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巻頭言

上智大学理工学振興会は、1989年 7月 に設立さ

れ、今年で設立10周年を迎えます。

この間、理工学振興会を取り巻く社会環境は大き

く変化いたしましたが、会員の皆様のご支援とご

協力を得て、阻 工学部における教育 。研究の強化

と推進および優秀な人材の育成のための活動を援

助する」ために一歩ずつでありますが活動を続け

ております。

近年の科学技術の急速な発達により、卒業生に

社会 。大学院から要求される学カレベルは上がっ

ているにもかかわらず、高校における授業時間の

減少等により、新入生の学力はむしろ低下の傾向

にあり、学部の教育により達成すべき目標が大き

くなりすぎて問題が生じてきています。このような

状況の中で、近年特に学生の勉学意欲の低下が間

題となっております。また、最近の学生は知識を

詰め込むのに急で、それらを統合して活用する能

力に欠けるのではないかとの指摘もあります。我々

教員の側でも魅力ある科目を提供することにより、

学生の勉学意欲を高める努力をすることが急務と

なっており、授業内容の改善、ティーチングアシ

スタントの充実などいくつかの対応策が検討され

ています。すでに、一部学科で実施されている工

場実習、工場見学、インターンシップ制度、卒業

生による講義などは、大学における専門分野の勉

強に対する動機付けとして、学生の勉学意欲を高

めるために役立っております。このような面での、

会員各位のご助言・ご協力をお願いするとともに、

今後とも21世紀の人間社会に真に必要とされる人

材の育成に一層の努力を続ける所存であります。

また、昨年10月 、大学審議会から「21世紀の大

学像と今後の改革方針について一競争的環境の中

で個性が輝く大学一」という答申がなされました。

この中で、各大学の多様化・個性化が強く求めら

れており、理工学部としても大学院も含めた教育

課程の見直し、柔軟な運営組織の構築、地域社会

や産業界との連帯 。交流の推進、研究分野、研究

組織、研究予算などのあり方などに関する見直し

を行うことが求められております。

学内の教職員はもとより、理工学振興会の法人

会員、個人会員の方々からも理工学部 。理工学研

究科の再構築について率直なご意見、ご鞭撻をい

ただきたくお願い申し上げます。

理工学振興会副会長

理工学部長

池尾 茂

Ⅲ 勧晰 呂頸 瑾
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20世紀からのメッセージ

世紀の移り目を迎えて、世の中はいま大き

く変化しています。1951(昭和26)年に大学

を卒業し、96年に企業を退社した私は、丁度

20世紀の後半を現役の社会人として、働き抜

いたことになります。誰しもが新しい世紀に期

待感を抱くとすれば、本世紀のご用を終えた

ばかりの私も、21世紀に立ち向う日本の若い

世代に、はなむけのメッセージを送ることを許

していただきたい。20世紀より、愛をこめて。

20世紀の後半50年の日本は、明らかに二つ

の時代に区分されます。

第一の時代は50年代、60年代、そして70年

代の半ば過ぎ位まででしょうか。敗戦国民た

る日本人は、貧しい中で平和と自由を光明に、

ひたすらに働きました。アメリカの寛容な対日

政策や安価な石油の入手等の幸運も重なり、

教育熱心と貯蓄の伝統、科学技術への関心、

そして国の産業政策もプラスに作用しました。

高度経済成長が何年も続き、Made in Japan

が欧米先進国の品質を追い越すまでになりま

した。戦後日本にとってまさに「坂の上の雲」

を目指した時代でした。

第二の時代は70年代の後期から、80年代全

体にわたる時期です。自動車、電子機器等を

中心に日本の工業製品は抜群の競争力を身に

着け、大量の輸出によって貿易摩擦が瀕発し

ました。欧米諸国は政治的圧力によって貿易

不均衝に対抗する傍ら、日本の生産技術や品

質管理を学ぶ努力も始まりました。

この頃の日本は、世界の銀行のトップ5社

と証券会社のトップ4社を独占し、ジ ャパン・

マネー」が世界を駆け廻りました。今日の金融

界の凋落を見ると、感慨無量ですが、この頃日

本人は「橋る平家」になっていたのでしょうか。

第二の時代は90年代の今日です。東西冷戦

の終結、経済のグロール イヒの流れの中で、日

本は レヾ ブ囃 済」の発生と崩壊にほんろうさ

れました。不況の長期化で自信を喪失した日

本は、長年の積弊を改革する勇気を失った感

さえあります。これと反対に、活力を取り戻し

たアメリカ経済の元気さが目につきます。

以上は極く大まかなパターンとしてとらえた

流れであって、総てがそうであったわけでは勿

論ありません。しかし21世紀の日本は前世紀

のこのような遺産と負債を背負ってスタートす

ることは確かです。「エコノミック・アニマノ呵

と言われた20世紀後半の日本の一兵卒だった

私が、来世紀に生まれかわり得るなら:よ 次の

ことをしっかりと胸にたたんでおきたいと思い

ます。

その一、隆 済」の時代から「文化」の時代ヘ

20世紀後半の日本は、軍国主義への反動と

飢餓への恐怖から、余りにも経済至上の道を

走り過ぎました。これによって貧困からは脱却

しましたが、その反面多くのものを見失い、そ

の経済さえも深い傷を負いました。

高品質の製品を作ることに成功した日本は、

今度l■High Qualityの社会を作ることを、国の

ビジョンとすべきです。その基盤が文化であ

り、その主体は人です。日本は魅力ある文化

を持ち、高度の科学技術を発信し、人類や地

球の問題の解決に貢献する可能性を持ってい

ます。文化は創造の産物であり、美しさの追

求です。同じ企業活動でも「他社がやるから

当社もやる」のは経済の行為であり、「他社に

ない独創的製品を出す」のは文化の所産です。

美しい森を守るのは文化であり、そこにレジ

ャー施設を作るのは経済の所業です。文化こ

そ心の安らぎと究極の豊かさを与えてくれる

ものです。

その二、「会社人間」より「自立人間」ヘ

我々の時代の日本の企業社会の特異現象

として、常識を越えた過当競争や社用接待、

「会社のために」という名目の非合法行為な

どがありました。社内での序列を気にし、家

庭を犠牲にしてまでの超過勤務に疲れ果てた

サラリーマン人生よ、さようならです。

自分の個有の能力を不断に高め、新しいこ

とに挑戦して自分の領域を広め、万一会社が

傾いたとしても、優れた付加価値を世の中に

提供できる「自立人間」を目指して欲しい。

勿論立派な会社に入り、能力のある仲間と

共に大きな仕事をするのは素晴らしいことで

す。しかし今日の世の中は、グローハ イヒ、デ

ィジタル・ネットワーク化、規制緩和・構造

改革、高齢少子化や環境問題などによる新た

なニーズの発生などによって、知恵と意志さ

えあれ|カト常に多くの新しい起業チャンスが

潜在しています。一度しかない人生を「会社

人間」で終わるよりも、ベンチャー起業という

知的探検に賭け、緊張感と夢のある生活を送

ってはどうだろう。

何れの道にしても、プロフェッショナルとし

ての我が付加価値を高めることと、夢を持つ

ことが大切です。

その三、世界に通用する伏 きな人間」になろう

情報化社会での一国の能力を測るのに、「An

恵」を原材料として、それがより良いサービス

をどれだけ生み出しているか、という指標 CSI)

があります。それによると日本は世界で11位で

す。極端に低い英語力 は66ヶ 国中lЮ位)や、

知識偏重と悪平等の教育、それにコンピュー

タ。ネットワークの活用の遅れが響いていま

す。国としても個人としても、この弱点の克服

が急務です。企業のグロール イヒの点でも、私

の経験したHPSと比べ、日本l■20年位遅れて

いると思います。

50年前と比べて、こんなに豊力1こなった日本

です。若い時でなけれお きないことに挑戦し、

人間としての中味を深め、世界の人々と価値

観を共有する「大きな人間」になりたいものと

思います。例えば、緒方貞子さんや向井千秋

さんのように。 G ood luck,Japan.



プレインタビュー 筆 者 に き く

筆者のプロフィール

氏名 伊藤直紀 (いとうなおき)

現職 理工学部物理学科教授

略歴 1943年  兵庫県に生まれる

1966年 東京大学理学部物理学科卒業

1971年 京都大学大学院理学研究科物理学第二専攻

博士課程修了、理学博士号取得

米国イリノイ大学研究員

1973年 英国ケンプリッジ大学研究員

1975年 上智大学理工学部物理学科助手

人間にも一生があるように、

宇宙や星にも一生がある。宇

宙や星の爆発残像が宇宙空間

に漂っている。その残像から

宇11の 年令をひもとくにはど

うしたらよいのであろうか。

SOPHIA SCI―TECH10号 を

記念 し、理工学部物理学牟1宇

宙4勿理学ご専Flの伊藤直紀教

授に “人間の時、宇宙の時 "

を宇宙の視座から解説 して頂

{ きました。

木言志に解説をお寄せ頂いた

り喉 教授に宇宙物理学を目指

した動機や学生への助言をお

llllい致 しました。

一先生はいつ頃から天文に興味

をもたれたのですか ?

1979年 同助教授 (0月|′Ц 1ヽ1)11レ |||)10才

1984年 同教授
所属学会 日本物理学会、日本天文学会、米国天文学会、   頃ですかね。姉が持 っていた

英国王立天文学会、国際天文学連合     「天体 と宇宙」 (山 本一清著 )

学会活動等
1983年-1985年  文部省科学研究費補助金    の本に魅了 さオしました。中学

総合研究lA)研究代表者    生になると天文部に入剖
`し

、

|:::[~」量重し馨受姜[署[当影環論    
夏体みの合宿‖寺に夜空の星を

物理ホロの探究」組 
限状態下の新しい  望遠鏡で観察 した思い出があ

組織責任者
1983年 日本学術振興会長期派遣       ります。高校時代は法学部に

山 年
,i誹

鰊 遣   
も興味があめ ました 大学の

進路 を決める頃 にたまたま、

親戚の家に遊びにいったとこ

ろ、「量子力学 I」 り1永振一郎著)の本が日にとまり

ました。読んでみますと大変興味深 く、理学系進学

を決める動機 になりました。

一先生はなぜ宇宙物理学を専攻されたのですか ?

(り
1月■)大 学は東京大学理利一類に進んだのですが、

教養時の天文学の講義が大変興味深 く印象に//1り ま

した。専門課程進学時に物理学に進むか、天文学に

進むか、悩みましたが、物理学を選択 しました。大学

院に入学 した時 (京大大学院)の指導教官は湯川秀

樹先生でありましたが、後に宇宙
74///J理

学の林 忠四

郎先生の研究室に入れて1頁 き、以前から心の中に抱

いていた天文学との関連で、中性子星やパルサーをl ll

論的に研究するようになりました。

一この研究が本誌で紹介するパルサーに関するアンダーソ

ン・伊藤理論に発展していくのですね。

(|り ||:)そ うです。高速自1伝 している強 く磁化 した中

性子星から周期的に電波が発振 される。これをパルサ

ーと呼びますが、通常はこのパルサーの自転周期がご

くわずかづつ長 くなるのに、逆に周期が突然、短 くな

るパルサーがあります。この原因が中
′
U:子 /1‐ 内部の超

流体のふるまいにあることが11論的に解明され、アン

ダーソン・り1藤理論が誕生 したのです。このlll究 は私

がケンブリジ大学のり1究員をしていた1975年に、アン

ダーソン教授との共著論文として、学術雑誌である

Natureに発表 されました。

一最近、先生とお二人の共同研究者が発表された宇宙の年

令を決める論文が朝日新聞夕刊、科学の欄に掲載されまし

た。そのお二人の共同研究者は上智の物理学科の卒業生

とおききしましたが。

(|ジ
|‖1)そ うです。神山泰治博士は1975年博士課程修

了者で、現在、富士総合研究所の主任研究員をしてお

ります。野澤智先生は1982年 膊士課程修了者で、現

在、城西大学女子短期大学部の教授をしております。

一上智の卒業生もがんばって研究の成果をあげていますね。

(停
1月1)そ うですね。この当時の卒業生はがんばり屋

で元気がありました。学問の陛界以外でも活躍 してい

る人が多くいます。最近まで宇宙開発事業団のヒュー

ス トン出張所長をしていた人も、上智の1勿理学科の

OBです。

一―最後に学生諸君への助言を頂けたら?

(け日1)今の学生はすぐに正解を聞きに来る傾向にあ

りますね。人間ですから誤りもありますが、試行錯誤

しながら、自分で考え、研究を進めて行 くことが大切

なことではないのでしょうか。レールが引かれている

上を歩むのではなく、新しい分野に自分でレールを引

くようにできたらすばらしいことだと思います。学問・

]り1究に興味をもつこと。色々な分野の方々と逢い、話

しを聴 くこと。人間を取 り巻く環境との調和も考慮 し

ていくことが大切であると思います。

一どうもありがとうございました。

伊藤先生の研究に対する厳しさと謙虚さ、さらi昴升究に対

する情熱と人間味あるお話に1時間の予定が30分 も延び

てしまいました。1998年 11月 17日 伊藤先生の教授室にて。



牒人間の 自の時
理工学部物理学科 教授

伊藤直紀
綽 宙物理学 )

今年は西暦1999年である。正確に120世紀の最後の年、そして第2番目の千年紀 GIlemim)の最後

の年は、来年の2000年である。しかし、感覚的には、2∞0年よりも1999年の方が世紀末、そして千年紀末

の感が深い。

言うまでもなく、西暦紀元はキリストの生誕を基準にする暦である。厳密には、キリストの生誕は紀元

前4年ではないかと考えられているが、ここではその差異に立ち入ることはしない。いずオJこせよ、西暦紀

元がほぼキリストの生誕を基準にしていることには間違いない。

また、このSOPHIA SCI‐mcHは第10巻に当っている。創刊10年 目の記念すべき巻である。このような

わけで、本稿では、宇宙の視座から「時間」について論じてみたい。

宙の年令
宇宙における時間の原点はビッグ

バンである。現在では、「金融ビッグ

バン」ということばが世間をにぎわ

せている。このことばは、もちろん

宇宙のビッグバンになぞらえてつくられた。ビッグバ

ンは大爆発を意味する。我々の宇宙は、大爆発からは

じまったのである。それでは、宇宙の大爆発は今から

何年前に起こったのだろうか。この間に答えるために

20世紀の天文学の歩みをふりかえってみよう。それに

はハッブル lEdwin P.Hubble 188)1953)の 話からは

じめるのが適当だろう。

ハッブルは米国中西部に生まれ育った。有名なロー

ズ・スカラー(Rhodes Scholarlの 奨学生として英国オッ

クスフォード大学に留学して、24歳で法学の学位を得

た。英国留学からもどったハッブルは、ケンタッキー

州のルイビル (Louisville)で 弁護士の仕事をはじめ

た。ところが、彼は、一年で弁護士の仕事に嫌気がさ

してしまった。ハッブルは天文学こそ自分の天職だと

考えた。たとえ、

三流あるいは三

流妖 文学者で

あろうと、どう

しても天文学者

としての生涯を

送りたいとハッ

ブルは考えた。

彼は、シカゴ大

学を天文学の勉

強のために選a
3年後の1917年

|こ 田音い星雲の

写真による研究」という博士論文を完成 した。

ハッブルが天文学の研究をはじめた頃、星雲のうち

のあるものは我々の天の川銀河の外にあるのではない

かと推濃lさ れていた。しかし、そのための確かな証拠

はなかった。カリフォルニア州のウイルソン山天文台

の口径1メ ートル50セ ンチ、およの メートル50セ ンチ

の望遠鏡を用いて、ハッブルは渦巻星雲や楕円星雲が

疑いもなく、我々の天の川銀河の外にあることを証明

した。(当 時、銀河は「星雲」という名前で呼ばれて

いた。)ハ ッブルは、我々の天の川銀河の外において

も、物理法則は地球の近くの物理法則と同じであるこ

とを証明した。そして、1929年に、彼は宇宙が膨張し

ていることを発見したのである。

Oハ ップルの法貝」
ハッブルの発見した宇宙の膨張は、正確には次のよ

うにあらわされる。

随 方の銀河の後退速度はその銀河までの距離に比例

する」

遠方の銀河は、ほとんど例外なく、我々から遠ぎかっ

ている。このことは、次のことより導かれる。すなわ

ち、遠方の銀河のスペクトルは、一様に長波長倶1、 つ

まり赤い方にずれている。このことを、赤方偏移 lred

shift)と 言う。スペクトルというのは、太陽光が虹に

よって、七色の光に分解されるように、自然光を各波

長の光に分解したものである。このスペクトルの中に

は、線状のスペクトルが含まれている。線状のスペク

トルは、原子のエネルギー状態の間の遷移に対応し、

定まった波長の値をもっている。ところが、この線状

のスペクトルは、光の源が運動しているときには、そ
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の波長の値がずれる。これは光のドップラー効果のた

めである。音のドップラー効果の例としては、救急車

のサイレンの音が、救急車が我々に近づくときには高

くなり、救急車が我々から遠ざかるときには低くなる

ことがよく知られている。遠方の銀河のスペクトルが

一様に長波長側にずれるということは、遠方の銀河が

一様に遠ざかっていることを意味する。また、その遠

ざかる速さ (後退速度)は、線状のスペクトルの長波

長側へのずれから求めることができる。このように、

遠方の銀河の後退速度は、比較的容易に求めること

ができる。

ところが、遠方の銀河までの距離を求めることは容易

ではない。天文学で最もむずかしいことの一つは距離

の測定なのである。しかし、昔から天文学者たちは努

力を積み重ねて、距離を測定する方法をいくつか見つ

けてきた。以下に、天文学における距離の測定方法を

紹介しよう。

0搬 l」A光星を用いる距離釧 llt

天文学において最もよく用いられる距離の測定方法

は、規則変光星を用いる方法である。規則変光星と

は、絶対的な明るさが一定の周期で規則的に変化す

る恒星のことを言う。これらの規則変光星は昔からよ

-2       0        2        4
arcnlin ―

  N

図‐2:遠方の銀河N G C7331。 我々から4,900万光年の距離にある。

く研究されており、その周期と絶対的な明るさの間に

一定の関係が存在することが知られている。中でも有

名なのがセファイド (Cepheid)型 と呼ばれる規則変

光星である。

まず、遠方の銀河の中に、セファイド型の変光星を

見つけて、その周期を観測する。次に周期と絶対的な

明るさの関係を用いて、その変光星の絶対的な明るさ

を決定する。ところで、実際にその変光星を観測する

ことにより、その変光星の見かけの明るさが測定され

る。見かけの明るさは、絶対的な明るさをその変光星

までの距離の平方で割った量に比例するから、これよ

りその変光星までの距離を求めることができる。実際

には、一つの銀河の中に何個かのセファイド型変光星

を見つけることにより、その銀河までの距離の測定精

度を高めることができる。

この方法を用いた実際の例をお目にかけよう。図2

はNGC7331と いう名前で呼ばれる渦巻銀河である。こ

の写真の右側の人角形の領域の中に13個のセファイド

型変光星を見つけることができる。それらの変光星を

用いてこの銀河までの距離を測定したところ、距離は

4,900万 光年と求まった。これは、ハッブル宇宙望遠

鏡を用いた研究である。ハッブル宇宙望遠鏡は高性能

であるので、遠方の銀河を観測するのに適している。

セファイド型変光星は明るい変光星であるが、4,900

万光年もの遠方にもって行くと、ふつうの望遠鏡では

暗すぎてとても観測できない。ハッブル宇宙望遠鏡を

もってしてはじめて観測可能になるのである。

スニャエフ・ゼル ドビッチ効果

を用いる距離の測定
セファイド型変光星を用いる距離の波1定は、もっと

も標準的な距離の測定方法であるが、残念ながら完璧

であるという保証はない。この方法の基礎になってい

るのは、セファイド型変光星の絶対的な明るさと変光

周期の間の関係である。しかし、この関係も、セファ

イド型変光星の属する銀河によって若千変動があるこ

とが考えられる。どうしてそうなるかと言うと、元素

の存在量は銀河によって異なることがあるからである。

また、一つの銀河の中においても、それぞれの場所に

より元素の存在量が変わることもある。したがって、

まったく別の方法を用いて宇宙の距離の測定を行うこ

とが望ましい。次に、スニャエフ・ゼル ドビッチ

6unyaev‐zeldo宙ch)効果を用いる距離の測定方法に

ついて述べよう。この効果を説明するためには、宇宙

の背景放射の話から始める必要がある。



図 3:ベンズィアス (右 )と
ウィルソン OL)。 後方は彼ら

が196465年 に用いて宇宙背

景放射を発見 した電波望遠

鏡。

銀河団土俵

図 4:ス ニャエフ・セルドビッチ効果。

1964年 に、当時

アメリカのニュー

ジャージー州のべ

ル電話研究所にい

たペ ンズ ィアス

(A Penzias)と ウ

ィル ソ ン (R.
W.Ⅵllson)は 、新

しい電波望遠鏡を

用いて研究をはじ

めた。ところが、観

測を続けるうちに、

彼 らは絶対温度3

度の放射が宇宙の

あらゆる方向から

やってきているこ

とに気がついた。彼

らは、1965年 にア

メリカ天文学会の

学術誌アストロフィジカル・ジャーナル lAstrophysicJ

J ournal)に この発見に関する論文を発表 した。この

放射は、過去に宇宙が熱かったときに宇宙を満 してい

た放射が、宇宙の膨張 とともに温度が下がって、現

在、絶対温度3度 (正確には2.726度 )の放射として観

淑1さ れるものである。ペンズィアスとウィルソンはこ

の業績により、後にノーベル賞を受賞 した。

ペンズィアスとウィルソンの絶対温度3度 の宇宙背

景放射の発見は、宇宙がかつて熱かったことの証1/tlを

示すものである。彼 らの発見は、ハッブルの宇宙膨張

の発見とならんで、20世紀の宇宙物理学の最大の発

見と言 うことができよう。

宇宙が絶対温度3度 の

放射で満 されていること

は、宇宙物理学に実に多

くの影響を及ぼす。スニャ

エフ・ゼフレドビッチ効果も

そのうちの重要な一つで

ある。1972年 にロシアの宇

宙物理学者であるスニャ

エフとゼル ドビッチは、銀

河団の方向からやってく

る宇宙背景放射にはスペ

クトルのゆがみが存在する

であろうと予言 した。銀河

団とは、銀河が1001日程度

集まったもので、宇宙には

数多く存在する。どうしてそうなるかと言うと、銀河

団の中には約1億度の高温のガスが存在するからであ

る。高温ガスの中の電子が、放射 銑 子)に衝突して、

放射のスペクトルを乱すのである。これを漫画的にあ

らわすと図4の ようになろう。

富士総合研究所の神山泰治博士、城西大学の野澤

智教授と筆者は、スニャエフ・ゼル ドビッチ効果を、

相対性理論を用いて厳密に理論計算 した。その結果、

1972年のスニャエフとゼル ドビッチの論文の結果に比

べて、はるかに正確な結果が得 られた。この研究につ

いては、1998年 6月 3日 の朝 日新聞夕刊の科学欄にお

いて大きく報道 された。我々の研究結果は、近い将来

に予定 されている、 人工衛星を用いた短波長領域で

の宇宙背景放射の観測にひじょうに有力な理論的基

礎を与えるものとなろう。

さて、ここで本論にもどって、スニャエフ・ゼル ド

ビッチ効果を用いた距離の測定について述べよう。ま

ず、遠方の銀河団の方向からやってくる宇宙背景放射

のゆがみを測定する。また、X線望遠鏡を用いて、そ

の銀河団の高温ガスの温度を正確に測定する。X線望

遠鏡としては、わが国の宇宙科学研究所が打ち上げた

X線天文衛星AXAに搭載 されたものを用いる。次に、

これらの測定結果を、筆者たちが導出した理論式に入

れる。すると、その銀河団の大きさ (直径)が導き出

される。正確には、視線方向の大 きさである。次に、

銀河団が球形に近いと仮定 して、視線方向の大きさと

視線に垂直な方向の大きさが等 しいとする。これによ

り、視線方向に垂直な方向の銀河団の直径が求まった

ことになる。銀河団の角度は、電波望遠鏡およびX線

望遠鏡を用いて測定する。あとは、単純な三角関数を

用いて銀河団までの距離が求まる。これが、スニャエ

フ・ゼル ドビッチ効果を用いる銀河団までの距離の測

定方法である。

4■ 1■「|lili lll

上に説明した方法を用いて遠方の銀河までの距離を

求めることができる。後退速度は ドップラー効果から

求められる。その例を図5に示す。横軸の上の目盛 り

が銀河までの距離をあらわす。縦軸のZは赤方偏移を

あらわすパラメタで

(現在観測される波長)/

(放出されたときの波長)=1+Z

によって定義 される。現在観測される波長は、放出さ

れたときの波長より長 くなっているから、Zは正の量

である。Z=1であれば、波長が2倍になることを意味す

―
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図 5:ハ ップルの法則。横軸の

上の目盛りは銀河までの距離を

あらわす。縦軸のZは赤方偏移
パラメタである。
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る。観測点は黒丸、三角、およびクロスによって示 さ

れている。これらの観測点はほぼ一直線上にあり、ハ

ッブルの法則がよく成 り立っていることを示 している。

直線の傾 きから、ハッブル定数が求められる。ハッブ

ル宇宙望遠鏡を用いた遠方の銀河内のセファイド型変

光星の観測より求められたハッブル定数は

Ho=65km/s/Mpc

である。(lMpcは 326万光年である。)ス ニャエフ・ゼ

ル ドビッチ効果を用いて求めた値は、この値と少々異

なっている。

宇宙が平坦であるとすると、宇宙の年令は、

宇宙の年令=2/(3Ho)

より求められる。ハッブル定数として、上の値を採用

すると、宇宙の年令は、

宇宙の年令=100億 年

と求められる。この宇宙の年令の値は、実は少々問題

がある。我々の天の川銀河の円盤から離れたハローと

呼ばれる領域には、球状星団と呼ばれる、古い恒星の

集まりが存在する。恒星進化の研究をしている学者た

ちは、球状星団の年令は約150億年と考えている。も

し、この値が正 しいとすると、球状星団の方が宇宙よ

りも古いことになってしまい、大きな矛盾にゆきあた

ってしまう。

このようなわけで、宇宙の年令が約100億年という

ことはまず間違いないが、正確な値は実はよくわかっ

ていない。宇宙物理学の中でもっとも重要な課題であ

る宇宙の年令については、現在この程度の精度でしか

解答が与えられていない。

延)人間の年令
さて、ここで、視点を移 して、人間の年令について

考えてみよう。人間の寿命は最近飛躍的に伸びて、80

歳の人はめずらしくない。簡単のために、人間の寿命

を100歳 としてみよう。宇宙の年令を100億年とする

と、人間の寿命は宇宙の年令の約1億分の1である。世

間では1億分の1と いうとずいぶん小さいと思われるが、

筆者は、これはかなり大きいと考える。我々の一生で

宇宙の年令の約1億分の1を経験できることは、ほんと

うにすばらしいことだと思う。典型的な素粒子の寿命

が約1023秒であることを考えると、人間の寿命がずい

ぶんと長いことがおわかりいただけるだろう。

逆に言うと、我々の宇宙はずいぶん若いと言える。

われわれの太陽の年令は約50億年だから、宇宙の年令

はその2～ 3倍でしかない。

これから先は、自然科学の領域を離れて哲学の領域

に入るが、我々の宇宙以外の別の宇宙が存在すること

は否定できない。別の宇宙としては、年令もさまざま

なものがあるかも知れない。ともあれ、我々の宇宙が

若いことは、まぎれもない事実である。若い宇宙には

さまざまなことが起こる。ちょうど、人間の青春時代

のように。
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図 6:ベル (右 )と ヒューイッシュ

(左 )。 1980年 8月 に ドイツのボン

において開 かれた国際天文学連合

の学会 にて。
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図‐7:パルサーの発見に

使われた電波望遠鏡。

宙の時計
Ⅳくルサー」
次に、我々の目をもう少 し近 く、つ

まり我々の天の川銀河に移 してみよ

う。仙 、高きがゆえに尊からず」ということばがある。

これを宇宙にあてはめると、貯 宙、遠きがゆえに尊か

らず」といえるだろう。我々の近くの宇宙空間にも、

興味深い天体が数多く存在する。ここでは、パルサー

lpulsar)と 呼ばれる天体について紹介しよう。

●ノUレサー幌見
パルサーは1967-68年に英国ケンブリッジ大学の電

波天文学者であるヒューイッシュ仏 HeWishlと 彼の大

学院生であったベル 0.Bell)に よって発見された。彼

らの使った電波望遠鏡は図7に あるように、およそハ

イテクとはほど遠いもののようにみえる。彼 らは、こ

の電波望遠鏡を用いて観測をはじめたところ、周期

1.337秒 のパルス状の電波が宇宙からやってくること

に気がついた。パルスの波形はパルスごとに変動する

が、1337秒の周期はひじょうに正確に保たれているこ

とがわかった。(そ の例を図8に示す。)

この電波源の正体は、最初はまったく不明であっ

た。地球上のどこかから発信されたものかとも思われ

たが、その可能性は否定された。数力月観測を続けた

ところ、電波源の方向が恒星と同じように1年周期の

変化を示したからである。この事実は、この電波源が

恒星と同じようにはるか遠方にあることを意味する。

この電波源にはパルサー lpulsar)と いう名前がつけ

られた。Pulsating radio sourceの 略である。

パルサーの発見の業績により、ヒューイッシュはノ

ーベル賞を受賞した。しかし、第一発見者のベルは受

賞しなかった。このことは学界に大きな論議をまきお

こした。現在では、若手の共同研究者もノーベル賞を

共同受賞するのがノーベル賞委員会の方針のように見

受けられる。

0中 性子星
それでは、パルサーとは一体どんな天体なのだろう

か。現在では、パルサーは、強く磁化した中性子星が、

自転軸と磁軸がある角度をなして自転しているものと

して理解されている。図9に あるように、磁軸の方向

に電波が放射されていると考えられる。磁軸の方向が

観淑l者の方向にきたときに電波が観測される。灯台、

あるいはサーチライトと同じ原理である。

中性子星とは、質量はほぼ我々の太陽程度、半径

約10km程度の恒星であり、超新星爆発に際してつく

られると考えられている。図10に典型的な中性子星の

断面図を示す。この断面図は、理論的な計算に基いて

描かれている。中性子星の平均密度は、原子核の密度

の程度である。したがって、最も単純に言うと、中性

子星は、半径約10kmの巨大原子核であると言うこと

ができる。しかし、くわしく見ると、中性子星も地球

と同じように、表面付近と中心部では密度や構成物質

が異なっており、図10の ような構造をしていると考え

られている。

西暦1054年 に超新星があらわれ、中国および日本

の記録に残っている。日本の記録としては、有名な歌

人である藤原定家の日記「名月記」に記録されてい

る。ただし、定家は、1162年 に生れているから、彼が

この超新星を直接見たわけではない。定家が宮中にあ

った天文の記録を見て、これを名月記に引用したので

ある。定家は、天文学の分野においても立派な貢献を

したのである。1054年 の超新星の残骸は、現在、「か図‐8:最初に発見されたパルサーからの信号。強度は下向きにとってある。
1337秒の同期でパルス状の信号がきていることが読みとれる。
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に星雲」として観測される。図11にその写真を掲げる。

ある種の超新星の爆発にともなって、中性子星がつ

くられることが理論的に予言されていた。かに星雲を

観測したところ、みごとに予言が的中して、周期33ミ

リ秒のパルサーが発見された。このパルサーは電波の

みならず光でもパルスをしていることが観測された。

その写真を図12に掲げる。左の写真はパルサーのビー

ムが我々の方を向いていない場合のもので、右の写真

は、パルサーのビームが我々の方を向いている場合の

ものである。これにより、超新星爆発に際して中性子

星がつくられること、およびパルサーは自転する中性

子星であるという天文学上の大予言が証明されたこと

になる。我々の太陽は約1カ 月の周期で自転している

が、かに星雲内のパルサーは実に毎秒30回 転という超

高速度で自転しているのである。
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図 9:パルサーの回転磁石モデル。
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図‐10:太陽の質量の133倍の質量をもつ中性子星の断面図。

図‐11:か に星雲。1054年に起きた超新星の残骸。

図‐12:力 に`星雲の中のパルサー。左の写真では見えていないが、右の写真では見えている。



《⊃バルサーの自転同期

図13にパルサーの自転周期のヒストグラムを掲げる。

かに星雲のパルサーよりも速 く自転 している、ミリ秒

パルサーと呼ばれる周期10ミ リ秒未満のパルサーが存

在 していることがわかる。これまでに見つかっている

パルサーの中で最も速 く自転 しているパルサーの自転

周期は1.5ミ リ秒である。つまり毎秒約700回転という

超高速自転をしている。

一般にパルサーの自転周期はひじょうに安定してい

る。ひじょうに正確に言うと、ごくわずかずつ減速し

ており、周期が一定の害u合で長くなっているのが観測

されている。あるパルサーでは、周期の伸びは1年間で

10“秒という超精密な自転周期になっている。宇宙の

年令の100億年たっても1/1000秒 しかずれないという

超精密時計である。

パルサーの周期はこのようにごくわずかずつ長くな

っているのがふつうであるが、パルサーによっては時々

自転周期がごくわずか短くなる現象を示すものがある。

このパルサーの自転周期異常をグリッチ lglitch)と

呼んでいる。パルサーのグリッチがどうして起こるか

ということについて、アンダソン (P,W.Allderson)

と筆者は1975年 に英国の科学雑誌Natureに 論文を発

表した。アンダソン・伊藤理論によると、中性子星内

部の中性子超流体がパルサーの自転異常をひきおこし

ている。アンダソン・伊藤理論は、現在、パルサーの

グリッチに関する標準理論として国際学界に受け入れ

られている。

30

20

10

0

.001 .01 10
Periods(s

図‐13:ノウレサーの自転同期のヒストグラム

この稿では、宇宙の年令とパルサーの研究について紹介した。時間を宇宙的尺度で考えると、ひじょうに

興味深いことが多くあることがおわかりいただけたことと思う。

我々は、まもなく21世紀、また第3千年紀 erd milenniuln)を 迎えようとしている。新しい時代にも宇宙

の探求がますます進展すると同時に、人類も幸福になることを期待したい。もちろん、人類が第3千年紀を繁

栄のうちに生きのびることをぜひ祈りたい。
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機械工学科
教員名 主な研究テーマ

教

教

授・林邦夫

授・末益博志

D複合材料構造

②薄肉構造の座屈および振動

Э構造物のランダム振動と衝撃応答

教 授・曽我部潔

助教授・嘩道佳明

C免震・防振装置の研究

②機器 。配管系の耐震設計

0マルチボディシステムのダイナミクスと制御

0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

O内燃機関における熱伝達の研究

②燃焼空燃比および吸入空気量の計測法

Э乱流火炎帯の構造と消炎

教

教

授・池尾茂

授 。築地徹浩

E環境融和型水圧駆動システム

(3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

G機能性流体の特性解析

教 授 。清水伸二

助教授・岡部員幸

①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

C工作機械の超高速化、高岡」性化、複合化技術の開発

0熱変形フリー精密機械構造に関する研究

教

教

講

授 。田村捷利

授・武藤康彦

師・笹川徹史

E適応制御系の設計理論および実験的研究

2多変数制御系の設計法

OH∞制御系の設計および実プラントヘの応用

C確率システムの解析と制御システムヘの応用

教

請

授 。野末章

師・高井健―

Э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

3チタン合金の評価 。解析

④機械構造材料の環境脆化機構の解析

Э先進機能材料の構築

助教授・石塚陽

講 師・伊呂原隆

‐l~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

C数理計画法

O待行列ネットワークモデル

教

講

l受・伊藤潔

師・田村恭久

Cソ フトウェア生産技術

Cド メイン分析・モデリンク

O図面自動処理

Э応用人工知能

電気 0電子工学科
教員名 主な研究テーマ

教  l受・服音5武 移動通信、モバイルコンピューティング、移動パケット通信、ITS、 通信網、無線システム

教 授・金井寛 医用生体工学・電気応用計測

教 授 。加藤誠巳 画イ象。CG・ 音声 。ニューロ。AI・ ファジィ・経路探索・インターネット

教 授 。川中彰 画像情報処理、パターン認識 。理解

教 授 。金東海 パワーエレクト回ニクス、電動機制御、マイクロコンピュータ応用

教 授 。岸野克巳 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

教 授 。中山淑 医用生体工学

教 授 。小関健 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

教 授・田中衛 計算機応用、CAD、 ニューロ、非線形情報処理、網膜の情報処理に関する研究

教 授・和保孝夫 共鳴 トンネル多値回路

教 授・吉田裕― 信号処理、音声認識

助教授・下村和彦 光インターコネクション、光電子集積回路、光制御デバイス、半導体結晶成長

助教授 。高尾智明 超伝導マグネット技術、電力用超伝導機器、新機能極低温材料

助教授 。田中昌司 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

講 師 。荒井隆行 信号処理、音声言語情報処理、聴覚情報処理、音響信号処理

講 師・炭親良 医用生体工学、可視化情報学
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ψ

数学科
教員名 主な研究テーマ

教 授 。金行H■ 二 階別リー環に伴 う幾何学

教 授・加藤昌英 複素多様体の幾何学的構造

教 授・宮岡礼子 微分幾何学

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 。彼田健― 代数群と有限群の表現、代数的組み合わせ論

教 授 。田原秀敏 特異点をもつ偏微分方程式の研究

教 授 。内山康― 微分方程式の漸近的方法による研究

教 授 。和田秀男 整数論、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・谷口肇 微分可能多様体の不変量

助教授 。横山和夫 組合せ位相幾何学

講 師 。中島俊樹 量子群、量子展開環

講 師・吉野邦生 解析汎関数の研究

物理学科
教員名 主な研究テーマ

教 授 。Lボーステン 物理計測学、電子衝突実験

教 授・伊藤直紀 宇宙論・宇宙物理学

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

教 授・清水文子 レーザーおよび量子エレクトロニクス

教 授・清水清孝 原子核物理学に関する理論的研究

教 授 。田中大 電子ビームによる原子・分子・固体表面

教 授・山本祐靖 素粒子および原子核実験

助教授 。江馬―弘 光物性、量子エレクトロニクス、非線形光学に関する研究

助教授・後藤貴行 低次元 。強相関物質のNMR

助教授 。大槻東巳 固体における輸送現象の理論

助教授・坂間弘 表面界面物理学の実験的研究

助教授 。高柳和雄 凝縮系物理学に関する理論的研究

助教授・脇谷―義 原子分子物理学に関する実験的研究

講 師・桑原英樹 強相関電子系における電子物性

う
４
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化学科
教員名 主な研究テーマ

教 授 。FS.ハ ウエル 溶扁1塩の電気的性質と構造

教 授・猪俣忠昭 気相反応の速度定数の測定・機構

教 授・栗栖安彦 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

教 授 。大橋修 分子構造

教 授・大井隆夫 同位体化学 。地球化学

教 授・岡田勲 計算化学による材料設計

教 授・讃井浩平 新しい分子複合材料および機能性高分子に関する研究

教 授 。瀬川幸― 高機能不均―系触媒の設計と評価

教 授 。清水都夫 金属錯体の合成および電子移動反応

教 授・土屋隆英 動・植物タンパク質の機能解明

助教授 。池内温子 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

助教授 。板谷清司 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

助教授 。梶谷正次 有機金属錯体の合成 。構造 。物性・反応、有機光化学

助教授 。小駒益弘 低温プラズマを用いた固体の表面処理および機能材料合成

助教授・酒泉武志 不安定分子の生成とその分子構造およびその生成機構

助教授 。田宮徹 蛇毒タンパクをコードする遺伝子の解析

講 師 。遠藤明 金属錯体の合成、反応、機能、および電子移動

講 師・増山芳郎 金属錯体触媒の創製と有機合成反応への応用

講 師 。恩田正雄 ファンデルワールス錯体の構造

講 師 。陸川政弘 機能性高分子材料の合成と電気的 。光学的物性評価

講 師 。長尾宏隆 金属錯体の合成と配位子反応

講 師・横山保夫 有機合成化学、有機金属化学

生命科学研究所
教員名 主な研究テーマ

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・井内一郎 受精膜形成機構

教 授・熊倉鴻之助 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

助教授・千葉篤彦 脊椎動物の生物時計に関する神経生物学的研究

助教授・牧野修 DNA組換えや遺伝情報の翻訳調節に関する酵素 。蛋白質の構造と機能

助教授・乗越皓司 霊長類の社会構造の進化に関する研究

助教授・笹川展幸 細胞内情報伝達機構に関する研究

助教授 。安増茂樹 発生過程における細胞分化の研究

講 師・小林健―郎 両生類の環境適応の生化学

13
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機械力学講座

本講座では、上記α 人のスタッフを中心に、学

生と共に、制振材料の動特1生の調査から、免震・

制振装置の解析 。開発、歯車装置の振動・騒音

の低減化、自動車の駆動系の振動解析、マルチボ

ディシステムのダイナミクスと制御まで、幅広い

分野で毎日楽 しく研究を行っています。以下に各

スタッフのメインテーマを紹介 します。

曽我部潔教授

自動車の駆動系の振動解析

自動車は、加速時に駆動系のねじり振動等が原

因で不愉快な前後振動を起こすことがあります。

また、駆動系に含まれるトルクコンバーターの口

ックアップクラッチや、変速用の多板クラッチな

どの摩擦特性が原因で、しばしばジャダーと呼ば

れる不愉快な振動を生じることがあります。本研

究では、駆動系を回転振動系でモデル化し、摩擦

特性等の系の特性を適切なモデルでモデル化する

ことにより解析を行い、これらの振動が生じる条

件や範囲を求めたり、さらにこれらの振動を防ぐ

ための提案を行っています。

数値積分法の特性評価

最近は、振動解析をする上で、コンピュータシミ

ュレーションが非常に重要になってきましたが、そ

れには必ずと言っていいくらい数値積分法が用い

られます。従って、その精度は、解析の精度に大き

な影響を与えます。本研究では、振動解析の立場

から、各種数値積分法の精度等の特性を評価する

方法を提案し、実際に評価を行い、実際の振動解

析にはどのような方法が良いか、またどのような

使用法をしたら良いかなどの提案を行っています。

教授 曽我部 潔

助教授 嘩道 佳明

助手 鈴木 幸雄

助手佐藤 美洋

嘩道佳明助教授

マルチボディシステムのダイナミクス

近年、宇宙構造物、ロボット、車輌など、複雑

な構造を有する機械システムに対する解析手法の

検討が注目されています。この分野では、適切な

システムのモデリングから、力学原理に基づく定

式化手法の構築、そして数値積分法までを含めた

トータルな解析技術の開発が必要とされます。本

研究では、特に柔軟構造物と集中質量系の移動接

触問題に着目して、理論解析とそれに対する実験

的検証を行っています。

機械システムにおけるパターン形成現象の解析

パターン形成とは、物理学から心理学まで、幅

広い分野で議論されていますが、例えば砂丘の風

紋のように、ある過程を経た後に、解析の対象が

一定のパターンを形成する現象です。機械工学で

は、工作物に生じるびびり痕、摩耗によるタイヤ

の多角形化、鉄道レールに生じる波状摩耗などが

挙げられますが、その多くは歓迎されません。本

研究では、現在、主に回転接触系に起きるこの現

象について解析的検討を加え、その防止策の構築

を目指しています。

鈴木幸雄助手

歯車装置の振動・騒音の低減化

歯車は動力伝達のための重要な機械要素であり、

2軸間で一定回転数比の回転運動やトルクを伝達

するばかりでなく、現在では自動化機構、ロボッ

トなどにも用いられその使用領域は広範多岐にわ

たっています。しかし、歯車がかみ合って回転し

ているときに生じる振動は騒音発生源にもなり、

さらにその振動力導由受などを介して機械の各部に

伝達し様々な悪影響を及ぼします。歯車装置の振

動・騒音を押さえる方法はいろいろありますが、

本研究では、歯車のリム部に制振リングを挿入す

ることによってその低減化を試みています。実験

上では非常に効果があることが確認されましたの

で、現在は、その制振メカニズムを解明し、より

―層振動 。騒音を押さえられる制振リングを提案

すべく研究を進めています。

佐藤美洋助手

粘弾性体を用いた制振に関する研究

機械は振動源を必然的に内蔵 しており、これが

機械自身の性能を低下させ寿命を短くする要因と

なることもあります。またその振動がイ也に伝達さ

れ騒音源となったり、搭載された他の機器に悪影

響を与えることもしばしばあります。振動源に対

する対策と同様に固有振動や振動伝達を抑制する

こともまた振動工学の重要な課題です。本研究で

は、近年開発された粘弾性体の制振・防振材料の

動的性質を実験的に把握 し、モデル化 し、制振対

象へ適用されたときの制振・防振性能を評価する

一連の手法を開発することを目的としています。

動的性質の実験的把握には、MTS社製エラストマ

ー試験システムが用いられ、高周波領域での振動

挙動が解明されつつあります。また評価法として

は有限要素法を用いて振動 。熱伝導の相互作用

を組み込んだ解析が行われています。今後は、実

際の制振・防振系へ本手法を適用 し、その有効性

と問題点について検討 していく予定です。また制

振材料に関する研究と、制振装置の開発を行って

いくことも予定 しています。
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最適化の理論、方法、応用

助教授 石塚 陽

最適化

何らかのシステムを設計、作成、運用 しよう

とすれば、「できることならばうまくやりたい」、

さらには「どうせならば一番うまくやりたい」

と思うのが人情でしょう。この、「一番うまいや

り方」あるいは「一番よいやり方」を見つけ出

すことを「最適化」といい、「一番よいやり方」

を「最適解」といいます。現実の世界では、何

が「一番よい」のかがはっきりしなかったり、

「一番じゃなくていいから、とにかく解決策が

ほしい」というような場合も多いのですが、お

よそ工学と名のつく理論・技術体系の究極の

目標のかなりの部分は、この最適化にあると信

じ、最適化のための理論、方法、応用について

研究しています。

単純なモデルでは「一番よい」ということが

「利益が最大」とか「効率が最大」とか「損失

が最小」などのように、ある関数の最大ある

いは最小に帰着できる場合がほとんどなので、

最適化理論では、与えられた関数を最大ある

いは最小にする点を求める問題を中心に扱 う

ことになります。当然のことながら、扱う関数

の種類・問題の構造・規模に応 じて問題の難

しさや解法も全 く違ってきます。以下は私が

現在興味を持っているテーマです。

階層的最適化問題

全体の最適化問題の中に部分問題として最適

化問題があるような問題です。これは、それぞ

れが自分なりの基準にしたがって最適な行動を

とろうとする複数の意思決定者がいるようなシ

ステム (現実にもよくあるパターンです)全体を

大局的見地からみて最適にしようというもので

す。この種の問題は、いろいろとやっかいな点を

多く含んでいて、まだまだ未整備の状態です。

微分不可能最適化問題

最適化すべき関数が必ずしも微分できるとは

かぎらない場合、従来の最適化手法ではうまく

いきません。微分可能とはかぎらない関数の最

適化については理論的にはかなり整ってきて、応

用も広いのですが、解法に関しては未だ決定打

がない状況です。

大域的最適解の特徴づけ

山あり谷ありの凸凹の関数の、例えば「一番

深い谷」を見つけることは「大域的最適化」と

呼ばれ、格段に難しい問題なのですが、いくつ

かの特殊な構造の問題について解の性質を調べ

ています。

応用

今までは、主に理論的な研究を中心に行って

きたのですが、いくつかの具体的なシステムの

最適化にも興味が移ってきていて、現在、生産

ラインシステムの最適設計、効率的な画像処理

技法、意志を持った物 (車 )の流れの解析、な

どについて大学院生といっしょに勉強中です。
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「音ってなんだろう?」、「音の波形ってどうな

っているの ?」、「人間はどのようにして音を聞い

ているの ?」

このような疑間から信号処理を基礎に、「音」、

特に音声の研究に初めてたずさわったのがほぼ10

年前のこと。当時は本学科吉田研究室の卒研生

でした。その後、新しく荒井研究室が誕生したの

が1998年4月 。初年度の研究室のメンバー 0寸原

雄二助手、三村 優子、穴見 繁幸、森 和哉、鳥

羽 教啓、淵脇 陽介、原田 智之、楠本 亜希子、

阪口志野、岡田賢治)とともに、音声 。音響・聴

覚・信号処理などに関わる研究を新しく始めた

ところです。

荒丼研究室

この新しい研究室の根底にあるのが「学際、国

際、人のため」。この3つのキーワードを基礎とし

て、「上智らしさを大切にしつつ、未だかつて上

智にはなかった理想的な研究室」を目指し、研

究室が立ち上がりました。

学問は一般に、一部の分野だけが独立して存

在することよりも、他の分野と結び付いてその

境界領域で発展していくことが多々あります。例

えば音声信号処理の場合、工学を中心として、

数学、医学、病理学、音声学、心理学などとも

音と信号処理

密接に関係していることは、非常に興味深いと

ころです。

ところで、上智大学は同じキャンパスの中に

「文系」と「理系」が一緒に共存することを忘

れてはなりません。それは言わば「文系と理系

の融合」のための最適な場であり、同時に「学

際的な教育・研究環境の場」となります。我々

は、言語学専攻の音声学研究室や言語障害研

究センターの方々と交流を持たせていただいて

おり、信号処理技術の音声学への応用、言語

学の知識を自動音声処理に応用する研究 (例

えば言語識別)、 障害音声に関する研究などを

進めています。

同時に、例えば高齢化社会に向けて雑音や残

響の多い環境での音声の聞き取りに関する研究

や、補聴器などで音声を強調するための処理ア

ルコリズムの開発などを含め、「人のための研究」

にも目を向けています。

最後に、研究室そのものが「国際的な場」で

あることが必要であると我々は考えています。そ

こで、研究室では「英語のミーティング」を定期

的に設け英語でのディスカッションを行ったり、

また海外からの研究者が研究室のメンバーと一

緒に過ごす機会を多く作るようにしています。

都市荒井 隆行
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医用生体工学研究室
組織弾性断層撮影法 (ElasJctty Computed丁 omography)の開発に向けて

講師 炭 親良

暗く表示しており、脂肪と肉の層状構造が良好に

描出されていることを確認できます。超音波画像

も弾性特性の空間的変イしを描出するものですが、

数MHz～数十MHzという高周波の特性を表すもの

で (写真は、3～4MHz。 )、 E!asldty CT画 像がこ

れとは全く異なった弾性特性の空間分布を表して

いることを確認できます。現在、臨床医の協力の

下、ヒトh宙 tro/in v市o実験を通じて技法の改変・

改良に取り組んでおります。まずは、早期腫瘍の

非侵襲的艦別が可能となることを夢見て。

現在、医療、保険、福祉制度に関する改革が社

会的重要課題となっています。従って、我々、医

用生体工学に関わる者が、単に『高性能な診断技

法 。治療手段・介護機器を研究 。開発せよJと要

求された時代は終わり、これからは、我々自身の

研究・開発に対する姿勢が問われることになりま

す。少なくとも『安価かつ簡便性を備えたものを

提供するJこ とを考えながら医療経済の活性化を

図る必要があるわけで、これだけでも容易なこと

ではありません。

この様な中で、現在、我々が取り組んでいる研

究課題の一つを紹介させて頂きます。多くの方が

X線断層撮影法 (X‐ray Computed Tomography)

なる診断技法を耳にされたことがあると思います。

これを簡単に説明するならば、Fあ らゆる方向から

X線 を生体に照射し、通過してきたデータを収集し

て、投影定理 (数学者」.Radonが証明。)に基づ

いて生体内のX線減衰率の空間分布を再構成 (計

算)。 画像表示する』ということになります。従

って、組織の減衰率 僚密には、組成成分率。)が

変化に富んでいれば、臨床医は再構成像から形態

学的にその変化を提えることができるわけです。こ

の他に、原理や再構成の対象を異とする各種画像

診断装置 lJlえ ば、超音波画像診断装置。)力瀾発

され、いずれも癌 (腫瘍)な どの診断には欠かす

ことのできないものとなっています。これに対し、

我々は、静的な弾性特性 (Elaslcty)を 再構成 。

画像化するという新しい診断装置を研究 。開発

することで、他に比して高い診断能をもつ技法を

臨床の場に提供することを目指しております。腫

瘍病変の静的弾性特性がその進行に共ない優位

に変化することは広く認められており、臨床医に

触診してもらった経験をもつ方も少なくはないと

思います。我々が開発に取り組んでいるCTと は、

触知しえない硬さ (strfness)の空間的変化をも

定量的に画像化できるものと考えて下さい。本技

法の開発のためには、電気 。電

子工学および病理学の発展が必

要不可欠でありますが、冒頭の指

針の下に、再構成アルゴリズム・

Wave Dynamics Techno!ogyの

開発にも取 り組む必要があり、

本研 究 は典型 的 な横 断領 城

ltransdisciplinary)の 研究といえ

ましょう。

研究成果の一例を本頁右下に

示 します。これは、層殺後6時間

経過したブタの胸部にて評価され

たEhsldty CT画 像 (上)および

通常の超音波画像 (下 )で す。

Elasldty CT画像においては、柔

らかい部分を明るく、硬い部分を
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多様体と結び日の研究

助教授 横山 和夫

私の主な研究対象は、図形です。図形と言って

もたくさんありますが、その中でも性質の良い「多

様体」を扱っています。図形ですから、同じであ

るか、違うかを中心に考えます。同じと言っても、

ユークリッド幾何のように、合同であるとか相似

であるとかと言うのではなく、もっとゆるく考え

ます。「ゴムまりの幾何」という言う方がびったり

すると思いますが、自由に曲げたり伸ばしたりし

ても同じ (同相)と考えることで分類します。

「多様体」に関して、次の3つ を主なテーマと

しています。

3次元多様体の分類

2次元多様体は、向き付け可能なものとしては、

図のような球面、トーラス、等々とわかっていて、

完全に分類されています。

図 1

しかし、3次元多様体は、分類が完成されてい

ません。特に、「3次元球面S° とホモトビー同値な

3次元閉多様体はS3と 同相か ?」 という有名なポ

アンカレ予想は、まだ解決していません。このよ

うな3次元多様体の分類に、3次元多様体の特男1

な表 し方 (DS― diagramに よる表現)を して分

類しようと、今研究しています。

結び目の理論

位置の問題も研究しています。腔 間のなかに

どのような位置に入っているか ?」 の研究です。

結び目がその一番簡単な例です。

結び目理論は、結び目がどれだけあるか?同 じ

結び日であるかどうか?を数学的に示すことが目

標です。そのために、

図2

のように両端が切れていれば、どんな結び目も

ほどけてしまいます。そこで、両端をつないだ状態

図3

とすれば、これは切らない限りほどけません。こ

のように考えると数学的に分類できます。その考

えで結び目が同じか違うかを分類する

“

申びたり

縮んだりさせてもよいのは上と同じく自由です)

研究です。この分野は物理学、化学にも応用され、

またDNAの研究にも応用されているそうです。

多様体に作用する群

多様体上に作用する群の分類と言う問題も研究

しています。有限群が作用していれば、簡単に被

覆空間が作れます。これを道具として、多様体上

に作用する群の分類を研究するものです。

まとめ

以上3つの研究を挙げましたが全て密接に関連

しています。例えば、結び目の手術によって、新

ししЮ次元多様体を作ることができますし、結び目

の分岐被覆空間を構成することによっても、新し

しЮ次元多様体が作れます。このように3次元多様

体の分類、結び目の理論、多様体に作用する群は

お互いに関連して発展しています。それらの間の

関連の研究も手掛けています。
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1.表面とは

固体の物理的性質を取り扱う固体物理学は、

通常固体が3次元方向に無限の周期性をもつこと

を仮定します。しかし、現実の固体には必ず端が

あり、この端では団体は面的に他の相 (液体や気

体など)と接しています。この端部が表面です。

表面には、固体内部とは異なる工業的にも重要な

作用があり、表面は古くから研究の対象となって

来ました。その作用の一つは触媒であり、一つは

金属の防食あるいは潤滑です。しかし、表面が純

枠に学問的見地からも取り上げられ、その結果表

面に特有な様々な性質が見出されるようになった

のは、ここ30年のことです。表面の研究が遅れた

原因の一つは、表面は団体内部と違い汚染され易

く、またその性質が微量の汚染物質によって著し

く変化するために、研究対象を特定することが難

しかったことです。もう一つは、表面は3次元的

な対称性をもつ固体に比べて低次元なため自由度

が増加する分理論的取り扱いが複雑であり、さら

に前述の汚染物質や、固体内部とは桁違いに多

くの量の構造的な欠陥 緞差や粒界、点欠陥等)

が存在し、これらがさらに複雑さを増しているか

らです。即ち、団体内部を取り扱う場合に比べ

て、実験的にも理論的にもブレークスルーが必要

でした。特に前者の問題点は超高真空技術の確

立により解決を見ました。

表面の世界

2.表面の多様性

一方、表面のこのような多様性は、逆に表面

において起こる現象が極めて多岐にわたること

を示唆します。事実、表面の研究が盛んになる

につれ多くの新しい事実が発見され、近年学問

的にも工業的にも注目すべき現象が明らかとな

りつつあります。表面の研究において画期的な

できごとは走査 トンネル顕微鏡 (STM)の発明

(1983年 )です。これによって、それまでは間接

的な方法によって推測するしか手のなかった表

面の原子構造がはっきりと分かるようになりま

した (写真 :単結晶シリコン表面の像)。 その結

果、表面という世界はそれまで考えられてきた

ものよりは遥かに複雑で多様性に宮んでいるこ

とが明らかとなりました。このSTMは さらに副

次的な技術をもたらしました。即ち、STMの探

針をあたかもピンセットのように動かして、原子

1個 1個 を “つかむ"こ とに成功したのです。こ

れにより、ある場所にある原子を望みの位置に

もっていって置くことが可能になりました。かつ

ては夢物語だった、原子あるいは分子1個 をメモ

リー1ビ ットの単位とする究極の超高密度記録

デバイスが実現される日もそれほど遠いことで

はなさそうです。

いずれにしても、表面の研究は基礎・応用両

面において、現在急速に進展 しつつあります。

我々、表面研究者は日々のその動向に注目しつ

つ、その発展に少 しでも寄与することを希望 し

ています。

助教授 坂間 弘



コンピューターで結晶成長中

若葉マーク

約25年 間勤めた東工大をこの (1998年 )3月

に辞めて、4月 から、こちらに勤めるようになり、

未だ8ヶ 月しか経過 していません。ここの無機工

業化学講座には、助教授に板谷清司先生、助手

に相澤守さんがおり、従来からセラミックス、ガ

ラスや結晶材料の合成を専門としてきています。

両先生とも真面目・勤勉 。有能であり、私は、気

持ちの良い環境で研究が出来るのを幸せに思っ

ています。研究のような精神活動には、気持ちの

良い環境で行えるのが一番大切だと思っているか

らです。D厳 しく、楽 しく、美 しく」をモットーと

して研究してきましたが、これからもそうありた

いと思います。

この3月 までは、溶融塩の電気伝導を中心とし

て、物性の研究を実験と分子動力学シミュレー

ション (Molecular Dynamlcs simulalon、 出各し

てMD)の手法を用いて行ってきました。これま

での研究の概略は、たまたま、最近いただいた賞

状に書いてありますので、それに代えさせていた

だきます (図 1)。

分子動力学シミュレーション

1973年 から始め、当時は、我が国では、物理

などの他分野を含めても、まだわずかに2、 3名 し

か行っていなかったようですcこ この化学科では、

計算化学を行っている方がほとんどおられないこ

とや、ここの講座の主テーマである材料設計を別

の面から研究するのに将来非常に有望であると考

え、本学に移ってから、MDに よる物性の同定、

材米斗言支言十などに的をしばることにしました。MD
の対象として最近始めていた溶融体からの結晶成

長と、新たにセラミックス、結晶あるいはガラス

の物性の計算を行っています。

舞受岡田 勲

(1)結晶成長

結晶成長は気相からと液体からの成長がありま

すが、溶融塩を専門としていたので、イオン性の

融体からの研究をすることにしました。結晶成長

は一般にも馴染みの深い現象ですが、分子レベル

で成長界面を調べる実験手法は未だありません。

そこでMDが有望な手段と考えられますが、計算

時間がかかり容易に行うことが最近までなかなか

困難でした。例えば食塩 (NaCI)の ような簡単な

結晶がその溶融状態 (融点は、800℃ )か ら成長

するMDも行われていませんでした。ここ数年間の

計算環境の進歩は目覚ましいものがあります。そ

こで、いろいろな型の結晶を融体から結晶成長さ

せることを行い始めました。結晶成長のミクロ的

な律速条件は何か、不純物はどのような場合に取

り込まれるか、混合系ではどうなるか、など興味

深い課題が全く手つかずに広がっています。

C)セラミックス等の物性

研究室で合成 しているようなものを対象に、その

ミクロ構造、相転移、熱膨張率、電気伝導度、熱

伝導度などをMDで調べ始めています。プログラム

は自作することが多く、計算の内容は良

く分かるのですが、計算機自体について

は、学生諸君の方が詳しい人が多く、い

つも逆に教えてもらっています。

図の説明

図1 加藤科学振興会 (昭和5年にフ ′

ェライトを発明し、TDKの設立に貢献し、

また、電気化学協会 (現、電気化学会〉

を設立した加藤与五郎先生の私財で設

立されたもので電気化学の分野の1-2名  i
に毎年賞を授賞する)か ら最近いただい =
た賞状に、従来の研究概略が述べられて 菌1

いますのでここに載せさせていただきます。

図2 NaClの結晶成長のMD。 (a)の状態から

48ピ コ秒 (10'秒)後に (b)の状態にまで結晶

が [100]方 向に成長 しています。x―y方向は周

期境界条件を設け無限に広がっています。入力

情報はイオン間のポテンシャルだけで、あとは計

算機まかせですが、ごく自然に成長 していくとこ

ろが興味深いと思いますc

(a)← 0～ 2 ps (b) F48-50 ps

|           |

illIIi3:〔 :|

Na・ 0運動の軌跡のx-2面 への投影

図 2
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機能性金属錯体の合成と電子移動反応

講師遠藤 明

金属原子の周りを、有機 。無機の分子やイオ

ンで結合した化合物を金属錯体といいます。金属

錯体は、我々が生きていくために必要不可欠なも

のであり、また生活の身近な部分で応用されてい

ます。例えば、人の血液中に含まれるヘモグロビ

ンは鉄のポルフィリン錯体とタンパク質が結合し

てできたもので、酸素はこのポルフィリン錯体中

の鉄と結合して運搬されます。また、植物中に存

在し光合成を司るクロロフィルはマグネシウムの

ポルフィリン錯体です。シスプラチンと呼ばれる

白金錯体は代表的なガンの化学療法剤として臨

床応用されています。

このように金属錯体は様々な働きや機能を示し

ます。私は、このような機能性を持つ金属錯体を

作り出すことを目指しています。そして、それら

錯体の電極における酸化 。還元反応、すなわち電

子移動反応もまた調べています。

金属錯体の合成

私が扱っている錯体は主に2種類あり、金属原

子は両方ともルテニウムという鉄の同族元素を用

いています。

一つはβ―ジケトン錯体と呼ばれているもので

す。ルテニウムβ―ジケトン錯体はルテニウムの

エネルギー状態をいろいろと変化させることがで

き、またそれらはいずれも安定であることから、

種々の機能性錯体を構築するときに良い材料と

なり得ると考えています。今までに、置換基を変

えることにより、性質の異なった40種類以上の錯

体を作り出しました。また、これらの錯体を炭素

結合や硫黄原子などでつなぐ方法を確立し、数

多くの多核錯体を合成してきました。

もう一つはポルフィリン錯体です。この錯体を

つなぎ合わせて高分子化した錯体は、伝導性材

料として期待されていますが、合成が難しいのが

難点です。ところが、この錯体を電極で酸化させ

てやると簡単に高分子化し、しかも伝導性が良い

ものが得られました。

金属錯体の電子移動反応

金属錯体の電子移動反応を調べることで何が

わかるのでしょうか?電極のエネルギー状態を変

化させて、錯体の電子軌道のエネルギー状態に対

応するところにもってくると、錯体と電極の間で

電子移動が起こります。従って、電子移動反応

を調べることによって、その錯体のエネルギー状

態に関する情報が得られるわけです。

金属錯体がいろいろな機能を果たす時には、多

くの場合電子移動がf半 います。従って、金属錯体

の機能を評価するときや、ある機能性分子を構築

しようとするときなどに、電子移動反応に関する

情報は欠くことができないものです。

今までに様々な面白い性質を持った錯体を作

り出してきましたので、今度はそれらを用いた応

用を進めていきたいと思っています。例えば、ポ

ルフィリン錯体を用いた二酸化炭素の固定化など

も現在試みているところです。



細胞のシグナル伝達機構
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我々の体は50兆個をこえる細胞によってつく

られている。生命の最小単位とも言える細胞は、

細胞膜で外界と仕切 られ、互いに多くの情報を

交換 しあいながら生命のバランスを保ち、一つ

の個体を構成 しているc情報の担い手として多

くのホルモン、神経伝達物質、細胞増殖因子な

どがlellぃ てぃるcこ れらの分子が標的細胞に到

着 した後、そのシグナルがどのように変換され細

胞内部に伝達 され、多彩な細胞機能を調節 して

いるのだろうか ?

このような疑間に答えるシグナル伝達機構の研

究は、生命科学の最も重要な研究分野の一つと

して、また情報化社会である現代にふさわしいテ

ーマとして盛んに行われ、基本的な骨格が解明さ

れてきました。

私は大学院生の頃から、このようなシクナル伝

達と細胞機能の調節機構に興味をもち研究を続

けています。

セカン ドメッセンジャー

血液中やシナプス間隙に放出されるホルモンや

神経伝達物質はファーストメッセンジャーと呼ばれ、

その多くは細胞の中へ入るのではなく、細胞膜表

面にある特異的なレセプターに結合 し、情報を標

的細胞に伝達 します。細胞内では、その情報が新

たに生成されたシグナル分子に変換され、細胞機

能を制御 します。このような分子はセカンドメッセ

ンジャーと口乎ばれ、cyclic― AMP,cyc c― GMP,

イノシトール三 リン酸などが知られています。

イノシ トール多 リン酸

私が興味をもって研究 している物質は細胞膜脂

質から作られるセカンドメッセンジャーの一つで

あるイノシトール多リン酸です。イノシトールに

リン酸が3個結合 したイノシトール三リン酸は細

胞内Ca2■貯蔵部位からCa21を 放出させる作用が

あり、重要なシグナル分子として知られています。

一方、数年前までは、イノシトールに5イ固,6イ固と

より多くのリン酸が結合 しているイノシトール五

リン酸や六リン酸はシグナル分子として認識され

ていませんでした。しかし、神経系細胞で神経伝

達物質などの刺激に伴って、これらのイノシトー

ル多リン酸が急速に増加する現象を見つけまし

た。更に、その生理的役割を研究 した結果、細胞

内にはイノシトール五リン酸・六リン酸の結合蛋

白質が存在 し、細胞表面のレセプターの感受性を

調節 したり、神経伝達物質の分泌過程を制御 し

ていることが、解明されてきました。もちろん、

どのような経路でイノシトール五リン酸や六リン

酸が急速に生成されてくるのかなど、まだ十分に

理解されていない点や、上記以外の役割もあるで

しょう。神経系細胞のもつ多様な機能にイノシト

ール多リン酸類やその生成代謝機構がどのような

役害」を果たしているのか、今後研究 していきたい

と思ってい汝す。

Morphology c{ Rat Cerebcllar Granule Cell Cullures

助教授 笹川 展幸

フアーストメッセンジャー

"じ

lfyft

生理的反応

収縮,分泌,分化,増殖 .
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端科学々″

ハイテク・リサーチ・センター

研究機構の目標
上智大学先端科学技術研究機構は、理工学分野

における学際的研究プロジェクトの推進のために、

新しい共同研究機構として1997年に設立されまし

た。研究機構の目標は、学内の人材を有機的に組織

して、先端科学技術に関する研究プロジェクトを展

開して研究成果を広く社会に役立たせることにあり

ます。また、高度な専門教育の一環として研究活動

に大学院生を積極的に参加させることにより、優れ

た人材を輩出するという社会的要請に応えることも

大きな目標です。研究機構を受け皿として積極的に

企業との協同研究を推進し、得られた基礎的知見

の実用化を目指す一方で、国内外の大学・研究機

関と協力して高度の研究を推進することを目指して

います。

ハイテク・リサーチ・プロジェクト
先端科学技術研究機構で行われる最初の研究開

発プロジェクトとして、隔 密度・高機能情報シス

テム構築に向けた要素技術の開拓」が文部省により

1997年度私立大学ハイテク・リサーチ・センターに

選定されました。文部省補助を受けて1997年度に研

究施設ならびに設備が整備され、次世代高度情報

システムの構築に必要な極限エレクトロニクス技術

と高信頼性情報システムの開発を目標に、四つの研

究課題を柱として21人の研究者が5年間に渡って共

同研究を実施しています。

四つの柱となる研究課題は、Al極限エレクトロ

ニクス基礎技術、B)極限機能性材料の創製、C)

生体メカニズムと情報システム化技術、D)分野適

応型情報システム化技術です。

また、この研究プロジェクトでは以下の設備が整

備されました。

1)真空排気蒸発源装置 (RCl100-ECH、 株式会

社メックス)

2)TG一
「

FIRシ ステム (FTIR:Spectrum一

2000m、 赤外顕微鏡 :Auto IMACrE System、 熱

重量分析システム :TGA‐ 7、 いパーキンエルマージ

ャパン)

3)プラズマ反応装置 飾」御部 :PLttW、 反応部 :

RE‐3J、 測定部 :ルⅨ -7r、 アツベ科学的 )

4)大型レーザー発振照射装置 lNd:YAGレ ーザー :

PRO-230-10JKS、 Beamlok/D-lok機 構 :

BEAMLOK-355、 チューナブルOPOシ ステム :

MOPO-730、 スペクトラ・フィジックスレーザーズ社)

5)ソ フトウェア開発用高性能コンピュータシステム

棟 芝エンジニアリング株式会社 )

産学連携の強化を目指して

このプロジェクト研究では、実用技術としての高

密度・高機能情報システムを構築することが最終日

標でありますが、当初は各研究課題の基で次世代型

情報システムの構築に向けた要素技術の開発研究を

行っています。平成10年 7月 に研究機構開所式を開

催し、理工学振興会と共催で記念講演会を開催しま

した。記念講演会では、これからの産学連携をどの

ように考え、どのように進展させていくかを探るこ

とをテーマとして、日経BPl■編集員・西村吉雄氏

に「ネットワーク時代の研究開発モデル」と題して、

また、京都大学名誉教授 。大野豊氏に 険 りある産

学連携に向けて一ソフトウェアでの経験から一」と

題してご講演を頂きました。研究プロジェクトの平

成9年度研究成果報告書も合わせて発行しました。

・ゴ



大型研究プロジェクトも
また、平成9年度から13年度まで上智大学を主拠点

として、以下の大型研究プロジェクトが進行中です。

科学技術庁科学技術振興財団

戦略的基礎研究事業

量子効果等の物理現象―自己組織化
量子閉じこめ構造に関する研究

研究代表者 化学科 教授 讃 井  浩 平

R.0.A.S.丁

上智大学先端科学技術研究機構では、積極的に

企業との協同研究を推進し、国内外の大学・研究

機関との協力体制を推進して、高度の研究を目指

しています。また、年報などを発行して成果を利用

しやすい形にして社会に還元したいと計画していま

す。また節目では関心を持つ内外の研究者、技術者

に呼びかけシンポジウムを開催することも計画する

予定です。上智大学先端科学技術研究機構に関す

るお問い合わせは、上智大学理工学部長室内・先

端科学技術研究機構までどうぞ。

上智大学先端科学技術研究機構は、

Research Organization for Advanced

Science and Technologyの 略称

ROAST」 を愛称としました。

騨日本学術振興会

未来開拓学術研究推進事業

多機能コンポジット作成を

目的としたプロセスの設計
研究代表者 機械工学科 教授 野 末  章

広いスペクトルに対応する

光デバイス新素材の探索

研究イ螂諸 電気・電子工学科 教授 岸 野  克 巳

通産省

新エネルギー・産業技術総合開発機構最先端
鍾 点)分野研究開発事業

超プロトン伝導性高分子の

創製と応用

研究代表者 化学科 教授 讃 井  浩 平
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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1998年度は次の6名 です。

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

塩浦 昭義 機械工学科 助手
gth SIAM Conference on
Discrete Mathematics

カナダ 7/10～7/20 126,000

高尾 智明 電気 。電子工学科 助教授
1 7th International Cryogenic
Engineering Conference

イギリス 7/13～7/18 100,000

田中 邦翁 化学科 助手
4th Asia-Pacific Conference on
Plasma Science for Matetials

オーストラリア 7/26～ 7′/30 105,000

坂本 治久 機械工学科 助手
2nd International Symposium on
Advances in Abrasive Technology

中国 11/21～ 11/28 150,000

荒井 隆行 電気 。電子工学科 講師
Sth lnternational Conference on
Spoken Lnguage Processing

オーストラリア 11/29～ 12//5 150,000

申 鉄龍 機械工学科 助手
The 37th Conference on Decision
and Control

アメリカ 12/12～ 12/20 105,000

※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 Orga面zation for Advanced Sdence

and TechnoЮgy)の開所式が1998年6月 29日 0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、記念講演会を共催 し、その企画と実施に協力致 しました。講演会には会員企

業から11企業、学内より150名 の方々がご来聴下さいました。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。

日口寺:1998年 6月 29日 (月)15:20～ 17:00
場所 :上智大学10号館講堂

ネットワーク時代の研究開発モデル
調
演
題
目

”講
演
一題
目

西村 吉雄氏

技術ジャーナリスト

日経BP社編集員

実りある産学交流に向けて
一ソフトウェアでの経験から一

大野 豊氏

京都大学名誉教授
立命館大学客員教授
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平成11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目として開設 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。1999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。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～6E寺35分 上智大学10号館講堂

●PART I●
1   4月 20日  地球環境問題の概観 ・̈ェネルギーと環境… 瀬川幸一 l■智大学)

4月 27日  世界の環境は今 原 岡1侮日新聞)

5月 11日  日本の環境政策 松下和夫 環境庁)

5月 18日  大気中の物質循環と地球環境 秋元 肇 陳京大学)

5月 25日  熱帯雨林再生の試み 成田誠― に菱商事)

6月 1日  酸性雨とその対策 岩本正和 uヒ海道大学)

6月 8日  水環境と水資源の保全と利用 /1噺彗糸己却[(東京農工大学)

6月 15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 22日  大者F市におけるJ｀ ミ処理技術 薬師寺史良 陳京都清掃局)

6月 29日  循環型社会に向けて 壊̈しやすし段計… E+iEJt 6t>7i-F+t4)
7月 6日  環境に優 しいプラスティックス 土肥義治 鯉ィし学研究所)

12 7月 13日  生物と環境 熊倉鴻之助 lL智大学)

●PART Ⅱ●

13 10月 5日  地球環境問題の概観 公̈害… 岡島成行 (環境ジャーナリスト)

14 10月 12日  米国の環境政策と法 ■「力成 言成(上智大学)

15 10月 19日 気候変動枠組条約 松下和夫 環境庁)

16 10月 26日  環境と経済 佐和隆光 僚都大学)

17 11月 9日  海洋汚染と異常気象 西山勝暢 篠象庁)

18 11月 16日 地球環境と世界の食糧事情 川島博之 膿林水産省)

19 11月 30日  環境リスクマネージメント 中 西 準 子 厳 浜国立大学)

12月 7日  化学工業と環境 小野田武 に菱化学)

21 12月 14日  自動車と環境 大 場  茂 休 日技術研究所)

12月 21日  ソフ トエネルギー 池尾 茂 に智大学)

1月 11日  風力発電 牛 山  泉 促利工業大学)

1月 18日  エコマテリアル 大久保忠恒 lL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。



Ｃ

　

　

　

　

じ

千
ヽ
ｏ
●

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。

1998年 度は、多数の応募の中から26頁 のように、6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。

塩 浦 昭 義  機械工学科 助手

理工学振興会より渡航費の援助を受け、1998年 の7月 12日 から15日 まで行われ

た離散数学に関する国際会議 (SIAM Conference on Dた crete Mathemalcs)に

参カロ及び発表 をしてきました。SIAM(Society for lndustrial and Applied

Mathemalcs)と いう学会は応用数学の様々な分野に関する国際会議を毎年開い

ているのですが、いずれの会議においても、世界一流の研究者による最先端の結果

を聞くことができ、研究に対する刺激を得られる有意義な場となっています。今回

の会場であるカナダの 卜ロント大学は、ダウンタウンの中心部にあるにもかかわら

ず、非常に大きな大学でした。青々とした芝生の植えられた広場があちこちに広が

る一方で、まるで古城か僧院のような歴史的な建物が多く存在するという、日本で

は絶対に味わえない雰囲気の中で会議は行われました。

さて、私は初日の最初のセッションで、「
~m散

最適化の分野に、『凸性Jと いう連

続的 (解析的)な概念を導入する」という、最近の研究結果について発表 しまし

た。発表時間が15分 しかなく、また離散数学と多分野との境界領域での研究の話

だったこともあり、聴衆から余り理解されなかったようで、反応がいまいちだった

のが少し残念でした。

ところで、会議初日の午後にはワールドカップの決勝戦が行われていました。後

で聞いたところ、参加者の多くは近くのスポーツ。パブや宿泊先のホテルで試合を

見ていたとのこと。幾つかの発表がキャンセルされたり、発表時間が試合開始前に

変更されるなど、妙なところでサッカーの世界的な人気を知ることになりました。

え、私 ?発表が終わってリラックスしていた、ということにしておきます…

会議の2日 目以降は興味深い発表をたくさん聞くことが出来ました。特に興味を

坂 本 治 久 理工学部 機械工学科 助手

理工学振興会の援助を受け、11月 21～ 24日 に上海にて開催 されました2nd

internaJonal Symposlum on Advances ln Abras市 e Technologyに 出席し、 発表 し

てまいりました。このシンポジウムでは、ハイテク加工技術として重要な `椰氏粒加

工技術"に関して、日本、アメリカを始めとした国々での最先端の研究成果が報告

されました。このシンポジウムは、昨年度のオーストラリアに続き、本年もアジア・

ォセアニア地域に含まれる中国での開催となりましたが、これはこの砥粒加工技術

というものが半導体から航空機に至るまでのあらゆる精密機械の生産において最高

の精度を要求される部分に適用されるハイテク加工技術であり、(そ れゆえに)日

本が技術的に最先端を走り、アジア諸国がこれに続かんと熱心な研究活動を展開

していることが一因と思われます。各国の研究者により多彩でレベルの高い発表が

多数なされ、それらを聴講することにより、斬新なアイデアや研究アプローチを知

り、今後の研究に役立つと思われる新たな視点を得ることができました。

上海では街中のいたるところで道路や高層ビルなどの工事が行われており、不景

気にしゅんとなっている日本とは対照的に、ものすごい熱気と活力に溢れていまし

た。(江沢民国家主席の出身大学である)上海交通大学でも、中国の開放政策の最

前線を歩んでいる上海の地の利を活かして多くの海外企業との共同研究を積極的

に進めており、海外の研究動向を学び、最新の研究設備を導入することで、中国の

技術的飛躍の基盤になろうという強い意欲を感じました。また、テクニカルツアー

で見学した産業開発都市 “蘇州新区"ぐ `水の都"と して知られる蘇州の近郊)で

は、なんと台湾企業 (!)を も含む外国企業が拠点を置いておりました。きれいで

整備された幹線道路が縦横に走り、多くの高層ビルがいくつも建ち並ぶ様は、まる

で幕張新都心のような景観でした。このようなところにも中国の急速な変容とその

意欲が感じられました。

引いたのが、S Aroraや D P W liamson、 D B Shmoysら の発表でした。現在盛ん

に研究されている近似アルコリズムの研究領域において、彼らは毎年斬新な研究結

果を発表 しているのですが、今回は初めて直に話を聞くことが出来、多くの情報を

得ることが出来ました。特に、研究のいきさつや「もの」の考え方など、論文を読

むだけでは得られない貴重な情報が得 られ、研究に対する姿勢という面で参考にな

りました。このような興味深し鰤升究発表を国際会議で聞く度に、数多くの国際会

議に参加 し、世界の研究の最先端に絶えず触れていることの重要さを感じぎるを得

ません。その点、海外渡航に対して支援をして下さる理工学振興会に深く感謝を

する次第です。

今回は、学術的・技術的に新たな知見を得たばかりでなく、異なる文化・社会

を持った国を中から眺めるというとても貴重な経験をすることができ、大変に勉強

になりました。最後になりましたが、ご援助をいただきました理工学振興会に改め

て感謝いたします。

トロント大学のキャンパスからCNタ ワーを望む

`蘇州新区"での “中国式 ワイヤ放電加工機 "の見学
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局尾 智 明  電気・電子工学科 助教授

理工学振興会から旅費の一部援助をいただき、第17回 国際極低温会議 (lCEC17:

lnternalontt Cryogenに Engineenng cOnference)に参加して、研究発表を行い

ました。この国際会議は昨年の7月 14日 から17日 までの四日間、ロンドンから列車

で南西に二時間弱の所にあるイギリス海峡に面したボーンマス (Bournemouth)と

いう町で開かれました。ボーンマスはイギリス観光では知られていませんが、夏休

みを利用 した日本からのホームステイや語学研修などの受け入れ地の一つになって

います。

さてICEC17で は発表内容が三つの分野 (超電導分野、冷凍冷却分野、極低温

システム分野)に分けられ、各分野ともに口頭発表が約40件 、ポスター発表が約

50件で、総計270件程度OllJT究発表がありました。この中で注目される研究成果の

一つに高温超電導体があります。今から13年 ほど前に高温超電導体が発見されて

から着実な研究開発によって、高温超電導の基本特性の向上はもちろんのこと、応

用の可能性も検討されてきています。発熱を生じないエレクトロニクス素子、磁気

を利用 した浮上装置、磁気遮へい体などをはじめとして多くの可能性が幅広く模

索されていて、それらの最先端の研究結果が報告されていました。

に対 して、ポリエチレン繊維を用いたプラスチック (DFRP)を構造材料とす

る際に必要な物性値として、DFRPの 摩擦係数を測定 したものです。同一実験

条件において、DFRPの摩擦係数はGFRPに比べて四分の1に なることが分かり

ました。

極低温では、物体の比熱は常温

の千分の1程度になります。そのた

め、常温では問題にならない微少

な摩擦エネルギーでも極低温では

大きな温度上昇になってしまいま

す。超電導体は極低温を本質的に

維持する必要があるために摩擦特

性は重要な検討項目であり、この

会議においても二件の研究発表は

注目され、非常に有意義な国際会

議となりました。

まったホテルはCoogee beachと いう、夏には海水浴目当ての多くの観光客力動 れる

…と思われる場所にありました。さすがに海は綺麗で、白い砂浜と青い海が視界い

っぱいに広がっていました。こんどは絶対に夏に来るぞと心に誓いました。体 当に

冬の季節に来る場所ではありませんでした。寂しいことこの上ないです。)

ようやっと最終日には時間と天候が一致 しまして、シドニーの街へ行くことがで

きました。バスに乗って30分位かけてシドニーのセントラルに着き、そこからは特

に目的地を定めずに散策 してみたのです。歩いてみると、シドニーの高層ビルのオ

フィス街と大きな公園で構成された街並は、どことなくニューヨークのセントラル

バーク周辺を思い起こさせました。それと共に一番驚いて感動したのは、こんなに

も大きな街なのに本当に塵一つ落ちていないということでした。ゴミ箱も沢山ある

し、掃除をしている方も頻繁に見かけましたが、それでも各々が気を付けていない

と出来ないことです。シドニーの人たちの、自分の街を大切に思う気持ちを強く感

じました。セントラルから港をまわってショッピングモールヘ行き、お土産を沢山 ?

買い込んでからホテルヘ戻りました。ホテルヘ戻るバスの中では、旅行好きで日本

にも来たことのあるというおばあさんと会話をする事ができ、思い出に残る一時も

過ごせました。それ程いろんな場所に行けたわけではありませんでしたが、もう一

度行きたいと思う街、国でした。148し 、今度は夏に行きたいです。)

最後になりましたが、渡航費を援助 して下さいました理工学振興会に、この場を

借りてお礼申し上げます。

この国際会議の中で、私は極低温における摩擦特性の研究結果二件を研究室の   末筆ながら、今回ICEC17で二件

大学院生 (Pヨ 馬君、前田君)と ともに発表 しました。ひとつは日本工業規格 0!S) の研究発表を行うために旅費を援

を作るための基礎的なデータを収集したものです。極低温での摩擦係数の測定方  助 していただいた理工学振興会に

法を」IS規 格化するため、私の研究室を含めたいくつかの機関で摩擦係数測定を  深謝いたします。

行い、その結果の比較と検討を行ないました。もう一つの研究成果は、超電導マ

グネットの構造材料として知られているガラス繊維を用いたプラスチック lGFRP) 会場にて(左 :F月 馬、中:高尾、右:前田)

田 中 芽『 翁  理工学部 化学科 助手

理工学振興会より旅費の援助を受け、7月 25日 から8月 1日 までオーストラリアで

開イ崖されましたAsia― Pacric cOnference on Plasma Science&Technologyと い

う国際学会へ出席、発表 してまいりました。この学会は、私達が毎年参加していた

日本のシmpoSium On Plasma Science for Mate‖ aに という学会との合同で開催され

るようになったもので、一応プラズマ全般を対象とした学会ですがどちらかという

と応用的な側面、最先端の半導体プロセスなどの色が濃い学会です。今回私は、私

どもの研究室で開発 した大気圧グロープラズマの応用研究の一つとして、“大気圧

グロープラズマによるチタンの窒化"について話してまいりました。この研究は新

たな金属表面処理法として大気圧グローが使えるかどうかということを確かめる為

に始めたものですが、まだまだ議論の余地があり、今回の学会でも色々と勉強させ

られました。学会そのものの雰囲気は、名前からも分かりますように太平洋に面し

た国々からの参加者がメインですので、国際学会の割には日本人がかなり多く、ほ

とんど日本の学会に参加 しているような気分でした。ただ、国際学会と言うことも

あり、いつもなかなか話す機会を作れなかった先生方と討論が出来て、有意義な時

間を過ごすことが出来ました。

さて、夏の日本から冬のオーストラリアヘ行くに当たって事前に天候などを調べ

たところ、その時点ではシドニーはそれほど寒くない陽気でした。しかし、運が悪

いことにシドニーに着いた日から雨が降 り始め、学会期間中ずっとどんより曇って

風の強い非常に寒い日が続きました。それに加えて、泊まったホテルは夜にほとん

ど暖房が入らなかったのであっという間に風邪を引いてしまいました。そうは言っ

てもせっかく来たオーストラリアですので、ホテルの周辺を散策 してみました。泊
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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。

1999年度在籍者および1999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。

機械工学専攻

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

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

機械工学専攻

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

富 永 健 介

長谷川明子

井口みどり

小 川 将 克

中村 進 ―

新 田雄 ―

上 野 宏 子

遠藤  健

平 野 敏 行

谷  崇 男

高 橋 幸 子

上 間 大輔

土 門 奈 苗

機械工学専攻

応用化学専攻

数学専攻

物理学専攻

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 ―

岡 田  昇

電気 。電子工学専攻

物理学専攻

生物科学専攻

1998年度テイヤール・ド・シャルダン奨学金受賞者氏名

標記奨学金 (懸賞論文)は下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1島 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。

金賞 00万円) 国際関係論専攻

銀賞 120万 円) 応用化学専攻
銅賞 (10万 円) 機械工学専攻
銅賞 (10万 円) 応用化学専攻

97‐0344市井礼奈

97-0550山 田賢治

97-0475新 宅章弘

98‐ 0941 Guidote Amando

機械工学専攻 都 継紅 博士 (工学) 定圧力源油圧システムを用いたハイブリット車両の省エネルギに関する研究

小路 和幸 博士 lI学 ) ATM通信ネットワークの設計問題に関する研究

電気 。電子工学専攻 戸田 康永 博士 lI学 ) 強力超音波照射による癌治療の基礎的研究

原田 一成 博士 lI学 ) 光パス階層化ネットワークと光伝達関数行列表現による評価に関する研究

高島 大三郎 博士 (工学) Study on Circuit Design for Ultra-High-Density Semiconductor Memories

応用化学専攻 落合 慶子 博士 (工学) Study on Syntheses and Properties of Poly (thiophene) Derivatives

化学専攻 高山 千佳子 博士 (理学) Studies on the Alkylidene-Bridged Metalladithiolene Complexes-Reactivities

and Electrochemical Behavior

生駒 嘉晴 博士 (理学) 配位子を持たない塩化ニッケルを触媒とする芳香族 Gngnard試薬と

芳香族ハロゲン化物のクロスカップリング反応

杉山 徹 博士 鯉 学) Thermal and Photochemical Formation ol Metalladithiolene and Dithiazole

comolexes

友田 晴彦 博士 (理学) 含窒素複素環式機能性色素の合成化学的研究

―フタロシアニン類の新規な合成法と蛍光色素の合成とその物性―

数学専攻 斎藤 直道 博士 (理学) Character sums over finite fields and finite reductive groups

佐分利 豊 博士 (理学) A Complex analytic study on the theory of Fourier series on compact Lie groups

生物科学専攻 河 震洛 博士 (理学) Molecular Basis of Egg Envelope (chorion) Hardening in Fishes
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蝉位千円)

特定領域研究(A,12) 教 授 :讃井浩平 水素結合性高分子コンプレックスを形成する新高分子の構造制御とその動的応答性 1,600

教 授 :杉森 彰 共役金属キレート環における遷移金属‐硫黄結合の特異反応 2,000

基盤研究 (A)(1, 教 授 :伊藤直紀 極限状態における新しい物質相の探究 3,800

教 授 :青木 清 脳研究及び新たなDNA操作技術を始めとしたバイオサイエンス諸研究に関する調査研究 3,800

基盤研究 (B)12) 講 師 :吉野邦生 複素多様体上の解析学の構築

教 授 :杉森 彰 共役メタラサイクル上でのラジカル置換反応 3,200

教 授 :瀬川幸一 環境調和型触媒プロセス「エチレンジアミン選択的合成触媒の開発研究」 4,900

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 9,300

基盤研究 (C)(21 教 授 :讃井浩平 電荷移動相互作用を利用 した高性能複合材料の合成とその力学特性

教 授 :彼 田17E_ 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

教 授 :大 内 忠 偏微分方程式の解の構造の研究

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

助教授 :江馬一弘 コヒーレントフォノン励起による国体表面の制御

教 授 :向 田政男 配位状ニ トロシル (NO)の酸化還元過程における後続反応生成種の確認 500

助教授 :梶谷正次 メタラジカルコゲノレン環を反応場とする反応性中間体の捕捉と脱離 1,000

講  師 :土曽山芳良6 N― トシルイミニウム塩生成法の開発とホモアリルアミン合成への応用

教 授 :井 内一郎 魚類卵の卵膜硬化 カスケー ド 1,000

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 (CA)メ カニズム 1,100

教 授 :岸野克巳 分子線エピタキシー法によるⅢ‐V族窒化物半導体共振器型紫外線受光デバイスの開発 1,400

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・六リン酸の生成と生理的役割 600

教 授 :青木 清 ウズラヒナの発声神経核発達と性ホルモン作用 1,100

教 授 :内 山康一 微分方程式の漸近解析的研究 1,200

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 2,100

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‐ 1,700

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 1,200

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 1,500

教 授 :金井 寛 生体の電気的計測に関する基礎的問題の解IJl 1.200

萌芽的研究 教 授 :清水伸二 結合部の微小接触現象を考慮した非線形接触熱抵抗の評価法

教 授 :杉森 彰 メタラジチオレンによる活性種の捕捉と再生 1,100

奨励研究 tA) 講 師 :中 島俊樹 変形された量子展開環の結晶基底について

助 手 :五味 靖 Lle型有限群とHecke環の表現論

助 手 :角皆 宏 代数多様体に付随するGttds表現の研究

助 手 :後藤聡史 部分因子環の構造の研究 900

助教授 :後藤貴行 有機伝導体BETS‐ FeC14に おける近藤格子の二重共鳴NMRに よる実験的研究

助教授 :大槻東巳 ランダム媒質中での光のアンダーソン転移

助 手 :木 川田喜一 岩石変質に伴うアルナイト生成過程におけるランタノイド元素の挙動

助 手 :坂本治久 光学的に測定した作業面 トポグラフィによる研削砥石作業面状態のインプロセス評価法

助教授 :高尾智明 新機能構造材料と超伝導コイルの安定性に関する研究 1,100

助教授 :下村和彦 自己組織化低次元量子丼戸構造の作製と波長変換素子への応用に関する研究

助 手 :菊池昭彦 量子丼戸サブバンド間遷移を用いた窒化物半導体モノポーラ光デバイスの基礎研究 900

講 師 :陸川政弘 立体規則性を有する機能性高分子の合成とナノ構造制御

助 手 :今泉美佳 開口放出機構におけるシナプトタグミンの役割 1,000

助 手 :青木隆史
光学活性基含有ポリマー上で培養された動物細胞の応答性
―光学活性基の細胞機能に与える効果に関する基礎的研究―

助 手 :平 田 均 非線形SchrOdnger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 1,400

助 手 :黒江晴彦 スピンギャップ系の光散乱 1、 300

助 手 :野村一郎 lnP基板上MgZncdSe Ⅱ‐Ⅵ族半導体によるフルカラー光情報処理素子の研究 1,500

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 1,000

国際学術研究 教 授 :熊倉鴻之助 伝達物質放出の分子機構に関する研究 5,200
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企業名
文 系 理 系

男 女 男 女 男 女 計

東京海上火災保険 4

日本電信電話 7

東京三菱銀行 2 9 6

アンダーセンコンサルティング 5

三和銀行

住友商事 4

全日本空輸

富士通 1 7 1

キャノン 1 7 4

日本アイ・ビー・エム

Nl「データ 7 1 9 1

ソニー 1 7 3

日本放送協会

富士銀行

SAPジ ャパン 1 1 9

アメリカンファミリー生命保険会社 1 7 1 2 7 9

安田火災海上保険 9

東京エレクト回ン 2 4 9

日立製作所 2 4 1 9

ジェーシービー 3 8

シティ・バンクエヌ。エイ 1 1

丸紅 1 7 1 7 8

日本ヒューレット・パッカード 1 1 2

日本交通公社 4 1 8

日本生命保険 3

日本電気 2 8

あさひ銀行 6 1 7

松下電器産業 2 7

日本航空 3 1 7

CSK 3 1

NT‐T移動通信網 2 6

エイチ・アイ。エス

プライスウオーターハウスコンサルタント 3 1

伊藤忠商事 3 1 1

住友銀行 4

住友生命保険 1 1

第一生命保険 3

東京電力 1 1 1 2 6

日産自動車 2 6

日本ビクター 1 1 1

本田技研工業 1

カシオ計算機 2 5

コンパックコンピュータ 1 1

さ くら銀行 1 1

企業名
文 系 理 系

男 女 男 女 男 女

ノヴァ 5

外務省

三菱信託銀行 2 5

大和證券 5

東芝 2 1 1 1 5

東日本旅客鉄道 1 2

イーオン

クレディセゾン 2

サン トリー 1 1 4

ナショナーレ・ネーデルランデン生命保険 1 3 1 4

パイオニア 1 3 1

プリンスホテル 2

丸井 3 1 1

紀伊國屋書店 4

住友海上火災保険 4

上智学院 1 3 1

森永乳業 1 1

積水ハウス 1

第一勧業銀行 1 3 1 3

第二電電 (DDI) 4 4

東海銀行 1 3 1

東京都 公務員) 4

日商岩井 1 1 3 1

日立ソフトウェアエンジエアリング 4 4

富士重工業 1 1 3 1

味の素 2 2 4 4

アイネス 2 1 3

アイワ 1 2 1

インテック 1 2 1 2

スターバックスコーヒージャパン 3 3

そごう 3 3

トウマツデロイトコンサルティング 1 2 1

パソナグループ 1 2 1 2

ベネッセコーボレーション 3 3

マツダ 2 1 1 2

マリレハ 1 3

横浜銀行 3

横浜市 (公務員) 3 3 3

海外経済協力基金 3 3

共同通信社 1 1

興銀システム開発 1 2 3

警視庁 1 1 1 1 3

厚生省 1 2 1 2

高島屋 1 1

●
υ



企業名

三井信託銀行

三菱重工業

商工組合中央金庫

小田急百貨店

松下通信工業

新日本製鐵

千代田火災海上保険

千葉銀行

川崎重工業

全国農業協同組合連合会

大塚家具

大日本印刷

中日新聞社

電通

島村楽器

東洋情報システム

日本ユニシス

日本経済新聞社

日本工営

日本写真印刷

日本通信教育連盟

日本電気ソフトウェア

日本貿易振興会

博報堂

」ALイ ンフォテック

」TBソ フトウェアサービス

TBS(東京放送)

あさひ法律事務所

アンダーソン・毛利法律事務所

いすゞ自動車

ウシオ電機

エス・エヌ・ケイ

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションウェア

オズマピーアール

キーエンス

ギャガ・コミュニケーションズ

ゴール ドマンサックス証券会社

スタンダードチャータード銀行

セイコーエプソン

セイコークロック

TKC

ソフトウェア興業

ソロモン・ブラザーズ。アジア証券会社

ダイヤモンドコンピューターサービス

トヨタ自動車

トリンプインターナショナル・ジャパン

バスストップ

バンダイ

フェリシモ

フォーカスシステムズ

フジテレビジョン

ブリヂストン

プルデンシャル生命保険

ホギメディカル

メリルリンチ証券会社

モルガン・スタンレー証券会社

モルガン銀行

ヤマハ

旭化成工業

旭光学工業

伊勢丹

横河電機

京セラ

国際証券

国際電信電話

三菱自動車工業

石川島播磨重工業

雪印乳業

竹中工務店

朝日新聞社

島津製作所

日本合成ゴム

GE横河メディカルシステム

コスモ石油

ヤマハ発動機

松下電工

清水建設

長瀬産業

東 レ

日揮

1999年 1月 29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

ソニー・ミュージックエンタテインメント
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ちょつと拝見
防 ょつと拝見」は、上智大学理工学振興会の会員企業を紹介するページです。

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

●三機工業株式会社

●清水建設株式会社

●大日本インキ化学工業株式会社

●株式会社竹中工務店

●東レ株式会社



三機工業株式会社
高野 武宣 大オ回事業所

三機工業は1925年 に倉」立 した総合エンジエアリンク会社です。三井物

産機械部が母体となって生まれたところから「三機」の名前がついたとい

われています。創立以来、三井グループの中核メンバーの一社です。

エンジニアリンクというと判りにくい点があるかも知れませんが、要す

るに、ある事業において企画、設計、施工、メンテナンスなどを一貫 して

行うことと考えていただければよいでしょう。現在当社の事業は大きく分

けて、建築設備関連、機械システム関連、そして私の所属する環境シス

テム関連の三つを柱としていますc

建築設備関連は当社の主力であり、空調・衛生・電気・情報設備など

Beports ol the Enterprises-The Member of Sophia Sci-Tech"

(,

を主に手掛けています。これらは人間の働いているところならとこでも必

要とされる設備であり、一般ビル、インテリジェントビル、工場、病院、

学校、音楽ホールなどあらゆるところに実績があります。特殊なところで

は、半導体製造に必要なクリーンルームや、熱源を1箇所に集約する地域

冷暖房施設など、ミクロレベルの環境からマクロレベルの環境までをつく

る先端分野の仕事もありますc

機械システム関連は、いわゆる産業設備、物流・搬送システムなどを

扱っています。私たちの目につくところでは、空港の手荷物搬送などの設

備がありますが、他にも工場の自動倉庫や各種生産ライン、あるいは電算

センターの自動ピッキング装置など大規模なものも数多くあります。

環境システム関連は、水と廃棄物に関係するさまざまな施設を扱って

いますcた とえば下水処理場、浄

水場、都市ごみ焼却場、し尿処理

場、リサイクル施設など、広い地

域の環境問題に直結 した施設をつ

くる仕事がありますc一方で、医

療系廃棄物処理や生ごみ処理のよ

うにそこで発生 した特殊なものを

その場で処理 してしまう設備をつ

くる仕事もあります。最近では廃

棄物処理の社会白|な ニーズが高ま

っており、それとともに当社の技

術が活躍する場も増えてきている

といえるでしょう。社会問題化 し

ているタイオキシン等に対 しても、

当社は独自の技術で抑制に取組ん

でいます。

以上、かなり広範囲な領域で工

ンジエアリングを展開 しているこ

とがお判りいただけたでしょうかc空調や搬送や水処理といった仕事は、

社会になくてはならないものであるにもかかわらず、一般にはなかなか目

につかないものです。しかし、それは仕事の重要性を測る尺度にはまった

くならないのです。当社の社是の中に「エンジエアリングをつうじて社会

に貢献する」という言葉がありますが、私たちの仕事は、自分たちの技術

力をもって最終的に社会に広く貢献することであり、それは社会人として

誇るに足るものだと私は思っています。

プロフィール

高野 武宣

たかの たけのぶ

1968年 :上智大学理工学部 電気・電子工学科卒

勤務 先 :三機工業株式会社

大和事業所 :〒2428560神 奈川県大和市下鶴間 17427
TEL:0462-74‐ 4112

:〒 1008484東 京都千代田区有楽町141
TEL:03-3502-6111

本社



清水建設株式会社
湯田 貴司 エンジエアリング本部品質管理部

清水建設は、日本初のホテルや銀行の建物などの建築を手がけてきた

1804年創業の総合建設会社で、まもなく200年 目を迎えようとしています。

歴史と共に高い技術力と幅広い分野のノウハウを兼ね備えた総合建設会社

だと自負しています。当社の基軸となる業務分野は建築物の設計と施工で

すが、その事業内容は、「国内外の建築・土木工事、地域開発、都市開発、

海洋開発などに関する設計、施工、エンジニアリング、マネジメント、およ

びコンサルティング業務。不動産の売買、賃貸、仲介、管理、および鑑定。

土地造成、住宅等建物の建設、販売、賃貸および管理。建設用資材、機

器、機械装置の製造、調達、販売および賃貸。工業所有権、ソフトウェア

の実施許諾および取得。」と多岐にわたっています。

主業務の建設業は、近年活動領域が質的にも規模的にも非常に拡大し、

単に顧客のニーズに応える請負工事の受注産業から顧客の希望を積極的に

先取りして企画提案するプロジェクト産業に変ぼうしつつあります。つま

り、顧客の希望にあったプロジェクトを創出し、資金調達計画収支見通し

などの事業の将来性の検討から、設計、施工、…展開するわけです。その活

動の一つの事例が下の写真の芝浦シーバンス地域の開発です。手前のビル

プロフィール

湯田 貴司

ゆた たかし

1988年 :上智大学理工学部 電気・電子工学科卒

勤務先 :清水建設株式会社
エンジエアリング本部 品質管理部

〒105‐8007 東京都港区芝浦123
シーバンスS館

TEL:03‐ 5441‐ 1908 FAX:03-5441‐ 0550

が当社の本社ビルですが、以前この地区は小さな道路の入り組んだ芝浦運

河沿いのバラックの占拠する資材置場のような所でした。その地域の再開

発を、当社から地権者であるエヌ・ティ・ティ都市開発卸、大阪商船三井

船舶脚などの当社を含めた7人の地主さんに提案し、ご賛同を得てこのよう

な近代的な景観と高度利用を実現したのです。

このようなメインの事業活動の周辺にマンションやビルの分譲、賃貸から

都市部やリゾート等での大規模なエリアの開発、スポーツ、レジャー、健康、

医療分野などにおける新規事業、さらに、最新で高度なソフト、ハード技術

を利用したエンジエアリング事業へと多角的な事業展開を行っています。

海外においても、欧州、アメリカからアジアまで世界各地で大規模な建

設プロジェクトを手がけています。近年は地上のみならず地下 。海洋 '宇

宙といったニューフロンティア分野も活動領域として、21世紀に向けた取

り組みをしています。

建設会社と聞くと、建築や土木と行った分野を連想する方が多いと思い

ますが、私が所属するエンジニアリング本部では、生産物流施設・プラント・

施設情報システムなどの産業施設、環境浄化・地域冷暖房などの広域施設、

海洋開発・環境保全。医療福祉などの社会開発を対象とした事業を行って

います。こういった事業を行うにあたっては、さまざまな技術の研究。開発。

蓄積・収集・分析が必要であり、社内の他部門との連携や、社外の

団体 。他社等様々な人々が集まった横断的なプロジェクトとなり、

培われた技術やノウハウは、今後の研究開発、設計施工へとフィー

ドバックされます。このように他分野と連携した多面的な取り組み

によってエンジニアリング本部は、建築・土木に次ぐ事業分野とな

ることを目指しています。

エンジエアリング分野でのプロジェクトの進め方を紹介します。

技術営業が、当社の保有する技術の紹介と顧客の要求のヒアリング

を行います。次に、顧客の要求に対して事業企画の提案を行いま

す。このような企画を行う際には、過去のプロジェクトで蓄積した

社内技術や社内外の最新技術の動向を調査・分析して行っていま

す。実際に受注したプロジェクトは、企画・設計・施工の段階を経

ていきますが、この頃にはプロジェクトの規模によっては、若年の

社員であっても業務を一任され、顧客との打合せや、協力業者、メ

ーカーやソフトウェア業者などとの打合せを行います。交渉および

調整はエンジエアリング本部の代表として行動することになり、重

要な役害1を担うことになります。このようなプロセスを経て完成し

たプロダクトを顧客へ提供できたときの喜びは、言い表せない充実

感があります。また、エンジエアリング本部の業務範囲は顧客へ納入した後

も、コンサルティング、運営やメンテナンスを行い、顧客からの厚い信頼と

評価を得ています。いずれのフェーズにおいても、既存のシステムに固執す

ることなく、最新の技術や斬新な方法を採用することにより、複数のメー

カーのハードとソフトを統合したマルチベンダーのシステムの構築は、メー

カーとは異なり、柔軟性をもってフレキシブルに対応できることが、建設会

社のエンジニアリングの特徴です。全社に共通して感じることは、若い人

の発想を大切にし、認めてくれる会社ですから、かなり大胆で自由に動け

ます。個人の技術力、センスや発想を+分に発揮するチャンスがあります。

当社に興味があり、話を聞いてみたい方は、専門分野にこだわらずぜひ

ご―報ください。ご連絡をお待ちしています。
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大日本インキ化学工業株式会社
辰 馬  徹 蔵  応顔事業部 応顔技術本部 色材応用技術グループ

大日本インキ化学工業株式会社 (DIC)は 、1908年 印刷インキの製

造から始まり、今年で創立9o周 年を迎えました。その間、印漏1イ ンキか

ら有機顔料、さらに合成樹脂へとファインケミカルをベースに事業基盤

を確立 し、そこで培ったさまざまな応用技術によってプラスチック、包

装材料、建材などの関連加工分野に進出する一方、基礎原料である石

油化学にも参入。さらに、電子記録材料、新素材、バイオなどの先端分

野にも領域を拡げ、“総合化学メーカー"と して確固たる地位を築きま

した。ただ、最終製品としてはあまり扱っていないため、皆さんの目に

付くことが少ないと思います。社員である私でさえ “こんなものまでDIC

プロフィール

辰馬 徹蔵

たつうま てつぞう

1991年 :上智大学理工学部化学科卒

勤務先 :大 日本インキ化学工業株式会社 応顔事業部

応顔技術本部 色材応用技術グループ

〒564‐ 0011 大阪府吹田市岸部商3‐34‐ 1

TEL:06‐ 6381-8577

e‐ma‖ :tatsuuma@Sula dic co ip

が作っていたの 7"と 知ることがある程で、その取り扱い製品は30万種

を超えるに至っています。

また、昨今の環境問題の高まりにもいち早く対応し、製品の無溶剤

化、樹脂の水性化を研究開発し、次々と上市しています。そして、国際

的な環境規格であるIS014001も取得しました。

さて、私の所属する部署は、“プラスチックと繊維に色彩と機能を"と

いうスローガンの下で液状樹脂を対象とした着色剤の開発を行っていま

す。一例を拳げれば、合成皮革やユニットバス、ボート、服などの繊維、

宣伝旗など多岐に渡り、そのなかで、私は繊維用の着色剤を担当してい

ます。一言で繊維といっても、綿、ニット等の天然繊維やポリエステル、

アクリル等の合成繊維と色々あり、使用する繊維・使用条件などによ

って着色剤の組成を変える必要

があり、その改良検討を行って

います。また、DICは海外に多

くの関連工場や営業所などを持

っているので、それらへの技術

サービスも重要な仕事であり、

海外に出張する機会に恵まれて

います。

DICには、̀社 員ひとりの個性

を尊重 し、働きがいのある職場

をつくる"と いう経営指針があ

り、フレックスタイムや裁量労

働制の導入、ボランティア休暇

など自由に創造性のある研究開

発ができる体制が整っています。

福利厚生の面では、独身寮、

社宅が各事業所毎にあり、保

養所や契約施設なども全国に

あります。また、テニスやスキ

―など各種サークルがあり、社外試合など積極的に参加 しています。そ

して、事業所対抗試合もあり事業所間の交流も活発に行われています。

そんな和気あいあいとした当社ですが、興味のある方はご―報下さい。
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株式会社竹中工務店
後神 洋介 情幸長エンジエアリング本部

竹中工務店は、1899年 創立、今年でちょうど倉」立loo周 年を迎える

会社です。日本企業の中で、100周 年を迎えた会社は多 くはないと思

いますが、竹中工務店の起源は1610年 に創業 した宮大工であり、倉」業

から数えれば400年 近い歴史を持つことになります。

当社は国内 トップクラスの総合建設業、いわゆるスーパーセネコンの

一社です。その中においても、ルーツである宮大工の棟梁精神を受け継

ぎ「最良の作品を世に遺 し、社会に貢献する」を経営理念とする品質

::::
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重視の姿勢に特徴がありますcそ の事業内容は、オフィス、集合住宅、

店舗、ホテル、医療福祉施設、教育、スポーツレジャー、文化施設、工

場、流通施設、交通施設、エネルギー施設と多岐にわたり、それらの企

画・設計・施工・運用を総合的に手がける、まさにスーパーセネコンで

す。近年の代表作品としては、東宝日比谷ビル、品川プリンスホテル、

東京 ドーム、ナコヤドーム、大阪 ドーム、福岡 ドーム、横浜アリーナ、関

西国際空港などがあげられます。また、上智大学も学生会館にはじまり、

ホフマンホール、10号館、中央図書館、さらにはお隣の上智麹町ビル、

イクナチオ教会などが当社の作品です。

私の所属する情報エンジエアリ

ンク本部は、エンジエアリンググル

ープの一員です。このエンジエアリ

ンググループとは、原子力発電、プ

ラン ト、超高層、免震・制振、情

報 システムなど、各分野の専門家

が集まり、プロジェクトの企画をし

ている部門です。現在の私の業務

は、オフィスのLANやセキュリティ

システム、集合住宅のマルチメディ

アシステム、通信局舎や放送局舎

などの特殊情報 システムの調査・

企画です。

上智大学には建築学科がありま

せんので、セネコンには縁がないよ

うに思われますが、ご紹介 してきた

ように当社の業務範囲は非常に幅

■■■■unm EEm―
l

I 
が広 く、様々な人オオを必要としてい

. 
ます。みなさんの先輩も、例えば建

築材料の研究、構造の物理解析、

建設ロボットの開発、情報システム

の企画設計、スーパーコンピュータ

による解析、CAD・ CGな どの専門

分野で多 くの人が活躍 しています。

研究開発、プロジェク ト企画、設計などの分野で活躍 してくれる後輩

のみなさんをお待ちしていますc

フロフィール

後神 洋介

ごかん ようすけ

1985年 :上智大学理工学部 電気・電子工学科卒

勤 務先 :株式会社竹中工務店  1情報 エンジニア リンク本部

〒1048182 東京都中央区銀臼 211
TEL:03-3542-7100
e ma:gOkan yousuke@takenaka colp



東レ株式会社
上野 新也 基鰯 究所

東レ株式会社は1926年 に東洋レーヨンの社名で、レーヨン繊維の製造会

社として設立され、その後ナイロン繊維 (1951年 生産開始)、 ポリエステ

ル繊維 (1958年 生産開始)の事業化を経て、現在では繊維、フィルム、プ

ラスチック、ケミカルズ、複合材料、医薬 。医療材料、電子情報材料等を

生産する総合化学会社です。また事業領域によっても異なりますが、生産

拠点も米、欧、アジアに日本を加え4極の生産体制を取っており、国際化

も進んでいます。連結決算売上高の約70%が素材製品で占められています

ので東レの社名が皆さんの目に直接触れる機会は少ないと思いますが、最

近では末端商品として、メガネ拭き、家庭用浄水器、ソフトコンタクトレ

ンズなどが皆さんの周りで使用されており、日常的に目にする機会が多く

なっているはずです。

私は入社時から2年 ほど繊維研究所で産業用繊維の研究を行い、その後

現在の基礎研究所に異動しました。

基礎研究所は1962年 に鎌倉に設立され、基礎研究から様々な事業・製

品を送り出してきました。現在は医薬品の研究を中心に行っており、私も

病気で苦しむ患者さんの役に立てる「夢の新薬」を目指し研究を続けてい

ます。医薬 。医療材料は東レの中ではむしろマイナーな分野 (現在、連結

決算売上高の43%)ですが、この機会に東レの医薬について紹介させてい

ただきたいと思います。

東レの医薬品の代表と言えばインターフェロンが上げられます (1986年

製造承認上市)。 様々な検討と多くの労力を経て、世界で最初に天然型の

インターフェロンβを世に出した話は研究所内でも伝説になりつつありま

す。そしてその技術的な基盤は脈絡と継承され、最近ではネコのインター

フェロン等の製品が生まれています (こ れは獣医さんの範疇ですが)。 また、

これらバイオ関連製品だけでなく、生体内に存在する極めて不安定な生埋

活性物質を安定型に変換して経口投与可能な医薬とするなど、高い化学合

成の技術に立脚 した製品も作り出

しています。

基礎研究所は緑豊かな環境で平

均年齢も若 く (私 は既に平均を大

きく越えていますが)、 活発な研究

活動が行われており、内外の機関

との共同研究も盛んです。福利厚

生については寮、社宅、保養所等

の設備はそろうており、労働時間

の短縮も着実に進んでいます。

一般に、医薬品は研究開発に着

手 してから、世に出て患者さんに

使用 してもらうまでには10年以上

かかり、成功確立も5%以下といわ

れています。もちろん最近の薬害

の様な問題を起こさないためには、

厚生省の厳 しい基準をクリアする

だけでなく、研究者としての私た

ちの意識も重要であることは言う

までもありません。当社の企業理念は「わたしたちは新しい価値の創造を

通じて社会に貢献します」であり、医薬品は病気で苦しむ患者さんの生活

を改善するという点においてこの経営理念に合致したやりがいのある仕事

であると考えています。

当社は毎年上智大・短大から新入社員を迎えているようですが、私の

周りでは数少ないのが少々寂しく感じます。当社にご興味がある方は是非

ご連絡下さい。
プロフィール

上野 新也

うえの しんや

1984年 :上智大学大学院理工学研究科

応用化学専攻博士前期課程修了

勤務先 :東 レ株式会社基礎研究所

〒2488555 神奈川県鎌倉市手広1111

TEL:0467‐ 32‐ 2111

e‐ ma‖ :Shinya_Ueno@ntS tOray co ip
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上智大学理工学振興会会員リスト

旭化成工業株式会社

アンテナ技研株式会社

石川島播磨重工業株式会社

カシオ計算機株式会社

カヤバエ業株式会社

株式会社 関電工

株式会社 ケミトックス

国際電気株式会社

コスモ石油株式会社

コンパックコンピユータ株式会社

株式会社 さくら銀行

三機工業株式会社

GE横河メディカルシステム株式会社

清水建設株式会社

昭和シェル石油株式会社

昭和電工株式会社

新日本製鐵株式会社

住友化学工業株式会社

ソニー株式会社

ダイダン株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

大日本印刷株式会社

株式会社 竹中工務店

千代田化工建設株式会社

電気化学工業株式会社

東京エレクトロン株式会社

東京製鐵株式会社

東京電力株式会社

株式会社 東芝

東洋通信機株式会社

東レ株式会社

トヨタ自動車株式会社

長瀬産業株式会社

株式会社 ニコン

日本電気株式会社

日本アイ・ ビー 。エム株式会社

日本光電工業株式会社

日本発条株式会社

日本ヒューレット・パッカード株式会社

株式会社日立製作所

株式会社 富士銀行

株式会社 フジクラ

富士写真フイルム株式会社

富士通株式会社

本田技研工業株式会社

前田建設工業株式会社

松下通信工業株式会社

松下電器産業株式会社

松下電工株式会社

三菱化学株式会社

三菱自動車工業株式会社

三菱重工業株式会社

三菱商事株式会社

* 三菱電機株式会社

株式会社 明電舎

安田火災海上保険株式会社

株式会社 山武 藤沢工場

ヤマハ発動機株式会社

雪印乳業株式会社

横河電機株式会社

1999年 1月 31日 現在

法人会員59社/費助会員 1社 /個人会員181名

(50音 順)*印・幹事企業

*

*

*

*

*

*

*

*

＊

　

　

＊

上智大学理工学振興会個人新入会員リスト0998年4月引999年 3月入剣

相澤 守

杉山 徹

荒井隆行

曽我部潔

岡田 勲

炭 親良

川端 亮   小駒益弘

嘩道佳明   西堀俊幸

坂本治久

野村一郎

笹岡健三

平田 均 (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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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。

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 とご協力に支えらオしています。現

在、理工学振興会奨学金 を受ける大学院生は年F151人ですが、年々大学院への進学率が高まる中、

人でも多くの学生に奨学金を給付 し、優秀な人14を 21陛紀の社会に送 り出 したいと考 えています。

また、その他の活動 もますます盛んにし、会員の皆様 と相′1コ ミュニケーションを緊密にしていきた

いと念 じておりますc

当理 l: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 :―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 徊口でも結構です)

●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。また、法人会員企業に所属の方は、上智大学

'1工

学部が開講 しております総合講座へ無お|で出

ll iす ることができますc

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オllゴ幸いです。詳 しくは事務局へお問い合せくだ

さいc

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

ホームベージ :http:〃 www.me.sophia.ac.ip/～ SCitech/

本サイテツクも本号で10号 となりましたc10号 を記念 し、特集として理工学部

物理学科・教授伊藤直紀先生 (宇 宙物理学)に 「人間の時、宇宙の時」という題

目で「時間について」解説してI頁 きました。この特集は21世紀に向けて、夢とロマ

ンを与えるにふさわしく、また大変興味深く、ご寄稿に対しおネし申し上げます。ま

た表紙の銀河団写真のご提供に、重ねてお礼申し上げます。

さて、この会報の目的は、振興会会員の皆様と理工学部の教職員・学生との相

互コミュニケーションにあります。皆様からのご意見を頂き、これからも振興会の

活動をさらに充実させて、会員企業との共同体制の推進、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

よろしくお願い致します。

最後に本号の企画編集には大日本印刷 (株 )の藤田さん、小金沢さん、事務局

の茅原さん、佐瀬さんの労に負うところが大きいことを付言己させていただきます。

なお、事務局の茅原正子さんは1998年 12月 末でおやめになりました。茅原正子

さんは5年間、上智大学理工学振興会発展のために尽くされ、特に本サイテック

の編集事務関係には大変お世話になりました。この場をお借りして、これまでの

ご努力と熱意に感謝すると共に、今後の茅原正子さんのご健康とご発展をお祈り

申し上げます。

●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 (上智大学名誉教授)

岡部真幸 機械工学科助教授)

下村和彦 (電 気・電子工学科助教授 )

校田健― (数学科教授)

江馬―弘 (物理学科助教授)

酒泉武志 《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

”
仕
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