物質を膜を介 して分離することは大きな

期待を持たれています。このような高度の機

能を持つた分離膜の研究を行っています。

教授・緒方直哉e教授・讃井浩平

助手・渡辺正義●助手。九山 厚

エレクトロニクスおよび
フォトニクス材料

高分子材料はこれまでにエレク トロニクス

技術の中では主に絶縁材料として利用されて

きました。つまり、エレク トロニクス技術の

中では高分子材料は主役ではなく、いわば脇

役として利用されてきました。しかし、最近

では高分子材料が主役を演ずることが期待さ

れています。導電性高分子、感光性高分子な

どが既に出現 しています。さらに光コンピュ

ータの材料として重要な役割を高分子は担っ

ています。21世紀に出現すると期待されてい

る、分子コンピュータはまさに高分子を利用

した分子デバイスでなければ実現できません。

これらの最先端をいくエレク トロニクスおよ

びフォトニクス材料の研究を手がけています。

医用高分子材料

生体はすべて高分子材料からできています

が、通常の高分子材料を生体の中に入れると、

拒絶反応が起こってしまいます。生体によく

なじむ高分子材料は特に人工臓器を作るため

の材料として必要です。さらに現在、治療に

使われている医薬品はすぐに体外に排出され

て、長時間安定に使用することはできません。

必要な量の医薬品を、必要な体の部分に運。い

ための運搬体 としての高分子材料の開発は大

きなニーズとなっています。これらの医用高

分子材料の研究を行っています。

Do your best
がモットー

研究室のモットーはDo yOur bestで す。つ

まり、能力に応じて最大限の努力を傾けて研

究に取り組むことが要求されています。学生

は卒業研究に従事する学部 4年生が10名 、研

究室に配属される大学院修士課程の院生が10

名、博士課程が 1、 2名 というところが平均

的な数です。それに対 して、スタッフは緒方

教授、讃井教授および渡辺助手、丸山助手の

4人が指導に当たっています。

国内外に開かれているのが特長

高機能性高分子材料はシステムとのかかわ

り合いが深い、システム材料ですので、学際

的な研究の広がりが必要となります。このた

めに他大学、他研究機関などとの共同研究が

必要で、このような研究の広がりは国内に限

らず、国際的にも展開されています。 したが

って、国内からの研究生、国外からの客員研

究員の受け入れが盛んに行われています。

共同研究の広がりは研究の必要上行われま

すが、さらに国のプロジェク トにも積極的に

参加しており、先端材料の開発についてのナ

ショナルプロジェク トのリーダー的役割を演

じております。

したがって、外に開かれた研究室であるこ

とが、 1つの大きな特長となっています。

導電性高分子の特性 を測定する



DNA複 製の機構を研究

「遺伝子はDNAで ある」あるいは「DN
Aは遺伝情報分子である」といったことを耳

にした方はたくさんおられるでしょう。当研

究室では、そのDNAを 研究対象にしていま

す。DNA研 究といっても、その範囲は大変

に広いので私どもはDNAの 複製の機構を遺

伝的にあるいは分子生物学的に解き明かすこ

とを目的としています。

具体的に申しますと、取り扱 う研究材料は

バクテリアに感染するウィルス、すなわち、

バクテリオファージを用いています。何か危

険なものと思われるかもしれませんが、実は

全 くその心配のないものです。納豆を食べた

ことのない方は少ないと思いますが、その納

豆を作るものは俗に納豆菌すなわち枯草菌で

す。我々が取り扱っているパクテリオファー

ジは、この枯草菌に感染増殖するウィルスで

すべて自然環境から分離されたものです。

ファージにはそれぞれ名前があり、φ 29、

M2、 などど呼ばれています。 φ 29は アメリ

カ中部の大地から、M2は東京大学農学部キ

ャンパスの土から見出されたものです。発見

の当初1960年 頃はこの 2種のファージは無関

係と思われていましたが、今では非常に似た

ファージであると考えられるようになってき

ました。

これらのファージの頭には 2本鎖の直鎖状

のDNAが 包み込まれていて、枯草菌に感染

するとそのDNAが 細菌細胞内に注入され、

ファージDNAの 複製が始まります。(写真参

照)

枯 草 菌 フ ァー ジM2の 直鎖状 DNAの 電 子 顕 微 鏡 写

真 :矢印か ら矢印 までが 1分子の 2本鎖 DNA(約 18′

000塩基対、 6μm)左 の端 は、化学物質 を架橋 に して D
NA結 合蛋自質 を金粒子 で標識 してある。黒線 は lμ m
を示 す。

教授・康川秀夫鼈講師・松本辛次

私どもの研究室では、このDNA複 製に研

究の中心を置いています。それは以下の理由

によるからです。すなわち、生物が生物たる

根幹は何か一―それは細胞が細胞を作ること

にあるといえます。細胞複製ということです。

普通、遺伝というと親から子へということを

考えますが、 1細胞が 2細胞となることも遺

伝現象なのです。細胞複製の中核は遺伝情報

分子であるDNAの 複製です。

DNA複 製の機構解明は細菌やウィルスを

用いて先進各国で多彩な研究が展開されてい

ますが、実はまだまだ分からないことがいっ

ぱい残っているといってよいでしょう。

私 どもは、このDNA複 製開始機構、特に

プロティン・プライミングと呼ばれる反応機

構の分子レベルでの解明に取り組んでいます。

この研究が細胞増殖を理解する上でも、また

癌細胞の増殖機構を明らかにする上でも基本

的に役立つものと考えています。

現在、教授、講師、大学院生 3名、共同研

究員 2名、計 6名の小グループですが、他大

学から随時 2～ 3名 の助手、大学院生が研究

に参加 しています。このように、学外との共

同研究も積極的に進めています。

研究室ができてから11年 になりますが、今

だにラジオアイソ トープを用いる実験ができ

ないので、学外の実験施設を利用させていた

だいています。生物科学の研究にラジオアイ

ソ トープの利用は現在も、また将来にわたり

不可欠の実験技術なので、学生の教育研究の

ためにも 1日 も早いRI実験施設の設置を願っ

ています。研究室の紹介としては、申しにく

い事柄ですが、あえて正直に実状を話 します。

(参考文献/資料)
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