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巻頭言

「新しい産学連携を…TLOに よる民間と大学の

コラボレーションが日本経済を支える」
日本SG‖朱式会社 代表取締役社長

上智大学理工学振興会副会長   和 泉 法 夫

大学 を離れて約30年 、この間いわゆる IT

(lnformalon TechnoЮ gy=1青報技術)業界に身を

置いていた私は、産業界と大学の関係について考

えることがよくあります。IT産業は常に最新のアイ

デアとテクノロジー、そしてそれに基づくプロダク

トが求められる世界であり、研究開発 (R&D)が

重要な差別化要因となります。実際のプロダクト

は企業が作り上げるにしても、そのベースとなるア

イデア、テクノロジーは大学やその研究所で生み出

されることが多いからです。

実際に、私が現在身を置いているSGIにおいて

も、大学との関わりは深いものがありました。創業

のきっかけとなったのは、スタンフォード大学の助

教授だったジェームス・クラークが大学において開

発 した3次元グラフィックスを実現する「ジオメト

リック・エンジン」を製品化することでした。この

アイデアをいくつかの企業に持ち込んだものの、ど

この企業も取り上げてくれなかったため、自らシリ

コングラフィックス (倉J業当時、1999年にSGIに

社名変更)と いう企業を立ち上げたのです。

現在のSGIの主力製品であるハイパフォーマン

ス・ コンピュータ「Ongin」 も、スタンフォード大

学で開発されたcc― NUMAと いうアーキテクチャが

基盤となっています。これは 、従来の並列計算機

のアーキテクチャでは不可育旨であったシステムのス

ケーラビリティとシステムの使いやすさの双方を非

常に高いレベルで実現できる優れたアーキテクチャ

で、SGIは このcc NUMAア ーキテクチャのシステ

ムを商用として完成させ、現在、全世界で25,000

台以上のシステムを出荷しています。

一方で、企業によって完成 したテクノロジーや

プロダクトが大学の研究に大きな成果をもたらす

こともあります。たとえば、先端的なテクノロジー

を支えるコンピュータ環境においては、高速な計算

環境とともにSGIがもっとも得意とする高速なビジ

ュアライゼーション (可視化)環境が重要な役割

を果たします。SGIは こうした可視化技術では世界

No lの企業であり、この成果は日本でも京都大学

化学研究所、東北大学流体科学研究所、東京大学

医科学研究所ヒトゲノム解析センターなど先端的

な研究開発機関で活用されています。

私はいまこそ、日本においても大学と企業との

コラボレーションをイ足進するTLO(TechnO10gy

日cendng organレation=技術移転機関)が必要で

あると考えています。従来の産学連携は個別の研

究者と企業が共同研究を行うという形が一般的で

したが、今後は大学全体の研究成果と企業の二―

ズを結ぶネットワークであるTLOを 早急に確立すべ

きでしょう。TLOは 、大学で生み出されるシーズや

知識と企業のニーズやテクノロジーを結びつける

ことで、新 しい競争力のある商品を作り出そうと

いう動きです。

すでに米国では80年代に全国各地でTLOの仕組

みが整い、現在の米国の好調な経済を支える新規

産業創出の原動力となっています。米国ではこう

したTLOの仕組みによって1997年 には約287億 ドル

の経済効果と、約24万6,000人の雇用創出をもた

らしたといわれています (TLOの交流組織である

AUTMの調査による)。

i::籍:;7:|
を基盤として設立されたベンチャー企業が米経済

社会で大きな活躍をしています。

日本においても、大学に眠る技術力は非常に大

きなものがあります。たとえば、国内の研究者総数

68万人のうち、その35%に当たる24万人が大学に

在籍しており、また研究資金でも14兆9,000億 円の

うち、20%に当たる3兆円が大学で消費されていま

す。こうした大学の技術を企業に結びつけるTLOの

確立が、日本経済を復活させる鍵となると考えて

います。

日本でもTLOに本格的に取り組む大学が出てき

ました。例えば立命館大学です。立命館大学では

リエゾン・コンセプトをテーマに社会 (産業界・

官公庁・地域等)と大学とのインターフェイスの

役害1を 果たす機関を設立し、積極的な研究交流の

提案をしています。

大学での研究成果が企業の現場に投入され、ま

たそこで浮き彫りにされたさまざまな問題点を大

学に持ち帰って新たな研究をスタートさせるとい

う、いわゆる「知の循環」こそが産学連携の理想

であり、今後の大学、企業に求められています。日

本においても、大学の研究者は今こそ積極的に産

業界と交流を進めるべきだと考えています。

ヅ¨恣難』閻渕諄
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八ロルド・クロト教授

1979年 1月 30日 吹 )1・前10時頃、Sussex大

学の化学教室の建物のポーチでKroto先生に初

めてお会いしましたc

当時のKroto先生は星間分子と熱分解で生

成する不安定分子の研究※1に夢中でした 先生

等は、既に長鎖の炭素分子H C5Nと H C7N

を実験室※2と 星間※3で見い出し、天体電波望

遠鏡でさらに長鎖のH C9N分子※4を星間に発

見していました。Kroto先生はますます長鎖の

炭素分子を星間で探索することに魅了さガヽ そ

のための実験室でのデーターを得るべく目的分

子の有機合成をしようとしました。しかし、合

成の専門家で同僚のW』ton先生より爆発の危

険力平半うことを教えられ

"り

の生成法を考える

必要に追られました。それがグラファイトにレ

ーザーを照射 し炭素分子を蒸発させる方法で

した。このことを研究室に来て間もない私に

嬉々として説明してくれたのを昨日のように思

い出します。

それから5年経ち、その実験ができる場所を

米国南部HoustonにあるRce大学のSm」ley先

生の研究室に見い出し、同大学のCurl先 生等

と協同で、思いもよらぬc∞分子の生成に出会

ったのです。この “C∞分子がサッカーボール

形である"と いう結論に導びかれる引き金が、

KЮto先生力ヽ 967年 に行なわれたMontreal万 国

博の、Buckminster Fulerの設計による六員環

と五員環構造から成るドーム形アメリカ館を

訪オι そのデザインの美しさに魅せられたこと、

そして、先生の子供達に作ってやったサッカー

ボー羽形の天球儀 Stardome map)にあること

は、先生の著書※5に記されています。

Kroto先生は冗談に
¨
自分はグラフイツクデ

ザイナーだ"と言いますハ 御自慢はSusex大

学の化学教室を紹介したバン

フレットの表紙で、これはグ

ラフイツクデザイン専「1の

国際年鑑 陣 ordern   i
Publicity」 に掲載さガ■

たそうです。このデザイ

ンはイギリス本島 と

39イ固のバーナーを配

したものです。バー

ナーはイギリスの

大学の場所を示

し、唯一火の燈

っているSussex

大学の化学研究が一番活

発であることを表現 したのだそうで

す。このパンフレットができた1977年 頃の

Susex大学には、Marin先生とCornfOrth先 生

lS士)の二人のノーベル化学賞受賞者がいまし

たが、次は誰かという話になり、Kroto先生は

錯体化学のChatt先生だろうと予想 しました。

まさか、CornfOl・th先生の受賞から20年後に御

本人が受賞するとは思いもよらなかったことで

しょう。

Kratschmerゃ Hufflllan等 によるC∞大量生

成の成功によリフラレーン科学が世界中に広

まった19∞年頃から、KЮto先生は度々日本に

来るようになり、東京で会う機会が多くなりま

した。先生の日本に来る大きな楽しみの一つは

神田の吉本屋で美術書、取 り分けグラフイツ

クデザインの本を掘 り出すことです。先生はど

の国に行ってもその国の美術書を求めるのです

力ヽ グラフイックデザインに関する日本の評価

は非常に高いようです。先生の家には世界中

の美術書が集まっており、美術の資料館がで

きるほどだと笑っています。

Kroto先生がノーベル賞を受賞した翌年の10

Sir Harold Waner Kroto教授●プロフィール

19391110月 7日 、英1可 CalllbHdgeJlh eで、 ドイツ人

を父llと して生まれる 有機化学に興味を持ち、19■

1lShelldd大学に進学、そこで分子分光学に魅せら

れ、196=1年 に陣il:の 学卜11収 得後、カナダの日立研

究所NRCで博 |,OFttliと して1966年 まで|り
「究す

る,こ の間にマイクロ波分光を1,得 する,カ ナグで

は森llJ・ 米三先生 (故 束大名誉教授、1992年 文fヒ勲

章受賞)よ り “lil‖ :節 "を
教わる,Shelfldd大 学で

1l r化学を学んだょ力nヽ'lun el教 授の誘いで1%7年

Sussex大 学の講師に着lfするまで、米国のBeu研究

所で研究する。1985年 Sussex大 学の教授になり、

1"111に英日本1学 アカデミー lRoyそ」Sodet卜 ,)の教授

になりSussc、 大学で研究を続け現在に至る,

月26日 に、地下鉄神宮前駅近 くのフ

' ランスレストランで原田先生 (東大名

誉教授、当時千葉大教授)御夫妻と私

の家族で先生を囲み受賞祝をしていると

き、千葉大の飛び級入学が話題になり、

Kroto先生はその制度に批判的で “年相応に

幅広く学ぶことが、後になって色んなことに

役立つものだ"と主張していたのカギp象的でし

た。その翌年の11月 3日 文化の日の夜、Kroto

先生御夫妻と私達夫婦が高田馬場の、とある

小さなイタリアレストランで食事をしている時、

突然、“まだ上智に行っていないハ 来年5月 末

力も月初めに日本に来るので、その時寄ろうか"

と切 り出しました。今まで先生にお会いする度

に “自分で自分の日程がままならない"と零し

ていましたので、私の方から頼み難かったので

すが、これ幸いと 11福
:大学での講演会を/1N画

し、実現したという次第です。

化学科 教授 メJ喬  1タ

クロ ト先生

く

`
●●

Krotoご 夫妻とのイタリアレストランでの食事

(※ 1)H W Kroto,Chem Soc ReW,11,435～491(1982)

T‖ den Lecture,“ Semistable Moletules in the Laboratory and in Space・

(※ 2)AJAにxander,H W Kroto and D R M WJton

」Mo Spectrosc,62,175(1976)

C Kirby,H W Kroto and D R M WahOn

」Mo Spectrosc,33261(1980)

(米 3)L W Avery,L W Broten,」 M MacLeod,T Oka
H W Kroto,Astrophys」 ,205,に 173(1976)

H W Kroto,CK″ by,D R M Walon,L W Avery.

Nヽ″Broten,」 M MacLeod,T Oka,

Astrophys J,219,L133(1978)

()14)N W Broten T Oka,L W Avery.」 M MacLeod
H W Kroto.Astrophys」 ,223,L105(1978)

(※ 5)H W Kroto,Angew Chem lnl Ed Eng,31,111～ 129(1992)

Hヽ ′́Kroto.Sc ence,242,1139～ 1145(1988)
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上智大学にお招きいただきフラーレンC∞

の発見についてお話できることを大変嬉し

く思います。私は星間分子に大変興味を持

っていた。天体電波望遠鏡を使って宇宙空

間の電波を調べていた。分子の回転運動遷

移による電波の信号を観察することでどん

な分子が星間にあるかが分かる。例えば、

最初、実験室でHCCCCCNと いう分子の回

転遷移の周波数を測定し、カナダ国立研究

所NRC鋼武史氏に連絡し 我々1洪同で

α964～ 66)、 HCがやHC9Nを星間に発見し

た。これは大変興奮させる発見であった。

そして炭素鎖がどうして作られるかに興味

を持った。

そしてある日、私はTexasの Rice大学に

着き、非常に興味深い装置を考案したRick

Smalley教授に会った。儡r Kroto教授は

1985年 のC∞の発見の前年1984年 にも、Bob

Cun教授の薦めで、Rick Smaley教授を初

めて訪問し、その装置を見た。このある日

というのは、1984年 のことか、1985年 のこ

とを意味するのかはっきりしない)。 その装

置は図1に示すようなものである。私は、こ

の装置で、炭素鎖が空中に放出されるだろ

うという私の考えが証明できるであろう。

そのことをRick Smalleyに言った。

図l C∞発見に用 いた装置

図2 C∞が発見 された質量スペク トル

青演和訳

実際に、このことで仕事をしてくれたの

は、Smalleyの学生、Jim Heathと Sean O'

Brienと 中国人女学生Yuan Liuである。彼

女は最近まで日本に居て、今はまた米国に

いる。皆さんは、私や、Bob Curl、 Rick

Smaleyの 名前はご存知ですが、彼等無し

にはこの仕事はできなかったはずである。

この若い人達は彼等もこのチームの一員で

あったことを認識すべきである。賞は、学

生が働いている間に、机に座っていたり、

寝ていたりする教授連のところにしばしば

行ってしまうものだ。

ここに1985年 9月 4日 の歴史的なデータを

示そう(図 2)。 C∞に相当するところに大きな

ピークが見える。したがって、この日力℃∞

の誕生日ということになる。問題はこれが

何であるかということであった。我々は昼

食に行き、メキシコ料理屋の特別のテーブ

ルに座った。我々は、6角形シートが閉じ

て球を作るだろうと思い到った。そのこと

で、私は1967年 にモントリオールのExpoιこ

行っGuckminster Fullerの デザインした素

晴らしいアメリカ館を思い出した (図 3)。

また自分の子供を感嘆させるためにスター

ドーム模型 (サ ッカーボール型天球儀)を

作ったことを思い出した。それはイギリス

の自分の家に置いてある。私はRickと の議

論で、それは多分60個 の頂点をもっている

はずであると言った。私は、たとえそれが

イギリスは夜中の3時であったとしても、家

内に電話をかけてこの模型を見付けて、頂

点の数を勘定してもらうべきであった。私

は大きな誤りをしてしまった。というのは、

その晩にRickは紙切れを切 り6角形だけで

なく5角形を組み合わせてこの見事な構造

を組み上げ (図4)、 翌朝現れたからである。

5角形を組み込むということが重要で、そ

うするとカーブして球になる。60の頂点が

あるから構造は対称的になるであろうとい

う推測は正しかった。それでは、一体この

構造は何なのかということになり、Rickは

友達の数学者に電話をかけ、一体これは何

なのかと聞いた。しばらくして返事をくれ

それは “サッカーボール"だと言ってきた。

それで、サッカーボールを買ってきて眺め

た。それから、それではどう命名しようか

ということでRickと BObと議論をした。彼

等は「サッカーレン」とか「フットボーレ

ンJを主張したが、私は レ ッヾクミンスタ

ーフラーレン」と名付けるべきだと言った。

何故なら、日本人に発音しにくくしたかっ

たからである。これは冗談である。いずれ

にせよ、彼等は従ってくれた。IUPAC(国

際純正及び応用化学連合)の正式命名に

従うと図5の ようにしなければならないの

で、それには従わなかった。

図3 モントリオールのExpOの米国館 (Buckmhster Fu‖ erドーム)



さて、我々はある分子を得たが、これを

どうやって証明すべきかが問題であった。

我々はそのマススペクトルしか得ていない

のである。しかし、C60の 13cNMRスペクト

ラムには1本の共鳴線しか現れないはずであ

る。このことは、大変、興奮させることで

あった。もし1本の線が現れれ|よ 604日 の原

r・ は同等であることが分かる。

Sussexに帰って、そこで私の学生のHare

はカーボンアークからC∞ を作ろうと試みた。

私はこの特別な炭素プロジェクトに財政的

苺ず・:
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図4 Kroto教 授の作ったドーム (上 )と Smd ey教授の作っ

たCeO(下 )の模型

図5 1UPAC命 名法に基づくCsoの名称

援助を得ようと長い時間を費やした。1年、

そして2年 と過ぎて行った。しかし援助は

得 られなかった。私は基本的な誤 りをして

いた。合成されるC60の量は非常に少ないの

で、マススペクトロメーターが必要だと考

えていた。どうして、高1又率で得 られると

は考えなかったのであろう。しかしながら、

我々は正 しい実験に進んでいた。このC60を

合成しようとしていた期間、いろいろな人

から多くの手紙をもらった。Kritschmer

とHurmanら が同じ手法を使ってC60が得

られたということも聞いた。

我々は再検討し、C60を赤外吸1又で検出

しようとした。赤タロ及収 を得るには、少な

くとも合成した炭素の1%力℃60である必要

がある。1985年 から1990年 までは、このこ

とは全く不可能なことに思われた。604国 の

炭素原子を、ただ空中に放り出せば、C60

が得られるのであるcそれではどうして検

出されなかったのだろうか。我々はこの物

質が溶媒に溶解するかどうか議論した。

我々はそれが気体か、液体か、団体かも分

からなかった。ともかく、」onathan Hareは

図6 Kroto教 授の研究室でC60を ベンセンに溶かした最初の

もの
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Hentriacontacyclo[29.29.0.02,14.03,12.04,59.05,10.06,58.07,55.08,53.

09,21.011,20.013,18.015,30.016,28.017,25.019,24.022,52.023,50.026,49.027,47.

029,45.032,44.033,60.034,57.035,43.036,56.037,41.038,54.039,51.040,48.042,46]

hexaconta-1,3,5(10),6,8,11,13(18),14,16,19,21,23,25,27,

29(45),30,32(44),33,35(43),36,38(54),39(51),40(48),

41,46,49,52,55,57,59-triacontaene

試料を25crのベンゼンに人れて週末それを

放置した。カーボンアークで、煤を得、そ

れをベンゼンに入れたという彼の記録があ

る。月曜の朝に彼は赤 く色付いた試料瓶を

見せた (図 6)。 そこには、 受け入れ難い事

実があったc炭素について言えば、黒鉛は

いかなる溶媒にも溶けないし、ダイヤモン

ドもまた不溶であるc我々は炭素でありな

がら溶解性のものを作ったことになる。こ

れ力江Eし いとはとても思えなかった。しか

し、」Onathanは学生で、C60を 作ったと信

じていたcこ のことは人事なことである。

教授連は歳を取るにつれて誤 りをおかすこ

とも多くなろうが、一般的には、若い学生

はそれ以上に誤 りをおかすだろう。しかし、

教授が誤ったときに、しばしば学生がそれ

を正すこともある。学生は実際、抑制心に

欠け、発展的であり、冒険′さに富んでいて、

このことは実験により何かを発見する Lで

大変重要なことである。

かくて、私はこの溶液を見つめた。しか

しそれを信 じる気にはなれなかった。私は

非常に慎重にならざるを得なかった。とい

うのはその年に、常温核融合の事件力池 こ

り、C60を推進 しようとする者には、これは

良くないことであったからである。私はC60

を得たとは言う気になれなかった。そして

注意深 くそれを見つめた その本日程日 α990

年8月 9H)に」onathanは この溶液を4、 5滴

にまで濃縮して質量分析にかけた。しかし

60× 12=720の質量数にC60の ピークは得ら

れなかった。これは大変難しい実験であっ

たc

翌日、私は雑誌「NatureJか ら電話を受

けた。Krhtschmerと Huffman等 の投稿論

文を審杢してほしいというものであった。

C60についてはいささか知っているので、ハ

リケーンがやって来ようとも知らずに引き

受けた。その論文が、日本人の発FJlし た素

晴らしい器械、Faxで12時5分に届いた。題

名は「団体C60:炭素の新しい形態Jと い

うものであった。私はこの論文にさっとH

を通した。ベンゼン中で結品した炭素の見



事な赤い溶液の図が示されていた (図 7)。

これは実際20世紀の化学で最も素晴らしい

写真の一つであった。何故なら、純粋な炭

素をベンゼンに溶かし、それを結晶化する

ことを1990年以前には誰も試みたことはな

かったからである。こんなことをもし学生

が試験の答案用紙に書いたら、教授はその

学生を化学のコースからつまな出すほど常

識外れのことであった。 実際これは驚く

べき写真であった。彼等はC∞のX線回折図

も示している (W.Kritschmer,L.D.
Lalnb,K.FosmOl10s&D.R.Htanan,

Nature 347,354(19∞ )。 ここで詳細は述

べることはできないカミ実際、科学の栄光

と言うべき素晴らしい論文であった。

我々は、不運にも、多分2、 3週間遅れて

しまった。実際この日は悪い日であった。

昼の12時であったので、昼食を取りに行こ

うか、それとも自殺しようかと思った。英

国に行かれた方はお分かりであろうカミ英

国で昼食に行くというのは、喰事がまずい

から)自殺するということとたいして違わ

ないが・…。いずれにせよ昼食に行き、この

論文を読んだ。そして「Nature」 の編集者

に電話をかけ、この素晴らしい発見に対し、

Krtttschmerと Hufflnanに祝福を伝えてく

れと述べた。我々は、正しかったという点

で幸せであった力ヽ 我々は遅れたという点

でかなり惨めな気持ちになった。彼等が成

果を拳げているので、我々は取 り残されて

しまった。

結果的には Rick(Richard E.Smaley),

Bob lRobert F.Curl,」 r。 )と私がノー

～
礫貶受賞すること1磁きっか ミKぬtschmer

図7 Kttschmerら の発表 したC∞結晶

等の研究は我々の研究と全 く同等の価値

がある。しかしノーベル賞は我々の発見に

与えられた。ノーベル賞は必ずしも最高の

科学に与えられない。ノーベル賞は大変奇

妙な賞で、それを得るのにスマートである

必要はない。適度に優秀であれば良い。

さて、今や結晶を手に入れた。仲間の

RogerTaylorはこの赤い溶液はマジェンタ

色と赤色の二つの液に分けられることを見

出した。マジェンタ色力℃∞である。

ところで、ご承知のように、大澤映二教

授 (現豊橋技術科学大学教授)はすでに

雑誌「4ヒ学」に1970年 に、もしC∞を合成

できれば それは安定であろうと述べてい

る。図8で、私でもサッカーボールの図だけ

は分かる。また翌年出版された、大澤・吉

田共著の「芳香族性」という本にも同じこ

とが書いてある。しかし誰もこのことに注

目しなかった。1、 2の人力℃∞を合成しよう

とした。現在まで伝統的な有機合成法では

未だC∞は合成されていない。しかし、実際

には我々の方法で、20 μ sで合成できるか

ら、我々が以前には知らなかった化学につ

いて我々は何かを学ばねばならない。

ビールスを取り上げてみても、それは6角

形のパッキングがあり、その6角形の12個

の隅に5角形のパッキングがある。サッカー

2-3 corannulene

多数のベンゼン環の縮合した型のいわゆる °
緒合多環

式芳香族炭陀水素・ は典型的な平面分子である これら

の1に表的なベンゼノイドオ香験が球状分子の型をとった

なら超芳香族11を /1Nさ ないだろうか? たとえばサッカ

ーの公式ボールの表■iに 11かれている幾「り模様を思いii

かべてみよう それは]ittri休 として cubeのつぎに小

さな正二十面体〈eicOSahedron)(1の の頂点を/1N部 切り

落として正′こrll形を出したもので, truncated eicosa‐

hedronと でも称されるべき美しい多面体である(13)

「]ではわかりにくいところもあるので, もし手もとにサ

ッカーボールがあれば:Fに とってながめていただくとは

っきりするが,71/11形 (黒 く4っ てある)の間には規則j Hi

しく六角形がうすまっている.一見これらの成分多′1形

はたいして』|力
`っ

てもいないし,各辺はすべて「]じ 長さ

にすることができる.も しこれらの頂点を全部●2炭素

(13)

で置き換えることができれば球而状共役が実現できない

だろうか ?

図8 大澤先生のCωの存在を予言した「4ヒ学」の記事 (1970)

ボールの上には12個 の5角形があるが、あ

るビールスにも12個の5角形が存在する。エ

イズビールスにも12個の5角形力ち る。これ

はアルキメデスの準規則立体で、オイラー

の法則 徽述)が適用される。自然界を見

ると、ケイ質海中生物 (siliceOus sea

creattlre)に も似た構造がある。ある部分

には6角 形を持っているカミ 5角形の部分も

ある。この動物は球を閉じるために少なく

とも12個の5角形を必要とする。もし、6角

形と5角形だけからできているとすれ:よ 12

個の5角形が必要である。亀の甲羅にも6角

形があり、別のところに5角形が存在する。

もし5角形がそこになければ、甲羅は平面

になり、 背中は間抜けなものとなるであろ

う。蝿の目玉にIお角形の部分があり、また

同時に5角 形の部分がある。従つて蝿は

我々化学者より5角形の意味を良く知って

いたことになる。

レオナルド・ダヴィンチもこのような図

を描いていたから、芸術家も興味を持って

いた。それにしても、BuckminsterFuller

ドーム IJ卜常に興味深い構造をしている。良

く見るとあちこちに5角形が見える。5角形

はこのように身の回りのあちこちに見られ

ることを知って大変嬉しかった。

ここにC∞ より大きな構造を持つ「巨大

フラーレン」図9を示そう。ここにも同じ

形が見え、同様なトポロジー的、数学的、

幾何学的構造の様式を示している。もし、

C∞を半分に分けて、切 り放し、チューブを



形成すると全部力も角形になる。我々は新

しい、細長い形状をしたフラーレンを得て

いる。これはナノチューブまたはバッキー

チューブとして知られ NECの飯島澄男博

士によって発見された。この材料は素晴ら

しい。もしこの束を作れ|よ 鋼の6分の1の

重量で、100倍強い材料を作ることができ

る。あるものは金属のような電気伝導性を

示し、あるものは半導体となろう。21世紀

の土木工学やエレクトロニクスを変革する

可能性のある材料を得たことになる。今の

ところ非常に少量しか得られない力ヽ もし

トンのオーダーで合成できたら非常に軽い

飛行機ができ、エンジンが止まっても滑走

でき、また、崩壊しない超高層ビルも、橋

も建築できよう。この物質は、虚構の産物

ではなく、今、現実に存在するのである。

我々は引っ張り力を既に測っている。この

製造方法を見付けるだけである力ヽ これは

途方もない挑戦である。これは若い科学者

がやらねばならない。しかし、C∞の作 り方

は分かっている。6Cl個 の炭素原子をただ放

り投げれよ C∞は出来てしまう。今、我々

には適当な直径を決め、つなぎあわせる大

きな挑戦が待っている。

を持ったKroto先生

岡武史博士 (現在シカゴ大学)は、私の

知っている最も偉大な日本人科学者であ

る。彼は大変良い友達でもある。もし彼が

偉大な科学者であることを知 りたければ

Modern Pけ cゞSに載っているH3+の素晴ら

しい仕事を見られることを薦めたい。我々

は (196Cl年 代から)一緒に仕事をした。私

図9 ナノチューブ模型 皓 )

は分光学に興味を持った力ヽ 彼があまりに

素晴らしかったので私は何か別のことを研

究したほうが良いと思った。そこで宇宙で

炭素鎖を発見したことを言いたい。

私は今、別のことをしたいと思っている。

今回、日本に来た一つの目的は日本、米

国、ヨーロッパでテレビ用の科学番組を製

作することである。問題点は、皆様もご承

知のように、今、科学は困難な時代を迎え

ている。私は日本での問題は、次に述べる

米国の問題と同じであるかどうかは分から

ないが・・・。

科学者に対するイメージが悪く、年老い

た格好の悪い人を思い浮かべている。この

ようなイメージを一般に与えているのに責

任がある人が誰であるか私は分かった。

Einsteinの 相対性原理は彼が17才から25才

にかけて発見したのに (図 10)、 一般の人

は、Einsteinの歳取った時の写真をイメー

ジしている。このことは重大である。何故

なら、今日のこの科学者に対するイメージ

が若者が科学者になろうとすることの障害

になっているからである。図11は、私のC∞

図10 Elnste nの 若き頃

図11 イギリスの新聞に載ったC∞ を発見した人のイメージ
漫画

の発見を示したイギリスの地方新聞に載っ

た漫画で、この漫画は 私にちょっと似て

いるパ これも報道関係者が科学者は老人

であるというイメージを抱いている証拠で

ある。Robert Redfordや有名なハンサムな

科学者をイメージするようにしなければな

らない。

政府にも問題がある。このことを良く示

している英国上院議会でのC∞に関する実

際にあった問答を示そう。

Seear女性男爵「上院議員閣下、私の無知

をお許し下さい。C∞は動物ですか、野菜で

すか、それとも鉱物ですか。」

Rear上院議員「上院議員閣下、気高き女

性男爵からその質問を受けて嬉しく思いま

す。Buckminsterfulereneは 60個の原子か

らできていて化学者にはC∞として知られる

分子でごさい ます。これらの分子は12個の

5角形と20個の6角形からなる丁度フットボ

ール球の表面のように閉じたケージを形成

しています。」

Renton上 院議員「上院議員閣下、そのフ

ットボールというのはラグビーフットボー

ルでしょっか、サッカーフットボールでし

ようか。」

Rear上院議員「上院議員閣下、それはサッ

カーボールの形をしているのだと思います。

Kroto教 授のグループカ沼uckminsterfule―

reneの研究発展に大きな役割を演じていま

すが、Kroto教 授は、その分子とフットボ

ールの関係は、フットボールの地球に対す

る関係と丁度同じであると言っておられま

す。言い換えますと、それは極度に小さな

分子であるということです。」

問題は、言葉と関係がある。その一例を

示そう。バーミンガムで開催さ鱒ミaraday

協会主催の高速化学反応に関する学会で

ドイツ人科学者Manfred Eigen C967年 ノ

ーベル化学賞受賞者)はオックスフォード

のドンのRonnie Belに 、高速より速い反応

は英語で何と表現したら良いかと尋ねた。

Ronnie Bellは答えた。「忌々しいことだバ

高速反応というのだ、Manfred」 と答えた。
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もし、高速反応より速い反応があったら、

英語では表現できない。「忌々しく高速な

反応 lDamnねst reacion)」 とでもいうの

であろう。もし、あなたが英語が分かるな

ら、その意味が分かるであろうし、英語が

分からないなら、意味が分からないであろ

う。

別の例を挙げよう。文化は言語と密接に

関係している。ここにこの書を示そう (図

12)。 ところで、ここにある漢字 眩 人」は

私も読める。修 (大橋修教授)が、私の名

前は玄人だと教えてくれた。「素人」がその

反対であることも矢Πっている。しかし、こ

れは中国語である。ここに居る人のどれだ

け力ヽ 売めるであろうか。これを日本語で書

けば、分かる人は多くなるであろう。

タ
ム

嗚
・′多

図12 中国語で書いた「三猿」の諺。「玄人」の字も見える

非磯勿視

非卍勿言

非磯勿聴

玄人嘱書

絶秋写於英国

三猿。見ざる。言わざる。開かざる。

日本語で書けば、「さる」という音は2つの

意味を持つ。そして猿というイメージを持

ち、日光の東1照宮の三猿のようなイメージ

をもつことになる。英語では単に “Hear no

evil;See no evil;Speak no evir'と いっこ

とにな る。すなわち、悪魔を聞いたら、立

ち去れ、悪魔を見たら、立ち去れ、悪魔を

語るなかれという意1床 である。 (中 国l lliと

同様、猿というイメージは出てこない)。 こ

の様に言語構造は異なるし、文化も興なる

し、人間も異なる。

科学でも言言liの‖1題がある。ここに例を

bv<^t," .fLo.fFri+Jrr

dx/dy=a
と書いた論文を雑誌に投稿 したところ、編

集者が、これが良く分からず、通分して簡

単にしてx/y=aと するようにと言って戻

ってきた。もし、数学が分かっていないと、

この様なことになる。ここには、喜朦1・ ユ

ーモア・教養の問題が混在 している。

今、我々は科学プログラムを作ろうとし

ている。ここにそのウエブサイトを示そう。

WWW.Vega.Org.uk

プログラムの―例

我々はプログラムを作製した。そこには

何人かの日本人科学者が含まれている。例

えば、磁気フイルム中の磁場を観察した日

立の外本寸
‐
彰博士、自己組織化の永山国昭

博士、ナノチューブの飯島澄男博士等であ

る。

王立協会講話

VRl:The Origin of Liた 。

VR2:The Chemistry of interstellar

Space。

VR3:C60 BuCkminsterfunerene, the

Celestial Sphere that Fell to Earth.

VR4 I Electron Waves Unveil the

Nlicrocosmos.

VRS : Nuclear Power Plant Safety-
What's the Problem ?

VR6 : Science and Fine Art.
VR7 : Tick, Tick, Tick

Pulsing Star I How We

Wonder What You

Are.

VRS : Self Assembly I

Nature's Way to Do it.

VR9 : Nanotubes the

Materials of the 2lsL

Century.

VR10 : The Epidemic of

IvladCow Disease (BSE)

in the UK.

VR]l MRI iA Window

into the Human Body.

VRI2 : The Nino and

the Significance.

最後に、また科学の一例をお見せしたい。

ここに細かい水平線力ヽ [んでいるOHPシー

トを示す。電気を消して、この裏側からレ

ーザーを当てるとスクリーンにFIツ T線が得

られる。これはX線 FI折のシミュレーショ

ンである。もしジグザグ線を1,べたものを

投影するとスクリーンには十字線が現れる。

この十字線からこのジグザグ線の角度が分

かる。ここで皆さんにヘリックスを考えて

もらいたい。ヘリックスはsin関 数のような

もので、そのl ll折パターンは十字になる。

もし2本のヘリックスを一緒にすると区113

のようになる。Gim Wattsonは このイメー

ジを見た。彼は、ヘリックスの回折パター

ンは |‐ 字であるというCrickが提出したlll

論によく通じていた。2つの離れたヘリック

スは、強まるところと弱まるところが干渉

してIX113の ようなものが得られる。この1又 |

はRosalnd Franklnが 約50年前に得たも

ので、私はこれは、今世紀の、いや今まで

のいずれの世紀を通しても最もIIFl要 な実験

であると思う。

科学の価値を知るためには、あるいはそ

の重要lJlを矢Πるためには、皆さんはいくら

か科学をJlll解 しなければならない。もし、

何か重要な決定権を持つ人が科学的教養

を持たなけれ|よ 大きな過ちを犯してしま

うであろう。それで私共は、科学ビデオプ

1■ I■ I■

月

日
図13 いろいろな模様を通過させた光の干渉図



ログラムを製作 しようとしている。このこ

とをlHl解 される方は、科学が美しいもので

あることが理解できるであろう。一 1//1と し

て、Amand Lucasの 製作 したその美 しい

作品 (題名 :「X線はDNAの構造を如何

に解 Fllし たかJ)は、市販されていて十fさ ん

カラ、手できるcま た、Ton)・ Baker作の 陀

気、磁気、体」 というもの もあるcJ.

NIcGladc作 の「海洋Jと いうものもあるこ

海洋は日本にとって重要である。日本の将

来、あるいは他の国もそうであるが、空気

と同様、海洋に依存しているc海洋養殖1は

充分にll解 して行われねばならない。しか

し、問題は大変複雑であるcそ こには線形

の方程式はなく、ある日にある解が得られ

たと′思うと、 また別の日には違う角年答力洋手

ら,■てしまうc小|イ:的解析についていささ

かお分かりと思いますが、現在、進行中で

あるc

答 :私は、すべての科学者が「羅生門」を

見るべきだと思うcこれは素晴らしい映画

で、日本の文化について、人|‖lと いうもの

について、そしてまた、客イリl的真実につい

ての判断の難しさを語っているc私が、黒

沢や芥川を正 しくJlll解 しているとすれば、

真実とは全く主椰[的 なものであるというこ

とである。私は1986年に、Rにk Smtteyと

パブで色のことについて議論 した。私は桃

色であろうと言い、彼は黄色であろうと言

ったc結局、マゼンタということが分かり

私は大変嬉 しかったが、これは溶液中だけ

のことで、もし薄い膜を作ると褐色がかっ

た黄色をしているcそれで、Ric・ kは 自分が

lLしいと11張 し、 不ムも自タトが |に しいと:lilyl(

している。Rickは 黄色がかった色と言って

いるし、私は、常に、ピンクだと言ってい

る。これは、そう予想したからで、つまり、

人硝1の問題である。実際は、口
J‐ 視域では、

り|:常 に弱い禁市1吸 1又であるcC知 となれば、

よリリト対力:的 なために禁制lxが少なく、色

‖Jが強 く、赤色をしている3

「

2つのことを述べて終わりにしようcこ

こにある私の気に入って いるIXIを お見せ

して、書いてあることを朗読しよう は114)c

「私は、エイリアンです.私 は他の惑星か

らメッセージをもって送られて来ました。

あなた方、地球人が、地球を破壊してしま

って住むところ力沖[く なったら、我々の所

』  

二 ′   :

“エイリアン"か らの手紙

質疑応答

答 :我々も知らなかったが、6fflり 1多 ばかり

の平板は決して閉じて球になることはな

いc6角ヲ形の方力も角形より安定であるとい

う考えは、11:しいが、もし60個 の炭素原 F

があったとして、今て6角形からできてい

るとすれば、平板になってしまい、隅はダ

ングリングボンド (・ 方の結合先の原子が

ない結合)になってしまうGも し、5角形

の代わりに4角】多を入れると、5角 形を入れ

た場合より、ずっと不安定になる。しかし

窒化ホウ素は、4角 形を有しながら (他に

3角 り杉を有 し)閉 じた構造を持っている。

もし、6角 ,形 で球を

“

:る とすれ|よ 12個の5

角形さえあれば良 く、どんなに大きくても、

たとえ100フ」4回 の炭素分子があったとして

も、12イ間の5角形さえあれば、立体的にり|

じることが 1可 能である(オ イラーの法則 )。

答 :第 1に グラファイトのC一C結合はイヽて

の化学結合の中で最も強い結合だからで

図 14

にいらっしゃい。私たちは、あなた方に平

和で調和のとれた生・iflを 送る方法をお教え

しましょう。また、分厚いピザの10%割引の

クーポン券も差し上げましょうc親愛なる

Bobよ りcJ Oobと いうのは、一緒にノーベル

賞を受賞したRobeiCu」 のことであろう力⇒。

||り 題は、|ILの中、真ini目 な人はユーモア

がないことで、 もっと悪いことは、ユーモ

アがある人は真面日でないことである。

もう1つのことを話そう。C60は何の役に

も立たないと文句をいう人がいる。私は、

村t浜で子供達に話したことがある。また米

国でも、スペイン語を第一言語とする子供

達に flを したことがあるc99人 の子供力湯0

分|IU静かに聞いていた。そこの先生は、C∞

は99人の子供を静かにさせる最良の分子で

あると言っていた。私の気に人りの写真は、

C60分子の棋′11を
j」

えられた子供が幸せそ

うにしているところであるc

あるc第2にチューブ状の構造による。一

般に物質の本夕:的な強度は、欠陥1のために

実り1は されない。ところが、このものは、

煤を集めたもので、欠陥は多くても、淑1地

的性質 (geOdesic;球 lni上の2点 を結んで

いる構造)のために、欠陥が伝播されるこ

とがない.ゴ
`分

子から成 り、欠陥は他分子

に伝播 しない。第3に、このものは通常の

炭素繊維のように割れることがない。曲げ

てもまた元に戻る。したがって、欠陥に伴

う||り 題を回避 して機lllk的 強度が達成でき

る ll能性のある材料である。我々が成すべ

きことは、この物質を高い完成度で合成す

ることであるc実際、我々はDNAという高

度に完全な系を知っている。DNAは 10の 9

乗分の1と いう誤差で複写される。もっと

不完全に複写されれば、欠陥が多すぎて

我々は進化 しないであろうcしたがって、

完全な構造を得るには、酵素反応が必要と

なろう.ま た、東になれば、1つ 1つ は弱く

ても50本集まれば非liに強くなるc



答 :飯島澄男氏の発表したものは、端は閉

じている。確かに端は反応し易いかもしれ

ないが、高温で酸素と反応させない限り、

安定である。しかし、このことは問題では

ない。なぜなら、端の部分は分子全体に比

べるとほんのわずかであるからである。こ

の分子の直径はlnm(10-9m)程 度である

が、分子の長さはlmに も、1マ イルにも出

来るかもしれない。もし酵素反応制御が出

来れば、バクテリアが生産し、これは10年

～40年先には可能となるであろう。

間 :ナノチュープの径の大きさは制御

可有ヒですか。

答 :現段階では不可能である。Dick

Smaleyのグリレープは、約2nm径のものを作

製した。私は、どこかに発表したと思うバ

C∞表面を形成表面として、その表面バ チ

ューブの2nm直径を規定することを提案し

た。炭素の再結合のためには、そう良い表

面を作る必要はないが、この究極の強度を

もつ物質を作るには、螺旋性と径の絶対的

なコントロールが必要である。それは容易

ではないし、その方法も今は考え付かない。

しかし、いつの日にか、若い科学者が方法

を見付けるであろう。何かバイオミメティ

ック技術が関与してくるであろう。酵素は

特殊な化合物、DNAな どを合成するため

の、特性を供えている。したがって、この

ようなものとなろうが、このような特異性

のレベルを得るような試みは未だ始まって

いない。

問 :思考の過程はその背景の言語や文

化に影響されるというお考えに感銘 し

ました。それでは、日本語に根ざした

科学の将来についてはどのように考え

られますか。

答 :これは、人々が今、気付 く以上に興味

深い質問である。私は1年に1度 ぐらいの割

合で来日していて、それを楽しんでいるし、

多 くの友人も得てきた。興味深いことに、

日本人は、我々と違った思考形式を有して

いる。日本人は漢字の修得に長時間を使っ

ている。思考の過程は表音文字のローマ字

と表意文字の場合は違うであろう。自分の

経験で習った日本語と、学校で習った言葉

は脳の別の部分に1又められていよう。伊lえ

lよ 私力週ogという語を習ったのは、大 力漱

の鼻に飛びついてきて、母親が、これが大

だと教えてくれた時であり、これは一生忘

れなυゝ こ才uc村 して、フランス語の `thien"

伏 )という語を習った時は、翻訳という過

程を通じてである 。情報力Ⅶ歯に蓄えられ

る仕方によって、脳の蓄積場所も違うであ

ろうし、どうやって思い出すかも違うであ

ろう。したがって、世の中に、本当に言葉

を知っている人はほとんどいないというの

は驚くべきことではない。米国で言葉の習

熟度について調査した結果は、将来考えね

ばならない方法を示唆している。その調査

は米国への移民の英語習熟度を調査した

もので、もし3～7才 までに入国すれば達成

度は良く 呼均点 :約 270点 )、 22才 までは

それから年齢とともに下がり、また、それ

以後は年齢により変わらない (約 210点 )。

す なわち3才から7才 までに入国すれ|よ か

なり良い水準で英語を修得できる。したが

って、世界中どこでも大体そうであるハ 7

才で学校に通うようになれlよ もうすでに

失敗者であることになる。ほとんど全ての

知的な知識は読むことから得ている。そし

て、あなた方日本人は西洋人とは全く違っ

た過程でそれを蓄えている。表意文字は、

あることには大変良いであろうし、また他

の事柄には大変良いということはないかも

しれない。我々の表音文字はある事柄には

良く、他の事柄にはよくないであろう。

物理学の場合、数学 (と いう言語)に本

当に堪能な人は大変わずかしかいない。

J.L.von Neuman,E.Fermi,S.Tomo
naga,E.Schrddingerな どが挙げられる。

物理を理解しようとすれば 、数学の知識

がなければいけない。丁度英文学を理解す

るには、W.Shakespeareを理解しなけれ

ばならないと同様に。芥川を理解するには、

日本語を勉強しなければならない。科学も

同じことである。解決法は熟達のこつを見

付けることである。私の得た感触では、そ

れがどういう分野であるかは、私には未だ

良く分からないが、日本人は、あることに

は西洋人より優れているし、また、別のこ

とでは、劣っていると思われる。

数学に堪能であるという例として、」Ohn

von Neumanを 挙 げることができる。

Brenowskyは以下のようなエピソードを述

べている。 町ohn von Neumani竣 すべき、

また個性的な性格の持ち主であった。天才

とは偉大なアイデイアを有する人と定義す

るなら、彼は正に天才であった。1957年 に

彼が死去したのは、全人類にとって悲劇で

あった。世界大戦の間、私は彼と一緒に仕

事をしたことがあるが、ある問題に直面し

た。彼は私に即座に言ったが、『それは違

う、あなたは本質を見ていない。この爆発

の写真で起こっていることは一次微分曲線

が理想的に減衰しているところで、見える

のは二次微分曲線ですよ。』この人は、図

から、この現象を支配している式まで即座

に分かってしまった。私は、こんな天才を

他に見たことがない。ともかく、彼をロン

ドンに帰らせ、私は制寺間もかけて解を得

て、夜中IJ景宅した 」ohn von Neumanは

いつも夜遅く寝るので、私は親切にも、朝

10時 まで起こさなかった。朝10時 に、ホテ

ルの彼に電話を力ヽ ナて、町ohn、 あなたの言

ったことは正しかった』と言ったら、『私の

解が正しかった (right)と わざわざ知らせる

ために、 早朝、私を起こしたのか。まあ待

ってくれ、私は、今、調子が悪い (wrOngl』

と返事してきた。Jこ れは数学に堪能であ

るということの例を示したのであるが、こ

れはちょうど、皆さんが日本語を理解した

り、話したりするのに堪能であるというの

と同じことである。私はvon Neumanや

Fermiが どのようにして、このオ育しを伸ば

したかを知る必要がある。これは教育の問

題であると思うが、このことはあまり研究

されていない。私は脳がいかに働くかを理

解したい。思い出したり、何かを行うとい

うことは全く素晴らしいことである。我々

の教育システムの中で脳について研究を始

めるべきだと思う。若い学生にもっと出来

るようになれと強要するためでなく、彼等

が最高の機会を捉えられるようにするため

である。若い時期に語学教育を始めること

は何の問題もない。9才や10才になったら

もう難しくなる。子供のための英語のテレ

ビ番組を日本で、あるいは日本語のを英国

で、すでに作り始めている。数学も入れて

いる。近代物理も入れている。子供達は、



C tt F― E=2と いう関係で表されるオイラ

ーの法則を苦もなく理解できる。ここでC

は頂点の数、Fは面の数、Eは陵の数であ

る。例え|よ 立方体では、C、 F、 Eはそれぞ

オヽ 8、 6、 12で成立する。C∞についても成立

する。

私は資本主義社会における過度の競争

を憂慮している。日本では、イギリスでも

同様である力ヽ 過度の競争や学習が子供に

ストレスを与えているのではないかと思う。

私は、イギリスで学校において創造性を育

成する仕事に関与しているカミ提案されて

いる一つのことは、学枚において、上から

与えられるカリキュラムは30%程度減らし

て、教師が自分の好きなことを教えたら良

いのではないかということである。その方

が教師も上から100%決 まったカリキュラ

ムにしたがって教えるより興味が持てよう。

私は、幸せなことに、これまで自分で話し

たいことを教えてきて、他人の決めたこと

を教えないで済んできた。

あとがき

今回、来学に到った経緯は、大橋修

教授が冒頭に述べられている。ノーベ

ル賞受賞の概略は、講演でも述べられ

ている力ヽ 多少補足すると以下のよう

である。

Kroto教授は、天体分光学を専門に

研究していたが、米国のRice大学の

Robert Curl教 授から、同じ学科の

Richard Smalley教授が装置を持って

いることを知り、この装置を使って星間

分子として存在するに違いないCク ラス

ター合成を行いたいと思い、共同研究

を申し入れ 1985年8月 29日 にHouston

に赴いた。実験の準備は、Sm」leyの学

生によってすでに1週間ぐらい前から始

まっていた。9月 2日 σDには、C60に

ついて言及し、9月 4日 にはOoと C70のマ

ススペクトラムが異常に大きいことを

見出した。C60と はどんな構造のもので

あろうかと議論の末、それがサッカー

ボール状のものであるらしいこと力り月

10日 に分かった。この議論に際して

Kroto教授力ヽ グラフイックスを趣味以

上のものとしていたことや、1967年に

モントリオールで開催された万博で見

た 、 米 国 の 有 名 な 建 築 家 R.

Buckminster Fulerの 設計した米国館

のイメージがヒントになった。滞在を1

日延長して9月 12日 に論文を「Nature」

に投稿 し、夕方イギリスに帰国した。

このこと力ヽ 996年のNobel賞 につながっ

たから、極言すれlよ 2週間の研究成果

で賞を取れたことになる。

帰国後、1990年 まで研究を続ける一

方、装置購入の資金獲得に努力したが

徒労に終わっていた。そんなある日

(1990年 8月 10日 )、 Kritschmerと

HtthanらC6に大量合成の FNature」

に投稿された論文の査読を依頼され、

自分達の研究の先を越されてショック

を受ける。しかし 結局、Nobel賞 :お人

までということで Kroto,Curl,Smaley

の3人に与えられることになり、Krats

chmer等や、Smaleyの この研究に寄与

した学生等には与えられないことにな

つた。C60の研究ではいずINobel賞が

授与されるだろうことは世間で言われ

ていたカミ化学賞3人迄の枠に誰が入る

力ヽ ま議論の的であった。ただし、Kroto

教授がその中に入るであろうことにつ

いては衆目の一致するところであった。

このご自分の研究の話以外に、科

学・教育振興のために科学テレビ用ビ

デオの製作に関与していることを述ペ

今回の来日の目的の1つがそのことであ

る旨言及された。

ご自分の研究の話はもとより、その

深い教養とユーモアを随所に交えたそ

の話術の巧みさに聴衆は深い感銘を受

けたはずである。因みに、Kroto教授は

英国の科学を世界に巧みに紹介した功

績もあって、Nobel賞 を受賞する以前

にSIの称号が与えられている。

講演に先立ち、Wo Currie学 長が、

歓迎の挨拶を述べられた。この講演会

は理工学研究科、理工学部、化学科の

共同主催、理工学振興会の後援で行わ

れた。熊倉鴻之助研究科委員長、池尾

茂学部長、相澤守化学科コロキュウム

委員等関係者の多大なご尽力により大

盛況裏に終えることができた。私はた

またま、今年度の化学科のコロキュウ

ム委員ということで、全くの専門外で

はあるが司会役の光栄に預からせてい

ただき、その延長として本稿を書かせ

ていただいた。

講演の翻訳にあたっては、大橋修教

授、1.Davis京都工繊大助教授 (英国

人)等のご援助を得た。

またC60の予言者としても有名な豊橋

技術科学大学の大澤映二教授は、以前

からのお知り合いであった関係で、C‐

60研究会の東京近辺のメンバーリスト

やC60に関する多くの資料を送っていた

だいた。ここに深く感謝する。

化学科 教授  岡田 勲



上智大学・学部学生数 10,344名 上智大学 。大学院学生数 877名

1理 工学部学生数 | 1理工学研究科学生数  前期

機械工学専攻

上智大学・教員数 553名

理工学部教員数  教授 助教授 講師  助手  合計

機械工学科    12   1   1   15   35
電気・電子工学科  H   3   2   12   2S

後 期 合 計 |

機械工学科

電気・電子工学科

数学科

物理学科

化学科

電気・電子工学専攻  ■)

応用化学専攻

化学専攻

数学専攻

物理学専攻

生物科学専攻

8

1

1

1

数学科

物理学科

化|´不斗              10

生命科学研究所   3

10      2      2       9      23

7      6      1      12     26

12      31

1     10

16名   61名  156名

t1999年 lo'1lH現

`:'

1621名 23名   279名 53名   26名



Reseorchgroups

機械工学科
教員名 主な研究テーマ

教

教

助

助

授・林邦夫

授・末益博志

手 。間島理

手・郷津勝久

1)繊維強化複合材料・構造の損傷および破壊

:な骨類似コンポジットの高靭化メカニズム

tセ ラミックス基複合材料の高靭化メカニズム

LC/C複合材料被膜と損傷

31宇宙構造物と構造設計

教 授・曽我部潔

助教授・嘩道佳明

講 師・佐藤美洋

助 手 。鈴木幸雄

●免震・防振装置の研究

?機器・配管系の耐震設計

3マルチボディシステムのダイナミクスと制御

4機械振動におけるパターン形成現象の解明

助教授・吉田正武

講 師・鈴木隆

■)内 燃機関における熱伝達の研究

21燃焼空燃比、シリンダ内圧力および吸入空気量の計測法

3)圧力波過給機のガソリンエンジンヘの適合

こ″Jヽ型ガソリンエンジンの空燃比、点火時期制御

5活し流火炎帯の構造と消炎

教

教

助

授・池尾茂

授・築地徹浩

手 。野々下知泰

'環

境融和型水圧駆動システム

2定圧力源油圧駆動システムのハイブリッド自動車への応用

3流体機器内の流れの解析

4機能性流体の特性解析

教 授・清水伸二

助教授・岡部員幸

助 手・今井登

助 手・坂本治久

■)精密機械の性能評価法 (静特性・動特性。熱特性。運動精度)

2知的生産システム OMS)に おける要素研究

]工作機械の超高速化、高剛性化、複合化技術の開発

こ,熱変形フリー精密機械構造に関する研究

教

教

講

助

授・田村捷利

授・武藤康彦

師・笹川徹史

手・申鉄龍

J適応制御系の設計理論および実験的研究

,多変数制御系の設計法

31H∞制御系の設計および実プラントヘの応用

4確率システムの解析と制御システムヘの応用

教

講

助

助

授・野末章

師 。高井健―

手・鈴木啓史

手・久森紀之

Iヽ骨類似生体材料の構築

2セ ラミックス基複合材料の構築

CIチ タン合金の評価 。解析

●機械構造材料の環境脆化機構の解析

5光機能性材料の倉り製

助教授・石塚陽

講 師 。伊呂原隆

助 手・塩浦昭義

助 手・白井裕

]輸送システム・生産システムの計画と解析

2工場計画における物流システムの最適化

o数理計画法

4組み合わせ最適化

教授・伊藤潔

講師・田村恭久

助手 。川端亮

]ソ フトウェア生産技術

2ド メイン分析 。モデリング

g'図 面自動処理

]コ ラボレーション/コ ンカレントエンジニアリング

教授・高橋浩爾

教授 。大久保忠恒

流線座標法の研究

核燃料の照射挙動、材料物性のシミュレーション

生命科学研究所
教員名 主な研究テーマ

教 l受・青木清

教 授・井内一良Б

教 授・熊倉鴻之助

助教授 。千葉篤彦

助教授 。牧野修

助教授・乗越皓司

助教授・笹川展幸

助教授・安増茂樹

講 師・小林健―郎

助 手 鱒士研究員)。 今泉

助 手 lll士研究員)・ 杉山

佳

子

美

陽

動物行動発現に関する神経生物学的研究

受精膜形成機構

神経伝達物質放出の分子機構と細胞内調節に関する研究

脊椎動物の生物時計に関する神経生物学的研究

DNA組換えや遺伝1青報の翻訳調節に関する酵素 。蛋自質の構造と機能

霊長類の社会構造の進化に関する研究

神経細胞の情報伝達機構に関する研究

発生過程における細胞分化の研究

両生類の環境適応の生化学

開口放出の細胞内分子機構の研究

家禽類の発声行動に関する神経行動学的研究
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Reseorch groups

電気・電子工学科
教員名 主な研究テーマ

教  1受・服部武

教 授・金井寛

教 授・加藤誠巳

教 授・川中彰

教 授・金東海

教 授・岸野克巳

教 授 。中山淑

教 授・小関健

教 授・田中衛

教 授・田中昌司

教 授 。和保孝夫

助教授・荒井隆行

助教授・下村和彦

助教授・高尾智明

講 師・宮武昌史

講 師・炭親良

助 手・藤井麻美子

助 手 。福田光―

助 手・神谷利雄

助 手・菊池昭彦

助 手・工藤輝彦

助 手・村原雄二

助 手 。中野求

助 手・野村―郎

助 手 。大竹敢

助 手・曹建庭

助 手・鈴木彰文

移動通信方式、移動データ通信方式、モバイルコンピューティンク、lTS、 通信網、無線システム

医用生体工学・電気応用計測

画イ象。CG・ 音声・ニューロ・A・ ファジィ・経路探索・インターネット

画像情報処理、高能率符号化、パターン認識・理解

パワーエレクト回ニクス、電動機理論とその制御、マイクロコンピュータ応用

半導体レーザ、光集積デバイス、超薄膜半導体工学、ワイドギャンブ半導体

医用生体工学

光通信 。光回路・非線形光学・光交換システム・光ネットワーク・量子光波工学

計算機応用、CAD、 ニュー回、非線形情報処理、網膜の情報処理に関する研究

脳のアーキテクチャと動作原理、前頭前野機能回路システム、ワーキングメモリ

量子効果素子、多値回路、A/Dイ ンターフェイス

信号処理、音声言語処理、聴覚情報処理、音響情報処理

光電子集積回路、光インターコネクション、光制御デバイス、半導体結晶成長

超伝導マクネット技術、電力用超伝導機器、新機能極低温材料

パワーエレクト回ニクス、電気工不ルギーシステム、父通システム

医用生体工学、可視化情報学、計測システムエ学

医用生体工学

画像情報処理

遮断器内アーク放電パラメータの研究

半導体レーザ、光集積デバイス、超薄膜半導体工学、ワイドギャップ半導体

光通信 。光回路 。非線形光学・光交換システム・光ネットワーク・量子光波工学

信号処理、医用生体工学

パワーエレクトロニクス、電動機理論とその制御、マイクロコンピュータ応用

半導体デバイス、半導体結晶成長、1-Ⅳ族半導体

画像情報処理

盲信号処理の理論、聞き分け機能の実現、脳波・脳磁界データ解析、移動通信等化システム、神経回路

肺音計測、生体の音響特性

物理学科
教員名 主な研究テーマ

教 授 。Lボ ーステン

教 授・伊藤直紀

教 授・関根智幸

教 授・清水清孝

教 授・清水文子

教 授・高柳和雄

教 授・田中大

助教授・江馬―弘

助教授・後藤貴行

助教授・桑原英樹

助教授 。大槻東巳

助教授・坂間弘

講 師・高柳俊暢

助 手・広中謙三

助 手・廣田登

助 手・石川徳治

助 手・北島昌史

助 手・欅田英之

助 手・黒江晴彦

助 手・水谷由宏

助 手・野田和彦

助 手・岡田邦宏

助 手・鈴木邦夫

助 手・鈴木栄男

助 手・和南城伸也

物理計測学、電子衝突実験、電子レンズのシミュレーション

宇宙論・宇宙物理学

光物性および団体物理学に関する実験的研究

原子核物理学に関する理論的研究

レーザーおよび量子エレクト回ニクス

凝縮系物理学に関する理論的研究

気相および固体表面の低エネルギー電子分光による原子・分子物理学の実験的研究

光物性、量子エレクトロニクス、非線形光学

低次元 。強相関物質のNMR
強相関電子系における電子物性

団体における輸送現象の理論

表面界面の構造、磁性、電子状態

原子およびイオンの内殻励起、多電子励起に関する研究

YBCOと A1203混合燒結体の電気的性質

大学初年級の物理実験に関する研究

大学初年級学生実験および高校から大学の過渡期の物理教育

放射光、電子ビーム、イオンビームを用いた原子・分子物理学の実験的研究

超高速非線形分光

スピンギャップ系の光物性

原子、分子のレーザー分光

炭化水素の燃焼における素過程

イオントラップによる原子および原子核の分光学的研究

情報構造と神経回路網

べロブスカイト系酸化物の磁気的及び電気的性質

宇宙における原子核反応と元素の起源

う
乙



Reseorchgroups

数学科
教員名 主な研究テーマ

教 授 。金行壮二

教 授・加藤昌英

教 授・宮岡礼子

教 授 。大内忠

教 授 。彼田健一

教 授・田原秀敏

教 授・内山康一

教 授・和田秀男

教 授・横沼健雄

助教授・谷口肇

助教授・横山和夫

講 師・中島俊樹

講 師・吉野邦生

助 手・五味靖

助 手・後藤聡史

助 手・平田均

助 手・小林美千代

助 手・齋藤友克

助 手・田丸博士

助 手・角皆宏

助 手・都築正男

階別リー環に伴う幾イ可学

複素多様体の幾何学的構造

微分幾何学

複素領域における偏微分方程式

代数群と有限群の表現、代数的組み合わせ論

特異点をもつ偏微分方程式の研究

微分方程式の漸近的方法による研究

整数論、コンピュータによる整数論

群とリー環

微分可能多様体の不変量

組合せ位相幾何学

量子群、量子展開環

解析汎関数の研究

代数群、Hecke環 の表現論

作用素環論、パラグループ理論

非線形偏微分方程式、数理物理

楕円関数、暗号

数式処理

リー群と等質空間

整数論、基本群とガ回ア表現

保型形式と整数論

化学科
教員名 主な研究テーマ

教 授 。FSハ ウエル

教 授・猪俣忠昭

教 授・栗栖安彦

教 授 。大橋修

教 授 。大井隆夫

教 授・岡田勲

教 授・酒泉武志

教 授・讃井浩平

教 授 。瀬川幸―

教 授・清水都夫

教 授・土屋隆英

助教授 。池内温子

助教授 。板谷清司

助教授・梶谷正次

助教授 。小駒益弘

助教授 。陸川政弘

助教授・田宮徹

講 師・遠藤明

講 師・増山芳郎

講 師 。長尾宏隆

講 師・恩田正雄

講 師・杉山徹

講 師・横山保夫

助 手 。相川隆志

助 手 。相澤守

助 手 。青木隆史

助 手・藤見峰彦

助 手 。猪俣芳栄

助 手 。神澤信行

助 手 。木川田喜―

助 手・久世信彦

助 手・高橋和夫

助 手 。高橋宏明

助 手・田中邦翁

助 手・内田寛

溶融塩の電気的性質と構造

気相反応の速度定数の測定・機構

複合試剤を用いる炭素―炭素結合生成および酸素酸化反応

分子構造

同位体化学・地球化学

計算化学による材料設計

不安定分子の生成とその分子構造およびその生成機構

新 しい分子複合材料および機能性高分子に関する研究

高機能不均―系触媒の設計と評価

金属錯体の合成および電子移動反応

動・植物タンパク質の機能解明

金属錯体の溶液化学、電気化学的方法による拡散係数測定

セラミック用高純度金属窒化物、酸化物粉体の調製と焼結性の評価

有機金属錯体の合成 。構造・物性・反応、有機光化学

低温プラズマを用いた団体の表面処理および機能材料合成

機能性高分子材料の合成と電気的・光学的物性評価

蛇毒タンパクをコードする遺伝子の解析

金属錯体の合成、反応、機能、および電子移動

金属錯体触媒の倉」製と有機合成反応への応用

金属錯体の合成と配位子反応

ファンデルワールス錯体の構造

有機光化学、有機金属化学

有機合成化学、有機金属化学

微生物の応用に関する研究

バイオセラミックスの合成とその機能評価

バイオマテリアルの合成とその機能評価

エラブウミヘビ由来神経毒遺伝子の構造と発現調節機構の解明

生体関連物質を配位子とする金属錯体の合成と分子構造

運動タンパク質の細胞生物学

地球化学・火山化学、火山地域における物質移動に関する研究

気相における分子の構造

気相反応の速度定数の測定と機構

高同位体選択性無機材料の合成と評価

グロープラズマを用いた表面改質と薄膜堆積およびプラズマ診断

有機金属原料を用いた機能性セラミックス材料の作製
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上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンパーを紹介します。



膠 |

材料科学講座

本講座では、大学院生 (9名 )と 4年生 (12名 )

と共に、環境に調和 した新 しい材科の研究に取り

組んでいます。文部省の未来開拓学術研究推進事

業と科学技術庁の科学技術振興調整費によるプロ

ジェクトも遂行しており、大学院生のアイデアが

このようなプロジェクトに反映されることがしばし

ばあります。大学院生の活躍こそ、研究室の活力

です。このようなプロジェクトを通じ、研究室、学

科横断の共同研究が遂行 し、月2回 の勉強会も実

施 しています。以下に、主な研究テーマを紹介 し

ます。

1.骨 と調和したバイオセラミックス

高齢化が進む社会状況の中、人工股関節と人工

歯根などの医療材料の重要性が叫ばれています。

医療材料に代替可能な生体適合性セラミックスは、

骨と歯を主に構成 している無機物質と同等であり、

骨と強固に結合するという優れた性質を持ってい

ます。本研究では、自然に骨となじむセラミックス

材料を探求する研究を進めています。

2.傾斜機能によるインプラ
ント材料の長寿命化

21世紀初頭には、骨と関節などを人

工骨、人工関節で置換する人達が急激

に増加 し、長時間安全に埋入できる材

料開発が健康で快適な生活へつながり

ます。強度と靭性を兼ね備えた金属系

インプラント材料の表面を傾斜機能化し、骨と直

接結合する機能を付与することにより、傾斜機能

構造による骨誘導の促進を目指したハイブリット

型インプラント材料の開発に取り組んでいます。

3.各種材料の

環境脆化メカニズムの解明

近年、環境問題がクローズアップされています。

自動車や建築物用材料を超高強度材料に代替でき

ると、省エネルギー、省資源につながります。とこ

ろが、超高強度材料や光ファイバは長期間の使用

により環境から水素が侵入し、突然破壊する問題

が生じます。我々は、最新の分析機器を用いて水

素がどこにトラップされ、なぜ突然破壊するのかメ

カニズム解明に取り組んでいます。

教授 野末 章
言青師 高井 健一

助手 鈴木 啓史
助手 久森 紀之

4.光機能性材料の創製
材料の表面を制御することにより、いろいろな

機能を持たせることができます。例えば、材沐斗表

面に光触媒機能を付与すると、太陽光の中に含ま

れる紫外線を受けて、あたかも植物が光合成をす

るように、有機物を分解し大気汚染や水の浄化が

可能となり、環境問題解決への可制生を秘めてい

ます。本研究では、表面に各種機能を持たせた材

料の倉」製を目指しています。

ンのC02問題と高効率化
拶

現在石油資源枯渇のみではなくC02問題からエ

ンジンの高効率化が強く要請され、従来主流であ

ったエンジンは燃料電池などに取って代わられる

との見解もあります。このような情勢の中でエンジ

ンを存続させるためには、エンジンが車両の動力源

であることを念頭において車の走行状態を考慮し

たエンジンの高効率化を図る必要があり以下のよ

うな研究を進めております。

高効率過給システム

車の省燃費には車を軽量にするために小型軽量

で高出力なエンジンが望まれ、高効率で応答性の

良い過給エンジンが一つの答えであると思われま

す。この目的のために排気圧力で発生する圧力波

で過給する圧力波過給機が特性上有望であると考

え、特にガソリンエンジンヘの適合条件や過給機

と過給されたエンジンの性能向上の可能性などに

ついて検討しており、エンジン性能向上と過給機

性能の両面で良好な結果を得つつあります。

新たなサイクル論
このようなエンジンの性能特性の検討にはエン

ジン性能と運転条件などとの関係を把握する必要

がありますが、直接的に関係を表せないシミュレー

ションは適当ではないので、影響の大きい冷去,や

吸排気過程などを考慮に入れた関数として運転条

件のエンジン性能への影響を直接表す新たなサイ

クル論を構築 しております。既に圧縮膨張行程に

ついては性能への影響を比較的良く表す関数を得

ており、これは物理モデルに基づくエンジン制御な

どへの応用の可育ヨ性もあります。

エンジン計測
またこのような研究には理論とエンジンの実測

データとの比較が必須であり、特に重要なエンジ

ン内部の圧力を採取する指圧計の誤差補正と燃焼

時の空燃比計測について検討 しております。指圧

計の熱衝撃と0点 ドリフトによる誤差の補正を指圧

線図解析と同時に行う方法について現在プロトタ

イプが出来つつあります。また燃焼容器では燃焼

空燃比の光学的計測の可能性を確認しており、エ

ンジンヘの適用の可育ヨ性も見えております。

その他
エンジンの吸気系での伝熱現象と充填効率への

影響の検討、排気エネルギーを再生して部分負荷

時の効率を高める再生サイクルの検討、基本的な

火炎伝播のシミュレーションなど、エンジンの高効

率化に寄与する可能性のあることを研究しており、

C02問題などに少しでも貢献できることを望みな

がら日夜無い知恵を絞っております。

助教授 吉田 正武
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ル 義

教授 中山 淑

大限に情報をしばりだすべきで、我々は、肺音計

測における周囲雑音の除去、マイクロフォンの設

計、標準化などの研究を経て、バイスペクトル分

析などによって、より定量的な診断情報を引き出

す方法を追求しています。

教授 和保 孝夫

パイプライン方式、オーバサンプリングΣ△方式な

どを効果的に組み合わせ、高速動作に適 した新し

いアーキテクチャの 可能性を探索 しています。近

い将来、アンテナで受信 した電波を直接デジタル

化 し、自由に信号処理できる全 く新しい携帯通信

機器の実現も夢ではありません。
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抒讐
11ぬ

多様体の不変量
鰺

1.図形の区別

我々が図形をどのように区別しているかを振り

返ってみましょう。円同士は半径を見ることで容

易に区別できます。二つの三角形を区別するとき

はもう少し複雑ですが、例えば各々の三辺を比べ

ることで三角形を区別できます。また円同士は大

きさを問題にせず形だけをみるならば、どの円も同

じで区別はありません。それに対 して三角形の場

合はお互いに形が異なるもの G目似でないもの)が

あります。このように図形を考えるとき、まず区別

の基準を考え、それに応じて各図形に付随した代

数的な量 (円 の半径、三角形の辺の長さ…)を考

え、それによって図形を区別する、ということは数

学では常に行われることです。

2.多様体
各点のまわりに我々の空間にあるような座標を

持つ図形を多様体とよびます。例えば球面や トー

ラス (ドーナツの表面のような図形)がそうです。

このような図形を比べるのにも色々な量が使われ

ます。例えばトーラスは リピ が一つあり意すが球

面にはありません。この `穴"の数は数学的に定式

化できる量であり、曲面を区別するのに大事な量

として知られています。

図形を更に精密に区別しようとするとそれに応

じて更に精密な量が必要になります。例えば二つ

の多様体の点同士が一対―に対応していて、それ

が座標の連続函数で表せるけれども微分可能な函

数では表せないというような例が知られています。

このような図形は特性類とよばれるものを用いて

区別されています。

3.等質空間
多様体の中例えば球面はどの点から見ても対称

的で二点間の距離を保つような変換 (回転)に よ

ってどの点をどの点に移すこともできます。一方 ト

ーラスは “内倶『 'の点のまわりと ツト側"の点のま

わりで状態が違い距離を保ったままそのような二

点を対応させるような変換はありません。球面の

ような多様体は等質空間といわれ、その変換全体

は “リー群"と よばれる数学的な対象となります。

そしてリー群の研究には代数学や解析学での成果

を使えるので等質空間は多様体の中では解りやす

いものとなっています。閉じた測地線 (二点間の

助教授 谷口

最短の曲線)の長さとある種の微分作用素の固有

値の対応といった数学の二つ以上の分野にまたが

った対象の関係などもこのような空間では研究の

範囲です。

以上のように多様体の幾何学的な特徴を数学的

に掴え (定式化 し)、 なるべく扱い易い量で示すこ

と、また多様体の上で解析学を考え、多様体の幾

何学的特徴が如何に解析に反映されるかを考察す

ること、といった問題が私の現在行っている研究で

す。特にリー群上の解析は他の数学分野とも大変

関係が深く、難しさも面白さも大きな分野であり

今後とも理論の発展が期待できると思っています。

作用素環論と量子物理学
作用素環とはヒルベル ト空間上の有界線形作用

素のなす環のことで、簡単にいえば行列環の無限

次元版といえます。作用素環は量子力学の数学的

言己述などを動機としてフォン・ノイマンにより1930

年ごろから研究がはじめられたため、その発展の当

初から理論物理学と密接な関係をもってきました。

現在でも量子場の理論には作用素環論は欠くこと

ができない道具となっており、いまも理論物理学

とともに発展を続けています。

対称性を記述する「群」
幾何学的な図形や空間などの対称性を記述する

ものに群とよばれる代数系があるのをご存知でし

ょう。歴史的には群の概念は5次以上の方程式に解

の公式がないことを証明するためにガロアがはじめ

て導入したといわれています。ガロアの理論を現代

的な言葉でいえば、2つの「体」と呼ばれる代数系

の包含関係K⊂ Lの対称性を「ガ回ア群」とよばれ

る群が記述しているということができるでしょう。

「量子ガロア群」バラグループ理論
ここで作用素環でガ回ア理論の類似を考えてみ

ましょう。2つの作用素環の包含関係N⊂ Mを考え、

その相対的なサイズの比として指数を定義します。

これがジョーンズが1983年 に始めた部分因子環の

指数理論です。彼は1985年には彼の理論と結び目

の理論との予想外の関係を発見し、その後の トポ

ロジーの爆発的な発展に大きな貢献をしました。ジ

ョーンズの指数理論に対 し、オクニアーヌは1987

年に部分因子環の組み合わせ論的な構造が群と似

ていることから、群のある種の量子化として、量子

ガ回ア群ともいえる「パラグループ」の概念を導入

しました。

バラグループ理論と様々な他分野と
のつながり
群の量子化というと「量子群」の方がはるかに

知名度が高いでしょう。「量子群」は統計物理の格

子モデルの可解性を記述するものとして同じころ

に導入された概念です。現在では、パラグループ

理論は量子群だけでなく、可解格子模型、位相的

後藤 聡史

場の理論、共形場理論など様々な数学、数理物理

学の理論と密接に関係していることがわかってき

ています。パラグループ理論とこれらの様々な他分

野との結びつきをより深く調べ、互いに刺激しあ

ってより豊かな理論を育てていこうというの力私 の

研究目標です。

Ｆノ

Ｆ
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ド系の世界

互いに相互作用 している多粒子系を扱う問題を  の運動 1471え ば、太腸、地球 、木星の運動)す ら  的及び動白ケ性質nJl究 、という二つになります。電

一般に多体問題と呼び、難 しい問題の代名詞のよ  完全に解 くことができないということを考えると、  子相関は、定性的には遠距離相関と近距離相関に

うに使われています。ニュートンカ学に従う3体系  量子力学で扱われる一般の多体問題の難しさは想  分けることができます。このうち遠距離相関は、電

像できると思います。このような多体問題を扱う  子系に外部電荷を加えると周りの電子がその配置
2ばれる無限自由度の量子  を変化させて、遠距離から見ると外部電荷が遮蔽

]題の例として、金属中の  されてしまって観測されなくなる、という現象に深

:し ょう。電子は各々が独  く関連しています。この遠距離相関の理論的取り

Iな く、互いに相互作用 し  扱いは比較的容易であり、それにより上の (Ql)

|)。 この効果をきちんと解  や lQ2)を 説明できます。それに対 して、近距離

金層の表面でなぜ可視光  相関は、電子同士が近距離では互いにクーロン斥

なぜ金属は紫外線に対 し  力で反発 しあっている効果であり、理論的には簡

に見えるのか ?、 lQ3)な   単には取り扱えない問題です。これまでに、当研究
)、

等を説明することがで  室においては、この近距離相関を短距離型の有効

相互作用の形で表現する、という方向で研究を行

内や1次元の線上に電子を  っており、電子系のエネルギーなどの静的な性質

に可能になっています。こ  をよく記述することを確認 しています。現在は、電

昌子相関の効果は3次元系  子系の動的性質 (光吸収のスペクトル等)と 、こ

しい現象が実験で見つかっ  の有効相互作用との関係を調べています。有効相

:り しています。当研究室  互作用という理解しやすい概念を使って、複雑な

)電子系の性質に的を絞っ  電子系の性質をわかりやすく統一的に記述 してい

実際の研究テーマは大ま  きたい、というのが当研究室の目標です。

「効相互作用の微視的な構

教授  稿51卵  禾口雄   築、及び、12)そ の相互作用を使った電子系の静

アルカン 依化水素)は非常に安定な化合物で、   我々の行った実験で彿

反応性が低い。活性化するためには高温、高圧と  ような構造を持つ酢酸ヽ

し、化合物の変換を行っていた。しかし、酸化反  ル類を酸化 し、キノン類

応などに対しては選択性に乏しく、原料分子の分  率よく化学量論的に生万

解もあり効率の悪いものであった。 しかし、  触媒として芳香族化合牛

ル′θlbyloco∝」s capsurarusか ら得られる酵素は、常  すると、クメンヒドロベ

温、常圧で炭化水素に酸素を導入しアルコールヘ  ェノンを高収量で得た。

と変換する。省エネルギーや環境問題から、穏和  マンガン錯体の活性種帽

な条件下で進行する直接酸化プロセスを開発する  ような二核錯体を構成 し

ことや、酸化剤として豊富で地球に優 しい酸素を  えている。ここで、そので

用いることなどは、非常に重要なことである。活性  を示すものであり、その合成法を知ることは興味の              教授 昇こ1洒多こ,参
酸素と言われる化学種は、殺菌作用も認められる  持たれるテーマである。

力濤 性も認められる。生物は、スーパーオキシドジ   我々の生命を維持するために、酸素は必要なも 23%もあり、容易に大量に酸化剤として利用でき

ムターゼと言われる酵素が活性酸素を分解するの  のである。また、最も手近で、大気中の質量の約  る。このように常温付近で安定な酵素を、金属錯

で、その毒性から保護されている。ここに酵素の特                                   体の作用により活性化させ、

異性、有意性があり、この酵素活性中心は銅、亜       L                          安定な炭化水素の酸化1研」用

]讐    曹[撫
し、有用な化合物への変換を

目的として、二核金属錯体の

合成と、その二核錯体を用い

る穏和な条件下での酸化反応

プロセスの開発を目指 して点である二核錯体を構成すれば、目的とする転換      [A]
反応力河 能になるものと考えた。

[B]        ノHビ
^υ

ノ囲りして目

“只今研究中"である。
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高機ギ‖YAに金属イオンが造る反応場の
化学科

鰺
理解、利用、開発

我々の生活に関連する化学反応では金属イオン

あるいは金属原子を反応中心に用いるものが意外

にたくさんあります。金属イオンあるいは金属原子

を中心とした化合物は金属錯体と呼ばれ、無機化

学、配位化学の分野で多くの研究が行われてきま

した。また、金属錯体の特性を利用し、反応の選択

性や効率の向上を目指した研究も行われています。

極めて高い選択性、効率の反応場である生体系

の金属酵素反応では金属錯体が重要な役害」を果た

すことが知られています。生体内の金属イオンが関

与する反応の機構解明やこれを模範とした新しい

反応系の開発は様々な分野で行われています。そ

こで最近では幾つかの研究分野の境界領域として

生物無機化学が新たな学問分野として活発な研究

が行われています。私の研究は主に金属錯体中に

ある一酸化窒素の機能および特性と金属錯体を用

いた酸化窒素の変換過程に関する研究です。

―酸化窒素錯体の機能
―酸化窒素は窒素と酸素が結合した単純な分子

で、宇宙空間を漂っている星間分子の一つであり、

大気汚染物資のNOxの一つでもあります。一酸化

窒素が金属イオンに結合 僣己位)した化合物は金

属ニ トロシル錯体と呼ばれ、古くから配位化学の

分野では研究対象となっている化合物です。最近、

生体内の作用が明らかになり、関連する分野で多

くの研究が行われています。私は金属イオンに配位

した一酸化窒素の化学挙動を明らかにするために

新しい金属ニ トロシル錯体を合成 し、新しく合成

した金属ニ トロシル錯体の特徴的な反応や金属錯

体の酸化還元反応に伴い起こる反応について合成

化学、分光学、電気化学的な手法を用いて研究を

行っています。

酸化窒素変換過程の開発
酸化窒素とは窒素および酸素からなる比較的単

純な分子またはイオンでありますが、窒素の酸化数

は様々です。これら酸化窒素、分子状窒素および

アンモニアにより窒素サイクルがなりたっています。

この反応系では様々な触媒が関与 した反応やエネ

ルギー変換が起こっています。酸化窒素間の変換

過程は大気汚染物資の無毒化や含窒素化合物の合

成と関連 した重要な反応過程です。私は金属錯体

の特性を利用 した酸化窒素分子やイオンの変換過

程について研究を行っています。

分子から形ヘ

膠

近年、タンパク質実験技術のめざましい進歩に

より、タンパク質分子の形 位体構造)が機能に

どのように関係しているかが解明されつつある。

一方、分子生物学の進歩により、生物の形作りの

メカニズムもまた、分子レベル、遺伝子レベルで

の研究が可能となり、形作りのプログラムをにな

う遺伝子カスケードが解明されつつある。私は、

分子の形と生物の形という二つの側面より研究を

行っている。

孵化酵素の分子生物学
私は魚類の孵化について研究を行ってきた。孵

化とは胚が卵膜を脱ぎ捨てる過程であるが、魚類

に於いては、孵化時:胡盃体からタンパク質分解酵

素が分泌され卵膜を分解する。メダカを用いてこ

の孵化酵素の研究をおこない、二種の異なったタ

ンパク質分解酵素が協調して卵膜を分解すること

を発見した。一つの酵素 (HCE)が卵膜の特殊な

構造を限定分解し、その後、もう一つの酵素

lLCE)が、HCEに より限定分解をうけた卵膜を分

解する。これらの酵素は種特異性を持ち他の魚類

の卵膜を容易には分解しない。このように、孵化

の分子メカニズムは緻密に作られていること、そ

して、孵化酵素は卵膜を分解するために特殊に進

化した分子である。現在、私は、卵膜分解のメカ

ニズムを理解する上で、孵化酵素分子と基質とし

ての卵1莫 タンパク質の相互作用を立体構造の側面

から解明することを一つの目標としている。

孵化腺細胞の分化

孵化酵素は,眸化時に働 く酵素タンパク質である

が、その合成は発生初期に遡る。すなわち、孵化

酵素遺伝子は体の軸が出来た直後に体軸先端部の

細胞に発現する。その細胞 0際化月泉細胞)は、も

っぱら孵化酵素タンパク質を合成し細胞内に貯め

込み、,貯化時に,隙化酵素を分泌する。このように、

孵化腺細胞が形成される過程は形作りのプログラ

ムの中に書き込まれており、発生初期に分化因子

の指令を受けて、孵化腺細胞へと変化 扮化)し

ていくのだろう。これら分化因子の遺伝子のクロ

ーン化を試みて、形づくりのプログラムの一端を

解き明かしたい。

P■日 ′

孵化という発生生物学的なひとつの現象を中心

にすえ、一方は、酵素タンパク質の分子機能の理

解、他方では、生物の体作りの分子メカニズムの

解明を目標に、共に分子から形へつながる研究を

行っている。

「メ
ゝ
　
　

´
ミf

謝T 長尾 宏隆

⑪裏

ち い 、

安増 茂樹
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ハイテク・リサーチ・センター

環境調和型社会構築のための

基盤技術の開拓

1999年度の文部省ハイテク・リサーテ・センター

構想について募集があり上智大学先端科学技術研究

機構の研究活動の一環として、4月 に構想調書を提出

し、12月 初旬に採択通知を受けました。この計画に

は理工学部の17名の教員が参加して、以下の四つの

課題を共同研究するものです。

研究期間は五年間で研究施設整備費として7千万

円、研究設備整備費1億1千万円、研究費および研究

支援スタッフ経費として1億円、総額2億8千万円の申

請を行いましたが、一部減額されたものの大部分が

採択され、少なからずほっとしているところです。

環境問題は、一つ一つの事象が独立して起こるの

は稀で、それぞれ因果関係を持ちながら、複雑に絡み

合い、複合的に作用し、加速度的に問題を深亥1に し

ているケースが多いのが特徴です。本構想では、環境

問題が複合的に発生する現状を鑑み、将来予測され

る問題に対処するために、多角的視点から重要度の

高い問題を抽出し、上述の四つの課題をとりあげま

した。最先端の研究分野で学際的なプロジェクト研

究を進めることで、上智大学の研究基盤を更に高度

化し、将来、環境問題関連の研究拠点を構築できれ

ば幸いです。最後に、構想調書の作成の段階から文

部省に調書を提出し、更に研究施設整備を前倒しで

遂行するなど 大学には多大な支援を頂きました。こ

の場をお借 りして衷心より御礼申し上げる次第です。

文 責  化 学 科 教 授  瀬 ヨ リ ‖ 尋

i一

6)内分泌撹乱物質の作用機作の解明と

環境リスクマネージメント

笹川展幸 1/L命研)土屋隆英

“

ヒ学)

千葉篤彦 性命研)讃井浩平

“

ヒ学)

12)ゼロエミッションを目指す

化学プロセスの創生

梶谷正次

“

ヒ学)長尾宏隆

“

ヒ学 )

増山芳郎

“

ヒ学)瀬川幸一

“

ヒ学)

13)環境調和型

エネルギー変換技術の開拓

高尾智明 に卜 電)後藤貴行 物 理)

陸川政弘

“

′学)れ,尾茂 簾械 )

14)環境調和型社会構築のための

シミュレーション技術

石塚陽 (機械)吉田正武 (機械)

荒井隆行 嵯許 電)岡部員幸 機 械 )

炭親良 (電・電)

＼
ヽ

ヽ

〃
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広いスペクトル:調応する光デ″Ч ス新素材の探索

日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業の一

環として、平成9年度より標記の研究プロジェクト研

究を開始している。この研究プロジェクトは、上智大

学を研究中心拠点として運営されており、プロジェ

クトリーダーは電気・電子工学科岸野が担当し、研

究期間は5年 間である。コアメンバーとして大阪大学

電気。電子工学科教授 岸 野 克 巳

朝日先生、東京工業大学小山先生、工学院大学川西

先生、学内からメンバーとして電気 。電子工学科下

村先生、物理学科江馬先生の協力を得て、プロジェ

クトを遂行している。研究プロジェクトの研究目的と

研究の内容を簡単に説明する。

マルチメディア社会の進展には、より大量の情報

をより高速に処理、伝送、記録する光エレクトロニク

スの発展が求められ、光デバイスの高性能化への期

待は多大である。光ガバイスは、よく知られている化

合物半導体の高層1質化とデバイス構造の最適化によ

って急速な発展を遂げた。しかし、ますます高まるデ

バイス性能の向上への要求に、現状技術では必ずし

も対応出来ない状況がある。実際、「光デバイス材料

に利用できるものは使いきってしまって限界点に近づ

いている」との錯覚に陥りやすい。ところ力ヽ 新しい

日で見直してみると、まだ利用していない材料の組み

合わせで、光デバイス用半導体が構成でき、思わぬ性

能を発揮できるかもしれないこと力ヽ このチーム研究

者等によって少しずつ明らかにされつつある。

本研究では、これまで常識とされてきた領域以外

まで材料視野を広げ、赤外から紫外域の広いスペク

トル領域にわたって新しい材料探索を行って、従来

の半導体に無い新機能発現を行わせる光デバイス新

材料を開発することを目的とする。ここでは未開拓

波長域材料の開発と既存材料系の限界の打破を狙っ

て、3つの領域で新しい材料開拓を行う。すなわち、

1)550～620nmの未開拓レーザ波長域材料、2)lμ

m帯波長安定化材料、3)短波長窒化物材料の開発

である。

0)未開拓レーザ波長域材料

将来の光エレクトロニクス技術は、広い波長域を

有機的に利用しながらより広範に展開してゆくと考

えられる。そこで半導体レーザが実現できない波長域

を残しておくべきではない。ところ力も50～620nm債

緑～橙色)波長域では高性能半導体レーザを構成し

うる材料系が見当たらない。本研究ではI nP基板上

のⅡ～Ⅵ族半導体の開発を進める。この半導体系で

は、ZnCdSe活性層によって、この未開拓波長域をカ

バーできる。さらにMgZnCdSe、 MgZnSeTe、

MgBeZnTeな ど さまざまな4元混晶系が構成できる

希有の特性を有する。

12)波長安定化lμ m帯半導体レーザ用材料

大容量光通信ネットワークは将来の情報化社会の

基幹技afで、大規模な波長多重 (WDM)化への期

待が高く、波長が安定化された多波長光源の開発や

レーザ発振波長の温度無依存化が強く要求されてい

る。本研究では、1)バンドギャツプ温度無依存 (ゼ

ロ温度係数 )材料、2)スペクトルスライス光源と波

長基準材料の開発を進める。まず、 I nPに格子整合

するTInGaAsの新材料を研究し、世界で最初にバン

ドギャツプ 。ゼロ温度係数材料を実証する。また従

来にない高歪GalnAs量 子丼戸による高性能レーカ l

料を開拓する。

13)短波長窒化物材料

青色領域から紫外域の光デバイス・

材料領域は、光エレクトロニクスのニ

ューフロンティアである。この羽オ「領

域で独自の発想による6H SiC基

板上のBAlGaN IP)混 晶の開発を

手力ヽ する。この混晶によれば、

青色域から200nmの極短波長域

までの広いスペクトル域で 、完

全格子整合系が構成できる特長をもつ。

MBE&MOCVD
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海外で開かれた国際会議における研究発表のため助成金を受けた方は1999年度は次の11名 です。

日1寺 :1999年 7月 14日 0013:30-
場所 :上智大学10号館講堂

講
21世紀の情報

演 品川 高里
題

目
郵政審議官

※助成金は、本学理工学部の若手教職員が海外で研究発表する際に、渡航費が自己負担の場合のみ20万 を限度として支給します。

※規程、申請書類は理工学振興会事務局にありますので、お問合わせください。

上智大学先端科学技術研究機構 “ROAST"(Research Organizalon for Advanced Sclence and Technology)

の公開講演会が1999年 7月 14日因に上智大学10号館講堂で開催 されました。

理工学振興会では、公開講演会を共催 し、その企画と実施に協力致 しました。理工学振興会は、“ROAST"の 今後

の活動等について、ソフィア・サイテックおよび振興会ニュースでもお知らせを続けて行きます。ぜひ、ご期待ください。

請
演
題
目

先端技術のビジネス分野への浸透

和泉 法夫

日本SG株式会社

代表取締役社長兼米SGl副社長

氏 名 所 属 職 名 発 表 学 会 渡 航 先 期 間 援助額 (円 )

村松 正和 機械工学科 助手 6th SIAM Conference on Optimization
アメリカ

ア トランタ
5//8-5///16 180,000

高尾 智明 電気 。電子工学科 助教授

Cryogenic Engineering Conference and
International Cryogenic Materials
Conference

カナダ 7/11～7/18 90,000

大井 隆夫 化学科 教授
International Conference on Stable
lsotopes and lsotope Effects

フランス 6///19～ 6/27 200,000

荒井 隆行 電気 。電子工学科 講師 Eurospeech99 ハンガリー 9/1～9/15 100,000

大竹 敢 電気・電子工学科 助手
International Workshop on Systems,
Signals and lmage Processing

スロバキア 6ノ//2-6/′
/9

200,000

大槻東巳 物理学科 助教授 Locatization1 999 ドイツ 7/29-3/11 200,000

築地徹浩 機械工学科 教授
The 3rd ASME/JSME Joint Fluids
Engineering Conference

アメリカ

サンフランシスコ
7ノ/17～ 7//21 150,000

野々下知泰 機械工学科 助手
The 3rd ASME/JSME Joinl Fluids
Engineering Conference

アメリカ

サンフランシスコ
7/18～7/25 75,000

桜井康雄 機械工学科 助手
3rd International Symposium on Fluid
Power Transmisson and Control

中国 9/4～9/11 105,000

角皆 宏 数学科 助手 Galois Actions and Geomelry
アメリカ

カリフォルニア
10/11～ 10/15 150,000

黒江晴彦 物理学科 助手
22nd lnternational Conference on Low
Temperature Physics

スウェーデン 7//28～ 8///17 140,000

信について

つ
４

う
４
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2000年度総合科目「地球環境と科学技術」

この講座は上智大学全学共通科日として開設し、理工系のみならず、文科系の学生も聴講可能です。同時に、公開学習センターの生涯学
習科目でもあり、理工学振興会の会員へのサービスでもあります。2000年度の講座では、地球環境問題の現象、原因、機構、想定される
帰結の基本をしめし、特に科学技術がいかに対応しているかを考えるつもりです。

【コーディネーター】 機械工学科 0大久保忠恒、池尾茂、化学科・瀬川幸一、生命科学研究所・熊倉鴻之助
【プログラム】   毎週火曜日午後5時～6時35分 上智大学10号館講堂

●PART I●
1   4月 18日 地球環境問題の概観 ・̈ェネルギーと環境…

瀬 川 幸
一 cL智 大 学 )

4月 25日  日本の環境政策 松下和夫 鰈境庁)

5月 9日  大気中の物質循環と地球環境 秋元 肇 陳京大学)

5月 16日  ライフサイクルアセスメン ト 安井 至 陳京大学)

5月 23日 海洋環境と異常気象 緑川 貴 侃象庁)

5月 30日 酸性雨とその対策 岩 本 正 和 陳京工業大学)

6月 6日  大都市におけるゴミ処理技術 薬師寺史良 僚京都清掃局)

6月 13日 水および土壌汚染の現状と対策 矢 木 修 身 徊 立環境研究所)

6月 20日 水環境と水資源の保全と利用 /1ヽ 倉 紀 却:(東京農工大学)

6月 27日  ものづくりと循環型社会 壊̈しやすし段計… 斎 藤 義 夫  (東京工業大学)

7月 4日  地球環境 と建設技術 武田勝介 鯖水建設)

12 7月 11日  生物 と環境 熊倉鴻之助 l■智大学)

PART Ⅱ●

13 10月 3日  地球環境問題の概観 ・̈公害… 岡島成行 情森大学)

14 10月 10日  気候変動枠組条約 松下和夫 篠境庁)

15 10月 17日  COP6に 向けて 魚占サ||ゆ りか lwwF」 apan)

16 10月 24日 熱帯雨林再生の試み
成 田 誠

一
に 菱 経 済 研 究 所 )

17 11月 7日  地球環境と世界の食糧事情 川島博之 錬京大学)

18 11月 14日  環境 リスクマネージメン ト 中西準子 は浜国立大学)

19 11月 21日  環境に優 しいプラスチックス 土 肥 義 治 鯉化学研究所)

11月 28日  化学工業と環境 小野田武 に菱化学)

21 12月 5日  自動車と環境 大 場  茂 体 田技術研究所)

12月 12日  ソフ トエネルギー 池尾 茂 l■智大学)

1月 19日  風力発電 牛 山  泉 促 利工業大学)

1月 9日  エコマテリアル 大久保忠1垣 ∈智大学)

【申込方法】 1.法人会員 :無料かつ手続き不要です。受講希望の日に直接会場にお越しになり受付で会員証を提示して下さい。
2.個人会員 :公開学習センターを通してお申し込み下さい (有料)。

詳しくは、理工学振興会事務局 103-3238‐ 3300)ま たは上智大学公開学習センター 103-3238-3551)へ。
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理工学振興会では、一人でも多くの理工学部教職員が世界で活躍する場を持てるよう、海外で学会発表する際の渡航費を援助しています。

1999年度は、多数の応募の中から22頁のように、11人の方に支給しました。その中から次の4人の方の海外出張のショートレポートを紹介 します。

本すイ除正:禾日 機械工学科 助手

「Sixth SiAM Conference on Optimizationに 参加 して」

理工学振興会の援助を受け、1999年 5月 10日 から12日 にかけてアメリカのジョ

ージア州 アトランタで行なわれたSixth SIAM Conference on Oplmizalonと いう国

際学会に出席 し、発表をしてきました。

映画 D軋と共に去りぬ」で有名なアトランタは、現在では町の中心部に近代的な

ビルが立ち並ぶ都市となっています。そんなビルの一つ、シェラトン・アトランタ。

ホテルでカンファレンスは行なわれました。

カンファレンス名についているSiAMと いうのは、Tha‖ andの旧名のことではあり

ません。Society for!ndustnal and App‖ ed Mathematicsの 略で、シャムではなく

サイアムと呼びます。その名の示す通り応用数学を主なテーマとする学会です。こ

の学会はたびたび、テーマを絞ったカンファレンスを開いているのですが、今回の

カンファレンスは、最適化がテーマでした。

カンファレンスは発表者だけで300人以上おり (こ の人数は、我々の分野として

はかなり大きい方です)、 理論から応用まで、ほとんどすべての最適化の領域を力

ヴァーしています。7か ら9く らいの並行したセッションと全体セッションで構成さ

れており、だいたい朝の8時半から夜7時半まで普通のセッション、さらにその後ポ

スターセッションというハードスケジュールで行なわれました。

私の発表は初日の最後で、「陽に解ける半正定値計画問題のクラス」についてし

ゃべりました。到着の翌日だったこともあり、しゃべり終わったときには、疲労が

極限に達していましたが、そのあとはすぐに、パーティです。といっても,生野菜・

チーズと飲み物だけ (し かも、アルコールは有料)と いうものです。それでも、バ

リバリと生セロリをかじり、ア トランタの特産品であるコカ・コーラを飲みながら、

同世代のヨーロッパの研究者たちと討論し、楽しい時を過ごしました。

荒 井  隆 行 電気・電子工学科 助教授

理工学振興会から渡航費を一部援助 していただき、1999年 9月 5日 から9日 まで

の間、ハ ンガリーのブダペストで開イ奎されました、Eurospeech99(The 6th European

Conference on Speech Communication and Technology)に 参加 し、研究室の学生

や一緒に研究をしている共同研究者の方々とともに発表をして参りました。

このEurospeechは 、もともとヨーロッパを中心に組織構成されたEuropean

Speech Communicalon Associalon(現 internalonal Speech Communicalon

Assodalon)が隔年で主催する国際会議です。音声言語に関る会議ということもあ

って毎年様々な言語に興味を持った多くの国からの参加者があるこの会議ですが、

特に今回は初めて旧共産圏での開催ということもあって、今までになく国際色豊か

な会議になりました。

会場となったのはTech面 cal U面 versty of Budapest。 ドナウ川の岸辺にある大

学でした。毎日、川向こうのホテルからトラムに乗ってドナウ川の橋を越えると、

丘の上には王宮が見え、その景色はまた格別でした。

ところで、我々が行っている音声言語関連の研究は工学、言語学、心理学、医

学など複数の分野にまたがる言わば学際的な領域に位置します。したがいまして、

今回のEurospeechも その例外ではなく、非常に学際的な色の強い国際会議でもあ

りました。

私が関係 した発表は3件ありましたが、そのうちの2件が私の研究室で行った研

究テーマで、研究室からは初めての国際会議での発表となりました。その 2つの研

究発表は、それぞれ言語識別と言語障害に関するもの。 1つ目の「言語識別」に関

する研究は、かみ砕いて言うと、「我々が英語や日本語を聞くとき、話されている

言語が何語であるかを判断するのにイ可を手掛かりにしているかを探ること」を目的

とし、ある種の処理を施した音声に対 して知覚実験を行い検討したというもの。

カンファレンスでは興味深い発表がたくさんあり、非常に勉強になりました。ほ

んの一例を挙げますと、M.」 Todd先生とY Nesterov先生のセンター。バスのリー

マン幾何とその内点法の計算複雑性に対する意味合いに関する発表は特に興味深

いものでした。ただ、特に私の専門である内点法/半正定値計画法の分野では、極

めて近い分野の面白そうな話が、同じ時間にスケジューリングされており、泣く泣

く片一方にせぎるを得ないというケースがいくつもあり、残念でした。

そういう問題は多少ありましたが、SIAM Conference on Oplmizalonは 全体とし

てレベルが高 く、最新の話題を聞けた、という点で素晴らしいものでした。私も多

いに刺激を受け、帰路に着いたのでした。12000年 4月 より電気通信大学講師)

―スセンターとオリンピック記念公園

この研究テーマは自動的に言語を識別するという工学的な応用を含んでいるだ

けでなく、言語学の立場からも興味がある問題であり、本学音声学研究室の方々

と共同研究という形で進めて参りました。

また2つ 目の「言語障害」に関する研究は、口蓋裂の手術を受けた子供の発す

る音声を人工的にシミュレートし、実際にありえそうな現象をより細かくコントロ

ールすることによって、言語聴覚士が臨床の場面で言語治療をする際の指標を確

立することを目的としたもの。この研究テーマは「現象をモデル化する」という工

学的な興味のみならず、臨床的応用という医学にも通じるという点で、先ほどの言

語識別の研究と同様に学際的な研究です。なお、この研究は本学言語障害研究セ

ンターならびに昭和大学医学部形成外科と共同で進められました。

いずれにしても、

今回の発表で様々

な国、様々な研究分

野の方々とディスカ

ッションでき、本当

に良い経験になった

と思っております。

これを可能にして下

さった理工学振興会

に深く感謝いたしま

す。

左奥から著者、小松、森、楠本、加藤 12列 目)、 今富、青柳、
三十寸 (1列 目)。
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角 皆  宏  数学科 助手

アメリカのカリフォルニアlllbバ ークレーにあるMathemaucal sc ences Research

lnstlute(MSRI)の 1999年後半の研究プログラム、̀ Cao“ Groups and Fundamenta

Groups・ に参加するため、8月 15日 から10月 16日 まで当地に

'帯

在 しました。

研究所からは滞在費の一部の補助を頂きましたが、渡航費については他の機関

からの援助を探すことが望ましい、とのことでしたので、理工学振興会の海外渡航

費援助に応募 しました所、認められて援助をI頁 けることになりました。

滞在中は世界中から集まったこの分野の第一線の研究者の方々と共に、研究集

会やセミナーに参加 したり個人的に議論や情報交換を行いました。また、若手研究

者を講演者とするセミナーが企画され、そこで、“Stable denvaJOn a gebras lor

hOher generが と題 して講演 しました。馴れない英語での講演で準備段階から緊張

していましたが、講演中やその後に多くの質問を受け、興味を持って聞いてJ頁 けて

嬉 しく思いました。この内容は、滞在中の研究者仲間からの指摘で細部の難点が

回避できることが判ったものです。このような具体的な研究の進展のみならず、最

先端の研究が進み新たな知見が生まれてゆく姿やそれに携わる研究者の研究姿勢

に間近に接することができ、非常に意義深い経験となりました。

バークレーはUC Berkeleyを 抱える大学の街で、ゆとりのある過ごしやすい街で

す。MSRI研究所は街中から少し丘を登った所にあり、天気がいいとSan Franctco

Bayや GoUen Gate Bndgeが見渡せます。時間も建物もゆったりとしていますが、

研究所内の至る所に据え付けられた黒板の前では常に研究者同士で議論が行われ、

正に「最先端の数学の現場」という感じですc人 と黒板と時間とが数学の基本的

な研究環境であるという認識を新たにしました。今回の海外渡航費援助を今後の

大 槻 東 巳  物理学科 助教授

30を 過ぎたころからでしょうか、海外出張する場合、海外出張中の講演や議論

の準備、旅行かばんの用意や航空券の手配などの時間よりも、自分が大学を留守

にしている間支障がないように、採点をすませたり、伝票を切っておいたり、学内

外の委員会を欠席してもいいようにしておくというのに費やす時間のほうが長くな

ってきました。これは年々ひどくなる傾向にあります。こうした状況で、理工学振

興会より援助を受け、1999年 7月 29日 から8月 12日 までハンブルクとヘルシンキで

行われた国際会議に参加 し講演してまいりました。ハンブルクの会議はLocJttauon

1999と いうタイトルの団体中の電子状態に対するランダムネスの効果に関する会

議で、ヘルシンキで行われたのはLow Temperature22と いう、低温物理の会議で

す。前者は200名以上の参加者、後者は参加者1500名 を超える会議です。

前者で私はレビュー講演を30分行い、またポスター2件 、出しました。一つは大

阪大学の共同研究者と行った成果で、もう一つは院生の金子淳君とのものです。こ

の分野の一線の研究者が一同に会する会議でレビュー講演と言うと、気が重そう

な役目と思われそうですが、会議は和気あいあいとした雰囲気でしたのでそれほど

緊張することなく講演できました。というか、先に述べたように出発前の雑用の処

理に忙 しくて、緊張する暇もなかったというのが正直なところです。

出張の後半に参加 した低温物理の会議ではコンサートやバーティが多く、スケジ

ュールも厳 しくありません。8日 間の会議ですが発表は2日 目でしたので、それ以

降、気分は夏休みです。日曜日は会議は行われなかったので、船でエストニアに観

光に行き、おみやげにジャバンマネーで版画を買ってきました (1000円 くらいです

が)。 エストニアでぽっかり時間が空いて、「ああ、2週間前、試験と採点と講演の

準備に追われて時間が全 くなかっ たときに、この時間を使えたら」と理不尽な思

いに浸ってしまいました。

研究・教育活動に活かしていきたいと思います。

なお、この滞在中に書き留めた拙文を「MSRI滞在記」と題してweb page

http:〃pweb cc soph a acJp/°/o7Etsuno h/MSR htmlに て公開しています。こちら

も当報告の一部として御覧下されば幸いです。

バークレイ海岸にて日本人研究者

仲間 と (右端筆者 )

帰りの飛行機はベルシンキから日本と逆方向のフランクフル トにいったん戻って、

それから成田へ飛ぶと言う無駄な行路でしたが、ちょうどフランクフル トで乗り換

えする間に日食が始まりました。なんという強運と思い、パスポート片手に空港の

外に飛び出し、サングラスでその現場に立ち会うことができました。緯度の関係で

完全には太陽は隠れず、上の方が少しだけ残ってしまったのが残念でした。
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理工学振興会奨学金 (上智大学第 3種奨学金)奨学生氏名
理工学振興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です。

2000年 度在籍者および2000年度入学者のうち、次の学生に給付することが決まりました。

博士前期課程 1年次生 博士前期課程 2年次生

機械工学専攻 機械工学専攻 神 林 大 輔

長  正 樹

中  右 介

徳 田 信 一

小 池 竜 也

高 田 智 行

松 山  誠

横 澤 賢 ―

村 松 美 香

佐 伯 圭 亮

志 村 重 輔

舘 野 直 樹

坪 井 恵 子

野 田 耕 平

岩 渕 舞 子

電気・電子工学専攻 電気・電子工学専攻

1999年度テイヤール eド .シ ャルダン奨学金受賞者氏名

応用化学専攻

化学専攻

数学専攻

物理学専攻

生物科学専攻

新 井 啓 司

上 村  学

添 田 和 彦

飯 田  雄

喜田村朋子

木 原 達 哉

鈴 木 健 弘

高橋真保呂

治 田 貴 美

菊 池  僚

鈴 木 祥 子

遠 藤 聖 彦

加藤ゆきこ

平 野 夏 子

林  光 紀

応用化学専攻

化学専攻

数学専攻

物理学専攻

生物科学専攻

機械工学専攻

応用化学専攻

化学専攻

数学専攻

物理学専攻

機械工学専攻

応用化学専攻

数学専攻

物理学専攻

電気・電子工学専攻

物理学専攻

生物科学専攻

博士後期課程1年次生

博士後期課程2年次生

青木雄一郎

遠 藤  健

平 野 敏 行

池田麻里子

諏 訪 剛 史

野 口 佳 樹

川 原 光 泰

諏 訪 将 範

酒 井  優

草 部 ― 秀

伊 師 潤 子

丸 山 耕 一

博士後期課程3年次生

標記奨学金 億賞論文)は右記の学生に授与されました。

この奨学金は、テイヤールを敬愛し、彼の理想に共鳴したベルギーの篤志家

のご厚意により、生命科学研究所の北原名誉教授を通して上智大学理工学

部に恵与されたものです。

機械工学専攻

機械工学専攻

機械工学専攻

機械工学専攻

電気 。電子工学専攻

電気 。電子工学専攻

化学専攻

金賞 130万 円)

銀賞 ●0万円)

銅賞 (10万 円)

銅賞 (10万 円)

該当なし

応用化学専攻 Guidote Armando
化学専攻   田島高穂

応用化学専攻 川島康裕

A Study on Analysis Methods in Collaboration Domain

主軸高速回転に伴う工作機械熱変位の測定・評価法に関する研究

ガソリン機関における熱損失量推定法に関する研究

流線座標を用いた流れの解析法の研究

流動血液の物理特性

高集積回路の配線用の銅薄膜の化学気相成膜とその膜特性に関する研究

天然高分子と合成高分子の焦げ臭とニオイ分析手法に関する研究

塩素原子を含んだオキシム分子の分子構造に関するマイクロ波と気体電子回析

による研究

The neuroethological studies of calling behavior during development in

Japanese quail

博士 (工学)

博士 (工学 )

博士 (工学)

博士 (工学)

前川 麻弥

生物科学専攻
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単位千円)

特定領域研究(A,(2) 助教授 :梶谷正次 共役金属キレート環における遷移金属―硫責結合の特異反応

助教授 :後藤貴行 銅酸化物超伝導体におけるボルテックスとピン止め中心の電子状態のNMRに よる研究 1,600

助 手 :青木隆史 細胞機能変化と同期する光学活性ハイドロゲルからなる細胞培養システムの構築 1,500

助教授 :田 中昌司 前頭前野神経回路シミュレーションによるワーキングメモリ形成の理論的研究

基盤研究(A,(2, 教 授 :熊倉鴻之助 伝達物質放出の分子機構に関する研究

基盤研究(B12, 教 授 :中 山 淑 超音波エコー法に基づく生体組織ずり弾性断層法

助教授 :江馬一弘 立体規則性を有するπ共役系高分子ポリチオフェンの励起子非線形 10,000

基盤研究tC}2) 教 授 :彼 田健一 有限群の表現とその応用の研究

教 授 :加藤昌英 複素多様体上の射影構造 1.200

助教授 :高柳和雄 電子間有効相互作用のメタルクラスターヘの応用

教 授 :末益博志 繊維強化複合材料積層板の衝撃損傷と衝撃後圧縮特性劣化 lCAI)メ カニズム

教 授 :内 山康一 微分方程式の漸近解析的研究

教 授 :関根智幸 乱れたスピンパイエルス系物質の磁気励起の磁場及び圧力効果 700

助教授 :田宮 徹 蛇毒遺伝子の加速進化―I ttPLA2遺伝子による検証‐

教 授 :田 中 衛 セルラーニューラルネットワークによる解像度階調変換

助教授 :牧野 修 翻訳調節を行うRNA結合蛋白質の構造と機能の解析

教 授 :金井 寛 生体の電気的計測に関する基礎的問題の解析

助教授 :大槻東巳 相互作用電子系でのアンダーソン転移 2,300

講 師 :恩田正雄 固体試料測定用小型フーリエ変換マイクロ波分光器の試作

助教授 :梶谷正次 メタラジカルコゲノレン環の芳香族性と不飽和性 2,200

教 授 :岡 田 勲 イオン性液体からの結晶成長機構の分子動力学法による研究

助教授 :千葉篤彦 両生類および魚類における脳内概日時計の所在とその機能の解析 2,900

教 授 :野末 章 バイオミメティック機能による優れた力学特性を有するバイオマテリアルの倉」製

助教授 :笹 川展幸 神経細胞におけるイノシトール五リン酸・六リン酸の生理的役割 :単一細胞での解析

助教授 :石塚 陽 階層的最適化問題の双対性理論と数値解法の構築

助 手 :今泉美佳 活性化プロティンキナーゼCによる伝達物質放出増強の分子機構

教 授 :青木 清 鳥類の発声神経核におけるテストステロン作用機構の解明 2.500

助 手 :藤井麻美子 生体における光散乱と吸収の基礎的解析 3300

萌芽的研究 助 手 :杉山 徹 メタラジチオレンによる活性種の捕捉と再生

奨励りFtt tA) 助 手 :平田 均 非線形SchrOdinger方 程式に対する断熱極限問題

助 手 :欅田英之 コヒーレントフォノンによる相転移の観測と制御

助 手 :黒江晴彦 スピンギャップ系の光散乱

助 手 :野村一郎 ln P基 板上M gZnCdSeⅡ ‐Ⅵ族半導体によるフルカラー光情報処理素子の研究 1.000

助 手 :福 田光一 低ビットレートでDCT符号化された静止画像の復元

助 手 :塩浦昭義 付値マ トロイド理論の離散最適化問題への応用

助 手 :後藤聡史 パラグルーブ理論と量子群、位相的場の理論、共形場理論等との関わりの研究

講 師 :桑原英樹 マンガン酸化物系における電子軌道自由度の制御

助 手 :岡 田邦宏 不安定核Beイ ォンの精密分光を目的とした液体He冷却線形イオントラップの開発

講 師 :伊呂原 隆 セル生産システムにおける物流の最適化に関する研究 1.000

助 手 :菊池H召 彦 窒化物半導体によるlμ m波長帯量子カスケードレーザの基礎研究

助 手 :丹治裕一 電磁界解析・計測結果のマクロ化による電磁界・回路混合モード解析

助 手 :田 中邦翁 ヘリウム/酸素系大気圧グロープラズマによる有機物の酸化における酸素原子の効果

助 手 :青木隆史 側鎖に核酸塩基を有するハイドロゲルの体積相転移とその分子認識
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企業名
文系 理系

男 女 男 女 男 女

東京海上火災保険 11

東京三菱銀行 9 2 3 11

日本アイビーエム 6 2 7

NTTデ ータ 1 3 7 1

日立製作所 1 2 8 1 9

日本交通公社 7 3 7

キャノン 1 1 6 2 7 3

シティ・バンク エヌ 。エイ 1 1 9

第一勧業銀行 5 1 4 5

東日本電信電話 1 2 1 6 3

富士通 1 5 8 1

NTT移動通信網 1 4 7 1

日本ヒューレット・パッカード 5 3 5

あさひ銀行 1 6 1

ソニー 2 5 2

安田火災海上保険 4 1 3 4 7

三菱信託銀行 1 6 1 6 7

第一生命保険 1 1 6

東日本旅客鉄道 1 1 5 2

サン トリー 3 3

プライスウォーターハウスコンサルタント 1 1 5

三井海上火災保険 6

三菱重工業 1 1 6

三菱商事 1 2 5 1 6

中央信託銀行 1 1 5 6

日本電気 1 1 1 4 2 6

日本放送協会 1 1 6

東海銀行 2 2 5

アイ。エヌ・エイひまわり生命保険 5 5

アンダーセンコンサルティング 1 5

アンダーソン・毛利法律事務所 5 5

伊藤忠商事 1 5 5

警視庁 1 1 1 4 5

全日本空輸 1 1 4 5

第二電電 (DDI) 1 1 4 5

日本生命保険 5 5

イーオン 4 4 4

イトーヨーカ堂 1 1 4

エイチ・アイ・エス 4 4

ジェーシービー 1 1 3 4

ノウァ 1 1 1 4

伊勢丹 2 2 2 4

三和銀行 1 1 3 4

千葉銀行 2 4

企業名
文系 埋 糸

男 女 男 女 男 女

電通 1 1 4

富士銀行 1 1 1 4

いすゞ自動車 1 4 4

アメリカンファミリー生命保険会社 1 1 4

コンパックコンピュータ 1 1 1 4

ユーシーカー ド 4

横浜市 (公務員) 1 1 4

三井物産

松下電器産業 1 1 1 4

雪印乳業 2 4

本国技研工業 4

さくら釘晨イテ 2 1 1

アサツーディ・ケイ 2 1 1

インテック

クレオ 3

セブンーイレブン・ジャパン 2 1 1

ノエビア

プリンスホテル

住友銀行 2 1 1

朝日新聞社 2 1 1

日本興業銀行 2 1

博報堂 2 1 1

富士通ビジネスシステム 1 2 1

豊田自動織機製作所 1 2

NTTコ ミュニケーションウェア 2 i

オリンパス光学工業 2 1

キッコーマン 3

ダイヤモンドシステム開発

プロクター・アンド・ギャン71レ
,フ ァーイースト・インク 2 1 2 1

ルイ・ヴィトン・ジャバン 2 1 2 1

旭光学工業 2 1 2 1

鹿島商事 3 3

森永乳業 1 1 1 2 1

川崎重工業 1 1 1 2 1

大日本印刷 1 1 1 1 2

東京エレクトロン 1 2 1 2

東京電力 1 2 2 1

東京都 (公務員) 3 3

日本エヌ・シー・アール 2 1 1 2

日本ユニシス 1 2 1 2

日本航空 1 2 1

日本電信電話 1 2 3

日本貿易振興会 3

味の素 1 2 2 1 3
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企業名

上智学院

GAP 」APAN

」R東 日本情報システム

NHK文化センター

アクセス国際ネットワーク

ア ドバンテス ト

ナリス化粧品

パソナ

ビジネスコンサルタント

ベネッセコーポレーション

リクルートスタッフィング

弘済出版社

高島屋

産業経済新聞社

集英社

小糸製作所

小松製作所

東芝

東洋情報システム

東陽テクニカ

読売旅行アクティブ

日本リース

日本経済社

日本総合研究所

KDD

NECソ フトウェア

YKK

あさひ法律事務所

ぺんてる

アーサーアンダーセン

エルメスジャポン

シチズン商事

ジャパンツアーシステム

ジャルスカイサービス

ソフ トバンク

企業名

マンパワー・ンヤパン

ヤマ ト運輸

旭化成工業

安田生命保険

横浜税関

光村図書出版

三菱自動車工業

三和システム開発

社会保険庁

住友商事

住友信託銀行

商工組合中央金庫

松下通信工業

森綜合法律事務所

石川島播磨重工業

東 レ

東京コンピュータサービス

東京都特別区職員

東芝セラミックス

凸版印刷

日産自動車

日清製粉

日本テレコム

日立ソフトウェアエンジエアリング

農林中央金庫

富士ゼロックス

野村證券

矢崎総業

労働省

ケミトックス

アンテナ技研

カシオ計算機

トヨタ自動車

ヤマハ発動機

横河電機

松下電工

新日本製鐵

清水建設

長瀬産業

富士写真フイルム

トステム

ノキアジャパン

ハーバード才能開発 (四谷学院)

ハウス食品

ピープル

ボッシュ

2000年 1月 31日 現在/内定者1名 については理工学振興会会員企業 を中心に掲載

マツタ
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ちょつと拝見
防 ょつと拝則 は、上智大学理工学振興会の会員企業を紹介するベージです。

毎回、各企業の方から、会社概要や所属セッションの研究をレポートしていただきます。

●株式会社関電工

●株式会社ケミトックス

●ダイダン株式会社

●前田建設工業株式会社



株式会社関電工
福田 知就  情報通信本部ケーブルシステム部施エチーム

関電工は、1944年 9月 の倉1立以来、総合エンジエアリング企業として、生

活と産業の基盤である電力の安定供給をサポートすることにより「豊かな

人間環境の創造」に取り組んでいます。

建築設備部門では、インテリジェントビルから学校、病院、マンションま

で様々な建築物の電気 。空調・給排水設備等を構築しています。また、

AVSと いって、劇場やホテル、 ドームなどのアミューズメント空間を対象

に、A(音響)。 V(照明・映像)。 S(空間環境)のテクノロジーを駆使

して構造物そのものをマルチメディアにしてしまう事業も手掛けています。

電力設備部門では、私たちの産業や生活になくてはならない電力の供給

を様々な場でサポートします。発・変電所から家庭までの電力供給に関す

るあらゆる施設・設備の施工を行っています。わが国初の100万ボルト送電

線の建設にも当社の技術が活かされています。

そして、私のいる情報通信部門では光通信設備の構築、都市型CA¬Ⅳ局

等の設備、携帯電話の基地局やアンテナの設置などを行っています。「発電

所からコンセントにいたるまで」この言葉通り、当社は電力を供給するとこ

ろからはじまり、劇場やドームなどの巨大施設から一般家庭まで、幅広く

人々の快適な生活を支えている会社だといえます。

現在の私の仕事は、コアラテレビというCATV局 の放送機器の取り付けや

ケーブルの敷設、建設工事に伴い生じる電波障害の対策工事 倶体的には

アンテナで視聴していたテレビの線をケー

ブルテレビの線に切替える工事)の施工管

理、およびその資材の発注、積算などです。

大変なのは、少人数で現場管理を担当して

いるため、施工業者が複数いる場合は同じ

工事内容の説明や詳細指示を数回に分け

てしなければならないことです。安全面も

含め工事の工程に支障をきたさないために

は、綿密な打ち合わせのもと施工業者をう

まく取りまとめ、一人一人が責任を持って

作業に取り組めるよう細部まで気を配るこ

とが重要だからです。

現在の仕事で面白いのは、インターネッ

トを中心とした通信サービスの提供施設の

設置という仕事を通して、これからのマル

チメディア時代の最先端に常に関われる点

です。通信業界はこの先どんどん変わって

いきます。光ファイバケーブルやメタルケ

ーブル以外にも高性能な通信線路や施工技

術の開発はさらに進んでいくでしょう。そ

うしたなかで、高い技術を常に学べる環境

やスケールの大きい仕事ができるチャンス

を与えてくれる、関電工はそんな会社です。

プロフィール

福田 知就

ふくだ ともなり

1996年 :上智大学理工学部電気電子工学科卒

勤務先 :株式会社関電工 情報通信本部ケーブルシステム部施エチーム

TEL:03-4431-3915(情 報通信本部総括部業務チーム)

インターネットのホームベージhtp//― 、tgn.orip/kdkl
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株式会社ケミトックス
中山 紘― 儀 取搬

株 )ケミトックスを設立したのは1975年 のことでした。「4ヒ学」と「毒

性」がこれからは大きな意味を持つと考え、Chembtryと To対 coЮgyをつな

げてこのChemloxと いう社名にしました。しかしながら時代が少し早すぎ

たようで毒性に関する仕事がない状態でした。社名の意志と多少異なりま

すがプラスチック材料に関する仕事が多くなり今日のような業務形態とな

りました。以来25年 、第三者の試験機関として、中立な立場から、主にプ

ラスチック材料の安全性について評価するとともに、アメリカの安全評価機

関であるUndemnters Laborato"es,inc.鮨 称UL)を始め、カナダのCSA、

イギリスのBSI等の安全評価に基づく試験業務を行ってきました。プラスチ

ック材料以外には、プリント配線板、積層板、トランスやモーターに使用さ

れる絶縁システム、各種電気電子部品さらに情報機器をはじめとする最終

製品の安全性評価も行っています。プラスチック材料部門では日本最大の

規模を誇っています。こういった業務はあまり表には出ませんが、今やPL

の問題や日本のメーカーのグローバル化に伴い、海外で使用される製品に

とってはこれら「安全評価」というのは、メーカーにとっては非常に重要な

項目となっています。特に最近のように、製品のマーケットインまでの期間

ガ短期化されている状況では、いかにこの安全規格認定取得の期間を短縮

するかが非常に重要な鍵となってきます。

第二者試験機関にとって重要なことは「信頼性がありかつ再現性のある

データ」を提供することですが、特に当社のプラス

チック材料に関する長期熱劣化試験 (プラスチッ

ク材料の耐熱性評価)は、お客様やULだけでなく、

広く海外のメーカーにもその「信頼性」は高く評価

していただいております。これらの評価を手がけて

きましたのが、やはり上智の理工学部第5期卒業の

倉形健―です。私力洵期ですから長年に亘って上智

の1期・5期の二人三脚で会社を引っ張ってきまし

た。今年4月 に入社する仁科亜希乃も上智の理工

学部です。昨年の10月 には女性の伊藤社長も誕生

しました。女性にとっても大変働きやすい環境でも

あります。

安全評価に関する第二者試験機関といった学生

諸君にはなじみのない分野ではありますが、少数精

鋭 。実力主義をモットーとしております。プレッシ

ャーなどものともせず、気力と知力、体力で仕事に

向かえる方は大歓迎です。我こそはという方は是

非ご連絡下さい。ただし、英語力は必要になりま

すので念のため。

尚、関連会社である 鉄 )ケ ミトックス電波研

究所では、電磁波 (EMC)、 電気通信機器の試験

評価等の業務を英国/オランダのκ「L社 と提携を

行いグローノウレな視野に立って行っております。電気・電子工学専攻で、や

はり英語に自信のある方をお待ちしています。

パネル試験

プロフィール

中山紘―

なかやま こういち

1966年 :上智大学理工学部化学科卒
1968年 :上智大学大学院理工学研究科応用化学専攻修士課程修了

勤務先 :株式会社ケミトックス

〒145-0064 東京都大田区上池台1‐ 14‐ 18

TEL:03-3727‐ 711l FAX103-3728-1710

o‐ma‖ :ctx 2@Lbokkoamo ne,p

アメリカULのエンジエア、家族 と著者 佑 )
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ダイダン株式会社
宮 下  直樹  東京本社技術四部

ダイダンは、1903年 (明 治36年 )に創立された総合建築設備会社で

す。総合建築設備というとわかり難いかもしれませんが、家庭でいえ

ば台所や トイレで代表される給排水衛生設備 。エアコンで代表される

空気調和設備・照明やコンセントで代表される電気設備をオフィス・

店舗・ホテル・医療福祉施設・文化施設・工場などを対象として、設

計・施工する会社です。

当社が施工した、明治・大正時代の代表的建物として大阪市役所な

ど、戦前の代表的建物として、国会議事堂や日本銀行など、戦後の代

表的建物として、最高裁判所や日本武道館などがあります。また、ご

く最近の代表的建物として、さいたま広域合同庁舎、香川県庁舎や和

歌山県立医科大学付属病院などがあります。上智大学関係では、上智

大学6・ 7号館改修工事を施工 しています。

わたしは、東京本社技術四部に所属 しており、現在は東京都中央区

晴海―丁目に建設 している、晴海―丁目地区第一種市街地再開発事

業 (西地区)の第一工区施設建築物新築工事 (延床面積1531375.86耐

写真の建物)を平成8年 9月 28日 ～平成13年 3月 31日 の予定で衛生設備

の現場担当者 として勤務 していま

す。

当社 は、総合設備会社 として、

`光・空気・水を活かす"を基本に、

地球の環境保護への貢献 。人に優

しい環境づくりの追及を目的として

研究開発を進めています。

具体的な開発技術 としては、空調

用熱源の省エネルギー技術 。リニュ

ーアル技術・食品施設対応技術・

製薬施設対応技術 。病院施設対応

技術 。快適空間対応技術・ クリー

ン空間対応技術 。インテルジェント

ビル対応技術などがあり、これらの

技術 を通 して社会に貢献 していま

す。

プロフィール

宮下 直樹
みやした なおき

1995年 :上智大学理工学部機械工学科卒

勤務先 :ダイダン株式会社
TEL:0335310793(晴 海―丁目衛生」V)
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建設工業株式会社
土木・建築本部安全労務部

一副
　躙 基雄

昭和48年のオイル・ ショックの2年前の秋から昭和47年の春にかけての

就職活動の出で立ちは、ブルゾンにジーバンと迄はいかない力淋目当ラフな格

好で会社を訪問 していたと記憶 している。本命と思う所にはダンスパーテ

ィー用に買ったスーツを着込んで行き、彼女がいる者はその後はデートと酒

落こんでいた。リクルートのためにスーツを買うことは考えていなかった時

代であったような記憶がある。

さて、その様な古き良き時代になぜ建設業のようなあか抜けのしない業

種で、しかもまた前田建設に就職 したかである。建設業は好景気の時は設

備投資、不況の時は景気刺激対策が行われ景気の牽引役として安定成長が

見込まれること、当社の家族的社風の良さ並びに最初に内定をI頁いた故で

ある。

当社は現在まで「良い仕事をして顧客の信頼を得る」を掲げ、大型ダム、

山岳 トンネルをはじめ、青函 トンネル、本州四国連絡道路、東京湾横断道

路などの国家的プロジェクトや、原子力発電施設、超高層ビル、ドームな

どの建設事業を進めてきている。

現在公共工事が効率が悪く無駄遣いとして批判され厳 しい時代になって

いるが、生活の満足度を求めると、欧米に比べるとまだまだ遅れが感じら

れ、生活基盤の整備等は必要度が高いものと考えられる。当社は、環境、

リニューアルなど、数多くの分野において効率化・高品質化を図る独自技

術を開発・実用化している。

また、会社の体制もエンジエアリング部門やグループ会社との連携を柱

とする社内・グループの組織拡充を図り、新時代の二―ズに即応できる体

制を整えている。

当社の代表的な工事を次に紹介 しますので興味のある方は是非ご訪問下

さい。

北海道 :「青函 トンネル」海底駅が

一種不気味な感動を誘います。

東北 :「田子倉ダム」会津若松から

只見線で。湖で遊べます。

関東 :東京湾横断道路「海ほたる」

夕涼みには最高と評判です。

院 ―ホテル光が丘」テレビ、映画の

ロケに使われています。

中部 :「高瀬ダム」信濃大町から東

京電力の専用バスで。紅葉がすばら

しいです。

近畿 :「石原ホール」石原ビルの中

に有り音楽関係者には有名です。

中国・四国 :「瀬戸大橋下部」鉄道

と道路が上下に走っている橋です。

九州 : 日昌岡 ドーム」右中間に打球

が飛ぶと当社の看板、左中間はT社

の看板が見えます。

海外 :「香港空港メインターミナル

ビル」新香港の新しい顔です。

インターネットのホームページhtp:

//― maeda coip/も ご覧下さい。

プロフィール

近野 基雄

こんの もとお

1973年 :上智大学法学部法律学科卒

勤務先 :前田建設工業株式会社 土木・建築本部安全労務部

〒102-8151東京都千代田区富士見2-10-26
TEL:03-5276-9423  FAX:03-5276-9433

東京湾横断道路「海ほたる」

引退 レースで私に万馬券をプレゼントしてくれたタイキシャ トルと牧場関係者と私 (左 )
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上智大学理工学振興会法人会員リスト

*旭化成工業株式会社             大日本印刷株式会社           松下電工株式会社

アンテナ技研株式会社           *株 式会社竹中工務店           三菱自動車工業株式会社

石川島播磨重工業株式会社          電気化学工業株式会社          三菱重工業株式会社

カシオ計算機株式会社            東京製鐵株式会社            三菱商事株式会社

カヤバエ業株式会社             東京電力株式会社            三菱電機株式会社

株式会社関電工              *株 式会社東芝              株式会社明電舎

株式会社ケミトックス            東洋通信機株式会社           安田火災海上保険株式会社

国際電気株式会社              東レ株式会社              株式会社山武藤沢工場

コスモ石油株式会社            *ト ヨタ自動車株式会社          ヤマハ発動機株式会社

コンパックコンピュータ株式会社        長瀬産業株式会社            雪印乳業株式会社

*株式会社さくら銀行            *株 式会社ニコン             横河電機株式会社

三機工業株式会社             *日 本電気株式会社

GE横河メディカルシステム株式会社     *日 本アイ・ビー・エム株式会社

*清水建設株式会社              日本エス・ジー・アイ株式会社

シャープシステムプロダクト株式会社      日本光電工業株式会社

昭和シェル石油株式会社          *日 本ヒューレット・パッカード株式会社

昭和電工株式会社             *株 式会社富士銀行

新日本製鐵株式会社             株式会社フジクラ

*住友化学工業株式会社            富士写真フイルム株式会社

セイコーエプソン株式会社          富士通株式会社

*ソニー株式会社              *本 田技研工業株式会社

ダイダン株式会社              前田建設工業株式会社               法人盪堤品
ヨ
雉 )

賛助会員1社

大日本インキ化学工業株式会社       *松 下電器産業株式会社                *印 幹事企業

上智大学理工学振興会個人新入会員リスト
“
999年 3月～2000年 2月入剣

板谷清司   伊呂原隆   遠藤 明   菊池昭彦   高井健一   谷口 肇   築地徹浩

宮岡礼子   村松正和   和保孝夫 (50音順)

上智大学理工学振興会が給付している奨学金や様々な事業は、理工学振興会会員の会費で賄われています。
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上智大学理工学振興会個人会員リスト

相澤守

青木清

青木隆史

青木義一

赤堀真琴

秋山武夫

浅賀良雄

荒井隆行

井奥洪二

井口順弘

池内温子

池尾茂

石井進

石川和枝

石川徳治

石塚陽

井田明夫

板谷清司

伊藤和彦

伊藤潔

伊藤直紀

伊藤裕康

伊藤光郎

猪俣忠昭

猪俣芳栄

伊呂原隆

岩井恭一

牛山泉

内山康一

榎本郁雄

江畑謙介

江馬一弘

遠藤明

大池一章

大井隆夫

大久保忠恒

大滝善太郎

大槻東巳

大橋修

岡井通浩

岡田勲

緒方直哉

岡部員幸

岡村秀勇

小澤忠彦

小関健

恩田正雄

笠嶋友美

笠間隆

梶谷正次

加藤誠巳

金井寛

金子和

神谷利雄

茅原正子

賀谷隆太郎

川中彰

川端亮

河村彰

神沢信行

菊池昭彦

岸岡昭

木下員喜雄

木村拓生

金東海

熊倉鴻之助

公文哲

栗栖安彦

黒川恒次

畔柳文雄

小駒益弘

小林二次男

小溝茂雄

権平泰造

権田善夫

斎藤直人

酒泉武志

坂田公夫

酒本勝之

坂本治久

笹岡健三

佐藤弦

讃井浩平

塩浦昭義

汐待孝信

彼田健一

清水清孝

清水都夫

清水仲二

清水文子

下村和彦

庄野克房

自砂洋志夫

申鉄龍

末益博志

杉田成久

杉山徹

杉山美紀

鈴木京二

鈴木誠道

鈴木誠子

鈴木啓史

炭親良

瀬川幸一

関敏彦

関根智幸

曽我部潔

高井健一

高尾智明

高橋和夫

高橋浩爾

高橋祀司

竹内俊夫

武村永一

田中邦翁

田中昌司

田中秀数

田中大

棚川司

谷口肇

田野倉敦

田野倉淑子

田宮徹

田村捷利

田村恭久

築地徹浩

土屋隆英

土屋仁司

R. Delers

嘩道佳明

徳永公平

富田清和

友田晴彦

長尾宏隆

中田透

中野求

中野芳夫

中山淑

西尾光平

西堀俊幸

野末章

野々下知泰

信川好子

野村一郎

野村卓也

波多野弘

服音5武

林邦夫

平井鷹雄

平田均

福島敏彦

福田泰

藤井麻美子

藤生崇則

藤江優子

富士隆

渕野寿子

星義之

堀内四郎

升岡秀治

松島民夫

松富瑛

松永大輔

松原守

松山定彦

三反崎規夫

宮岡礼子

武藤康彦

村田隼人

村原雄二

村松正和

森正雄

森本光生

山口達郎

山本勝弥

湯本正友

余語信一

横沼健雄

吉田文彦

吉田正武

吉田裕一

米村征一郎

陸川政弘

笠耐

若井由太郎

脇谷―義

和田秀男

和保孝夫

(50音 ll頁 )

2000年 1月 31日 現在

会員数188名 総回数244口
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理工学振興会の発展 と活動の活性化に

ご協力をお願いいたします。

QΘ000
上 智 大 学 理 工 学 振 興 会 の運営や活動は会員の皆様のご支援 とご協力に支えられていますc現

在、珊工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間51人ですが、年々大学院への進学率が高まる中、

一人でも多 くの学生に奨学金を給付 し、優秀な人材を21世紀の社会に送 り出 したいと考えています c

また、その他の活動 もますます盛 んにし、会員の皆様 と相互 コミュニケーシヨンを緊密にしていきた

いと念 じてお ります。

当理工学振興会には 3つの制度があ ります。

●法人会員 入会金 :300,000円 、年会費 :一口100,000円 《可口でも結構です)

●個人会員 入会金 : 5,000円 、年会費 :―口 10,000円 何口でも結構です)

●賛助会員 寄付をしてくださつた個人または企業が、当該年度会員になる制度です。

会員になられますと、本誌 (サ イテック)や、振興会ニュースおよび各種行事のご案内をお送 りいた

しますcま た、法人会員企業に所属の方は、上智大学理工学部が開講 しております総合講座へ無料で出

席することができます。

振興会に興味をお持ちの方は、ご一報いただければ、詳しい資料をお送 りいたします。まだ、振興会

の会員になられていない企業、個人をご紹介いただければ幸いです。詳 しくは事務局へお問い合せ くだ

さい。

振興会についてのご意見、ご提案、ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知 らせください

ますようお願いいたします。

上智大学理工学振興会事務局 ● 〒102-8554東 京都千代田区紀尾井町 7-1
上智大学理工学部長室内

TEL 03-3238… 3300  FAX 03‐ 3238…3500

ホームページ :http:〃 www.me.sophia.ac.jp/～ scitech/

21世紀への期待が寄せられる中、サイテックはこれに先5区 けて11号へのカウント

アップを無事に行うことができました。ひとえに会員皆様の10年にわたるご支援の

賜と厚くお礼申し上げます。新しい門出となる本号では、ノーベノ嗜ヒ学賞を受賞し

たハロルド・クロト教授の講演要旨を特集ベージに掲載させていただきました。こ

の特集には、理工学部化学科・大橋修教授と岡田勲教授の絶大なご理解とご協力

を賜りました。この場を借りて心より感謝申し上げます。

さて、この会報の目的は、振興会会員の皆様と理工学部の構成員との相互コミ

ュニケーションを密にすることにあります。その推進のきっかけとして、11号 では

構成員の研究テーマをより広範に掲載し、また紙面のレイアウトを工夫 してより多

くの構成員を紹介することに留意 しました。皆様からご意見とご希望を頂戴し、即

座に反映できるフィードバック体制を早急に整備することは、振興会の重要な使命

であると考えています。このためにも、振興会の活動をさらに活性化させ、会員皆

様との絆を強めますとともに、会員企業との共同体市りの推進、上智大学理工学部

の発展、科学技術の健全な発展に寄与 していくよう努力したいと思います。今後と

もよろしくお願いいたします。最後に本号の企画編集には大日本印刷 G朱)の藤田

さん、薮さん、事務局の佐瀬さんの労に負うところが大きいことを付記させていた

だきます。(岡部員幸)

●上智大学理工学振興会事業実施委員会

ロバー ト・ディーターズ (理工学振興会会長・上智大学名誉教授)

熊倉鴻之助 鯉工学振興会副会長・理工学研究科委員長・生命科学研究所教授)

池尾 茂 鯉 工学振興会副会長・理工学部長・機械工学科教授)

岡村秀勇 l■智大学名誉教授)

岡部員幸 lle械工学科助教授)

中山 淑 俺 気 。電子工学科教授)

和田秀男 徹 学科教授)

江馬―弘 物 理学科助教授)

田宮 徹

“

ヒ学科助教授)

佐瀬弘恵、半澤佐喜子、高橋節 (事務局)

。編集 大日本印刷C&1総合企画開発本部

●製作 イド・ クリエーション

。印刷 大日本印刷株式会社
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