


〈会長あいさつ〉

理工学研究の強化を目指して

上智大学理工学振興会は、発足以来約 3年を経過し、会員企業の皆さまのご支援とご協力を得て、その

活動は順調に進んでおります。

我国の大学を取りまく情勢に大きな変動が訪れつつある中、昭和62年に設置された大学審議会は、文部

大臣に対して昭和63年 12月、「大学院制度の弾力化について」の答申を行いました。答中は、個々の大学が

主体的にその教育研究活動の質的充実に取り組むことによる大学改革の必要性を指摘し、平成 5年度以降

の実現を求めています。その中で答申は、「生涯学習の場としての機能の整備が必要」であり、「教員につい

ても積極的に社会の各界から人材を受け入れていくことが、大学院の高度化、活性化に資する」と、提言

しております。この提言の目指すところは、まさに_L智大学理工学振興会の目指すところでもあります。

答申が大学院に期待されるとする「高度の研究能力を持つ研究者の育成について、従来にもまして重要な

役割」を上智大学理工学部が果たし得るように、産学の交流と協力体制の強化を進めることもまた、理工

学振興会の大きな目標であります。

お陰様で、昨年度は大学院博士前期後期課程の学生への奨学金に加えて、理工学部教員への研究助成の

一環として海外渡航援助を開始致しました。また、産業界との協力体制の強化の一環として始めた連続講

演会「科学技術と地球環境問題」も第 4回を終え、現在第 5回の準備が進んでおります。更に昨年度は、

活動の拡充を目指して、企業並びに個人からの寄付金の受付を開始しました。本年度は、理工学部OB及

び教員をはじめとする個人を対象に、個人会員制度を発足させると共に、産業界からのご要望に応えるこ

とにも一層の活動を進める予定であります。

理工学振興会はこの会報を通して、振興会の活動状況、上智大学理工学部の

目指しているものは何かなどを法人会員の皆さまにご理解いただき、一方では、

各企業においてどのようなことが行われているかを、理工学部教員学生諸君に

広報していきたいと願つております。会員の皆様方に、一層のご理解とご協力

をお願い申し上げます。

上智大学理工学振興会会長 森 脇 隆 夫
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〔表紙 写真説明〕
「疲労破壊 の割 れ形態」

実用材料の中で最高の強度を有するマルエージ

ング鋼の疲労破壊の被面写真である。疲労き裂進

展初期において、組織の最小単位である板状のラ

スマルテンサイトの境界に沿った割れを呈してい

る。組織対応の割れ形態が解明されるとともに、

ラスマルテンサイ トの3次元形状が明らかにされ

た写真の中の一枚である。撮影は本学の電顕セン

ターの走査電子顕微鏡を用いて行われ、撮影者は

機械工学専攻の野瀬哲郎君 (現在、新日本製鐵卿

先端技術研究所に勤務)である。
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匡機械工学科∃

教授  林邦夫

助教授 末益博志

①複合材料構造

②薄肉構造の座屈および振動

③薄肉構造物のランダム振動と衝撃応答

教授  岡村秀勇

助教授 曽我部潔

①マトリクス法によるクランクシャフトのねじり。曲げ・縦振動の解析

②機器・配管系の耐震設計

③エンジン騒音の発生機構とその制御

教授  五味努

講師  吉田正武

①内燃機関における熱伝達の研究

②燃焼空燃比および吸入空気量の計測法

③内燃機関のサイクル論

授

授

教

教

高橋浩爾

池尾茂

①流線座標による流れの画像処理と解析

②油圧サーボ系の適応制御

③油圧システムのシミュレーション

授

授

教

教

助

福田理一

清水伸二

①工作機械構造要素の振動特性

②新素材の精密加工特性の解明と加工用機械の開発

③工作機械における結合技術の開発

教授  田村捷利

助教授 武藤康彦

講師  笹川徹史

①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

③H∞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

授

授

教

教

助

大久保忠恒

野末章

①チタン合金の破壊特性改善に関する研究

②粉末成形した先端材料の力学特性の評価

③先端材料の破壊過程の電子顕微鏡内でのその場観察と画像処理

教授 鈴木誠道 ①輸送システム・生産システムの計画と解析

②数理計画法(含グラフ・ネットワーク理論)



E電気・電子工学科∃

教授 金東海 パワーエレク トロニクスと制御

教授 R.デ ィーターズ 計算機ネッ トワーク

教授 金井寛 医用生体工学、電気応用計測

教授 加藤誠已 画像。CG・ 音声。ニューロ・AI・ ファジィ

教授 岸野克巳 半導体 レーザ、光量子・光集積デバイス

教授 中山淑 医用超音波工学、宇宙医学

教授 野村卓也 無線通信における伝搬の影響、マイクロ波伝搬

教授 小関健 光通信 。光回路・ 非線形光学

教授 庄野克房 集積回路に関する研究

教授 田中術 シリコン網膜に関する研究

教授 吉田裕一 音声認識

助教授 川中彰 画像情報処理

助教授 田中昌司 Computational Neuroscience

講師 下村和彦 量子機能デバイス

講師 高尾智明 超伝導工学

講師 酒本勝之 医用生体工学



匡数学科∃

教授 岩堀長慶 リー群。リー環の表現論 と組み合わせ理論の相関性

教授 金行lll二 階別 リー環に伴 う幾何学

教授  加藤昌英 特殊な領域を含むコンパク ト複素多様体

教授  森本光生 数式処理システムによる解析学

教授 長野正 対称空間に関する研究

教授 大内忠 複素領域における偏微分方程式

教授  高橋濃司 ユニタリー表現論

教授  和田秀男 コンピュータによる整数論

教授 横沼健雄 群 とリー環

助教授 彼田健― 代数群 と有限群の表現

助教授 谷口肇 η―不変量

助教授 内山康一 微分方程式の漸近的方法による研究

講師 田原秀敏 特異点をもつ偏微分方程式の研究

E物理学科ヨ

教授  藤井昭彦 原子核物理学に関する理論的研究

教授 伊藤直紀 宇宙物理学に関する理論的研究

教授 松山定彦 素粒子物理学に関する理論的研究

助教授 関根智幸 光物性および固体物理学に関する実験的研究

助教授 清水文子 レーザーおよび量子エレク トロニクス

助教授 清水清孝 原子核物理学に関する理論的研究

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

講 師 L。 ボーステン 物理計測学

講師 笠耐 物理教育

講師 脇谷一義 原子分子物理学に関する実験的研究



匡化学科∃

教授  秋山武夫 有機光化学、有機金属錯体の合成・構造。物性。反応

神野博 燃焼の化学と工学

木下員喜雄 金属酸化物、金属 リン酸塩などの粉体の合成 とセラミックスヘの応用

教授 結晶質および非品質チタン(Ⅳ)含有複 リン酸塩粉体の合成 と応用

教授  栗栖安彦 複合試剤を用いる炭素―炭素結合生成

教授  向田政男 酸素原子を配位する高原子価錯体研究

教授  緒方直哉 高機能性高分子材料の合成と性能評価

大橋修 分子構造

讃井浩平 新 しい重縮合反応および機能性高分子に関する研究

教授  佐藤弦 金属錯体の電気化学反応および溶液内反応

教授  瀬川幸一 高機能性触媒の設計 と触媒化学に関する研究

教授  清水都夫 金属錯体の合成および電子移動反応

教授  杉森彰 有機光化学、有機金属錯体の合成。構造。物性。反応

教授  土屋隆英 タンパク質の働 きに関する研究

教授  山ロー郎 分子分光による分子構造、反応初期過程の研究

助教授 FS.ハウエル 溶融塩の電気的性質

助教授 猪俣忠昭 炭化水素の着火反応

助教授 田宮徹 毒タンパク質の遺伝子に関する研究

助教授 大井隆夫 同位体化学・地球化学

池内温子 金属錯体の溶液化学

講師  恩田正雄 FTマ イクロ波分光による反応中間体の構造

講師  酒泉武志 不安定分子種の分子構造

梶谷正次 有機光化学、有機金属錯体の合成 。構造・物性・反応

小駒益弘 低温プラズマによる膜生成及び表面処理

笏 鸞



E一般科学研究室∃

教授 斎藤真一 フローインジェクション分析

教授 竹内俊夫 アミノ酸を配位子とする金属錯体

助教授 伊藤潔 定性推論によるボ トルネック診断

助教授 久保俊之 魚類の細胞遺伝学

助教授 田中大 電子 ビームによる原子・分子・固体表面

E生命科学研究所∃

教授 青木清 動物行動発現に関する神経生物学的研究

教授 度川秀夫 DNA複製に関する分子遺伝学的研究

教授 堀内四郎 両生類の変態と細胞崩壊に関する研究

教授 北原隆 人間と動物の行動の比較

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

教授 山上健次郎 孵化機構 と卵形成

助教授 井内一郎 魚類の発生過程におけるヘモグロビン

助教授 乗越皓司 霊長類の社会構造の進化に関する研究

助教授 牧野修 DNA組換えに関する酵素・蛋白質の構造 と機能

講 師 小林健一郎 両生類変態の生化学





機械力学講座 機械工学科

<参考文献>
1車両用高速 エ ンジ ンの ク ランク

軸系振 動 に起因す るエ ンジ ン騒

音の解析 事例 につ いて、岡村 秀

勇、 自動車技術 会 シ ンポ ジウム

「最近の振動騒音解析・改善技術」

論文集 (99 1),pp 9 28
2 A Dynamic Stiffness Matr x

Approach to the Analysis of Three

―Dimens onal Vibrations of Auto‐

mob e Engine Crankshafts, H

Okamura et al, ASME Vhice
Noise, NCA― Vo1  9(199011), pp

47-58

3材料の動特性 と防振 。制振性 能、

佐藤美洋、日本 ゴム協会誌、64巻

2号 (199)、 pp 741 751

4数値積分法の特性評価、曽我部潔

他、日本機械学会論文集、56巻527

号 (1990)、 pp 1712 1718.

5 Applcation of Energy Concept to

the Analys s of Optimum Operaung

Conditions of Solar Heat Conec_

tors,H Okamura etal,ASME,J Of

Solar Energy, Vol  109, pp 337-

342

我 の々身の回りには、振動や音に関することが

多くあります。私達の講座では、機械や建物等を

対象に、それらの振動や騒音に関する問題を機

械力学的見地から研究しています。

ここでは、これらの研究のいくつかについて簡

単に紹介します。

◎ 自動車用エンジンの振動・騒音の発生

機構と伝達経路の解 明およびその制御

自動車はエンジン内部のガス爆発による動

力で動きますが、これにより振動や騒音が発

生し、これが自動車の車体や車外に伝達され、

我々に振動や騒音となって不快感を与えます。

したがって、これらの振動や騒音を少なく

するためには、これらがどのようにして発生

するかという発生機構と、これがどのような

経路で伝わるかという伝達経路を解明し、そ

れらを適切に制御することが重要になります。

特に、最近の自動車では、軽量化のために

各部分の剛性が低下し、振動が出やす くなっ

ています。

本研究室では、周波数分析器による実験や

有限要素法等による解析により、これらの解

明を行っています。

③自動車用エンジンのクランク軸の振動解析

上のような研究の結果、自動車のエンジン

による振動や騒音には、クランク軸の振動が

大きく影響することが分かりました。 したが

って、このテーマについてはかなり詳 しく研

究を行っています。

クランク軸の振動解析では、一般的に有限

要素法が用いられておりますが、この方法で

は計算機に入力するための手間や計算時間が

膨大になり経済的にも大変になります。

そこで、本研究室では、クランク軸を少な

い数の棒や板でモデル化し、動剛性行列法を

用いる方法を提案し、研究を行っております。

本方法を用いると、モデルは非常に直観的で

分かりやすい上に、計算時間も大幅に短縮さ

れます。

◎防振材料の振動特性の解明と減衰装

置の最適設計

上で示したような振動や騒音を低減させる

ためには、防振材を含む減衰装置を取り付け

るのが非常に有効です。

しかし、これらに用いられる防振材の振動

特性は、未だに十分知られておりません。し

たがって、本テーマでは、まず防振材の振動

特性を解明し、さらにその特性を用いて最適

な減衰装置を設計するための方法について研

究しています。

対象とする防振材は、 2～ 3年前までは防

振ゴムがほとんどでしたが、最近ではシリコ

ンゲルなどの新素材も使われるようになって

きました。

◎液体貯槽・ 機器・ 配管 系の耐震設計

我国は地震国です。したがって、建物や機

器や配管等は地震に耐えられるように設計 し

なければなりません。

本研究室では、液体貯槽や機器・配管系を

中心に、これらのものが地震に耐えられるよ

うにするためにはどのようにすればよいかに

ついて研究を行っています。

◎数値積分法の特性評価

上のような研究を遂行する上では、例えば

地震動に対する建物のゆれのように、ある入

力に対する対象物の応答を求めることが重要

になります。そのためには、汎用的な方法と

して、数値積分法がよく用いられます。

しかし、これらの方法で計算した応答には

どの くらい誤差が含まれているのかといった

基礎的な特性に関しては、未だ十分に知られ

ていません。

そこで、これらの特性を評価する方法を提

案し、これを用いて各種数値積分法の特性を

評価 し、実際の応答計算で適切に数値積分法

を用いる方法の提案を行っています。

本研究室では、このような振動・騒音を解

析するための方法に関する基礎的な研究も行

っています。

◎ソーラーシステムの最適設計

ソーラーエネルギーは無尽蔵できれいなエ

ネルギーの代表として、多方面から注目を集

めていますが、現状では、設備の投資が比較

的高価な上、太陽熱を利用する際の効率があ

まり高 くないので、一般的にはそれほど多 く

用いられておりません。

しかし、石油などの現在安価な燃料にも限

りがあることが知られてくるにつれ、ソーラ

ーエネルギーの利用が再度注目されています。

本研究室では、20年位前からソーラーエネ

ルギー利用に関する研究を続けておりますが、

最近では上のような観点から、ソーラーシス

テムの最適設計を行うための研究を行ってい

ます。その成果は、上智大学の中央図書館の

ソーラーシステムにも反映されています。



パワーエレクトロニクス研究室 電気・電子工学科
東海 助手 :神谷利雄 助手 :中野 求

◎ 電 力工学と電子工学の融合

20世紀の最大の発明の一つである半導体技

術およびその産物である半導体のデバイスの

誕生以来、著 しい発展を遂げています。その

成果は我々大電力を扱う者にもいろいろの新

しい道具を提供 して くれています。各種すば

らしいパワーデバイス (電力用の半導体開閉

素子)のみならず、制御用の高度の電子回路

部品、高速度の演算機能を持ったDSP(Digi_

tal S:gnal Processor)、 高性能の計測装置な

ど枚挙にいとまがありません。それによって、

大きな電流の流れも小さな電気信号によって

自由にコン トロールできるようになり、いろ

いろの分野で応用できます。パワーエレクト

ロニクスという造語が30年 ほど前に世に現れ

ましたが、正に電力工学と電子工学の融合で

あり、わが研究室も電力と電子の両分野に跨

る研究を行っております。

◎インバータとコンバータの研究

電気機器あるいは設備の作動に、自由に電

源の周波数や電圧の調節・制御を可能とする

ことを要するケースが多々あります。直流電

力を交流電力に変換する装置としてのインバ

ータ、交流電力を直流あるいは他の形態の交

流電力に変換する装置としてのコンバータな

どがありますが、パワーデバイスの組合せに

よってそれらを構成 しております。その際、

回路構成の仕方、あるいは制御の仕方などに

おいて多 くの問題が解決されなければなりま

せん。その仕事が、当研究室の研究の柱の一

つであります。

◎現代制御理論によるモータ制御

20年 ほど前にほぼ完成された現代制御理論

が最近になってやっと産業界で実用化の動き

が盛んになってきております。これは、高速

演算素子DSPの 普及に負うところが大きい

と思います。一方、電動機の代表格でもある

誘導電動機はパワーエレク トロニクスの発達

により、定速度モータの呪縛より脱却 し、今

やサーボモータを含むあらゆる分野で高性能

の可変速モータとして君臨しています。にも

かかわらず、その性能は今でも絶えず高めら

れております。最近、現代制御理論とモータ

制御を結びつけた研究がいろいろと盛んに行

われ、新 しい技術的展開を見せています。本

研究室もモデル規範適応オブザーバを用いて

誘導機の速度センサレス・ベクトル制御の研

究に力を入れ、研究の柱の一つとしています。

本研究は高度の制御理論の理解と駆使から

始め、DSPを 含むマイクロ・コンピュータ

回路、制御用電子回路ならびにパワーエレク

● ■

■

トロニクス回路の設計製作、最後に電動機駆

動システムの構成に至る一連の学問と技術を

必要とします。教育的見地から見て、電力工

学と電子工学の両分野に精通 し、ハー ドウエ

アとソフトウエアの両面に強いエンジエアの

養成に、本研究の遂行は極めて有効であると

考えております。

◎太陽光発電システムの研究

最近、世の中は環境に対する関心が非常に

高まっています。21世紀に向けて人類の生存

を考える際、避けて通れない問題であること

はみなさんが知っています。わが研究室でも、

クリーンエネルギーの有効利用の一端に寄与

できると考えて、家庭用小規模の太陽光発電

システムの研究を開始しました。研究の目的

は家庭における電力利用の特徴に合わせたシ

ステムの構成と実証に置いております。わが

研究室が得意とするパワーエレクトロニクス

技術と制御技術を使つてその目的達成を目指

します。

都心のこのような場所で、太陽光発電の研

究の条件があるということは誠に幸いであり、

今後、研究の一つの柱に育てていきたいと考

えております。

“
Lヽ

■ ■ ■
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微分幾何学 数学科
教授 :長野 正

鷲 見 員 喜 子 (博士後期課程 3年生):長 野教授いわく共同研究者

現代数学は直接には

理論物理の最先端、量

子場あるいは超弦理論

くらいとしか繋がって

いないので、私の研究

の簡単な説明の後に数

学科の教育に何を期待

できるかを考えてみた

い。その方が読者の興

味に合うかも知れない

し、現在数学科でカリ

キュラムを見直し中な

ので適切かとも思う。

0私の研究

対象は対称空間である。

対称空間はユークリッ

ド空間や球面のように各点に点対称が対応 し

ている空間で、次元はいくらでも高いのがあ

るし球面より複雑に曲がりくねっているのが

普通だが、何と言っても高度の対称性の存在

は際立った特色で幾何学でも数学全体の中で

も基本的なものである。その対称空間の構造

を調べている。基礎構造の理論の有効性を諸

種の実験 (応用)に よって確かめつつある。

それには対称空間相互の関係 (写像)の研究

が絶好の機縁を提供 している :調 和写像、

Yang一 MIIls場 など。写像の研究には曲線の長

さのような積分あるいは作用積分に対する最

′てて≡牙フ   何撃
T聾醤

は 、 似 分 幾

|に トポロジ

ー (位相幾何学)や群

論や偏微分方程式を主

%             

する解析学を総合的

に駆使する

まで役立つことは稀であろう。しかし一歩深

く掘り下げれば、数学教育で身につけた能力

(個 々の知識でなく力)が役立つことは考えら

れよう。先ず心理学で言 う転移が思い浮か

ぶ ;ピアノを学べばバイオリンの練習に役立

つ、など。いわゆる数学的思考は広い範囲で

役立つであろう。それは数量的な情報に対 し

てだけでなく、黒自のはっきりした、または

意味を失わずに黒白をはっきりさせ得る情報、

―般の取扱いに有効なはずである。数学科の

講義、演習、セミナーにおいては、情報収集

能力(学 習能力、理解能力を含めて)、 情報の

分析および検証 (証明)能力、本質的なもの

を見抜き枝葉末節を捨てる能力、コミュニケ

ーション (正確かつ明快に説明する、またそ

のように情報を受けて理解する)能力、さら

に問題解決能力を高めるのが、大切な目標に

なっている。これらは数学研究にも肝要な能

力である。大きな問題に対 し高度の決定を下

すには、関連する情報を集めその価値や相互

関係を分析し、その上で複数の解決案を作り

比較検討 して最終案に達 し、さらにその最終

案を慎重に吟味 し、最後にその実現のために

人々を説得するといった知的作業が必要であ

ろう。このような能力は生産技術の場に留ま

らず管理やその他の企業活動あるいは研究活

動の場においても必要であり重要でもあろう。

激 しい国際競争の中でもそれぞれに十分な活

躍ができるよう基本的な能力を伸ばすことに

努めたい。

数学科のこのような教育目標が現実に成果

を挙げているかどうかの実証的資料はまだ乏

しい ;数学科の卒業生が社会の広範な分野に

進出するようになったのは近年のことである。

各方面での実績を集めてそれを見ながら教育

を改良し続けねばならない。大方の御理解と

御協力が得られれば幸いである。



理論物理学研究室 物理学科

理論研究室は、 4名 の教員と学術振興会奨

励研究員の有馬正樹および大学院生 9名、卒

研生11名 が在籍 し、素粒子論、場の理論、宇

宙物理学、原子核物理学に関する理論的な研

究を行っています。教員の専門分野には多少

の違いがあるのでここではそれぞれの研究に

ついて紹介します。

(藤井研究室〕

素粒子反応はπ中間子や K中 間子の様な強

い相互作用から、ミューオンやニュー トリノ

の様な弱い相互作用に及んでいます。その中

で私たちは特にミューオンに興味をもってい

ます。ミューオンは「重い電子」の性質を持

ち、核物理学にとって有用な試験体です。電

子の代わりにミューオンを置き換えたミュー

オン原子は、ミューオンが電子よりも原子核

に近接するため、遷移 X線のエネルギーや強

度から、原子核の電荷や磁気能率の分布をよ

り詳細に矢口ることができます。これはまた非

破壊検査の一方法として、生体や物性科学ヘ

の応用が期待されています。ミューオンは原

子核に吸収されてニュー トリノに変わるわけ

ですが、この捕獲過程を核構造と結びつける

理論を展開することは私たちの研究室の主要

テーマの一つです。またこの過程の逆反応は

ニュー トリノの検出装置の基礎過程として、

最近、粒子天文学の分野で注目を集めていま

す。

(松山研究室〕

私の表看板は場の量子論です。30年位前ま

では場の量子論と素粒子論とは殆ど同義語で

した。 しかし、その後、それまで素粒子と思

われていた粒子にも構造があることがわかっ

て来たので、素粒子論は場の理論だけでは理

解出来なくなり、素粒子のモデルの問題が重

要になって来ました。従って私たちの研究室

も素粒子のモデルと、それに関連した問題に

関わるようになって来ました。なお、量子力

学の基本的な問題にも、絶えず関心を持って

研究しております。

(伊藤研究室〕

私たちの研究室では宇宙物理学の理論的研

究、特に素粒子物理学、原子核物理学、プラ

ズマ物理学の観点に基づいた宇宙物理学の研

究を行っています。宇宙の中には中性子星と

呼ばれる極度に高密度の天体が存在していま

す。この天体の中心部の密度は、 1立方セン

チあたり10億 トンにも達する超高密度になっ

ています。このような天体の研究は、素粒子

物理学や原子核物理学を駆使 して行われなけ

ればなりません。また、ニュー トリノと呼ば

れる、物質との相互作用が極端に弱い素粒子

がありますが、このニュー トリノは高温高密

度の恒星の内部で大量につ くられて、恒星を

冷却する働きをします。恒星内部におけるニ

ュー トリノ発生の研究に関して、幸いにも私

たちの研究室の研究成果が標準的な文献とし

て定着するようになりました。この他にも、

恒星内部における核反応の研究をはじめ、宇

宙物理学の基礎的諸問題の研究に私たちはと

り組んでいます。

(清水研究室〕

原子核を構成 している核子も実はクォーク

と呼ばれる、より基本的な素粒子の複合系で

あることがわかってきました。例えば陽子や

中性子はuと dと呼ばれる 2種類のクォーク

3個から構成されており、ラムダやシグマ粒

子はその内の 1個が Sク ォークに代わった粒

子です。クォーク間に働 く力はグルーオンと

呼ばれる粒子が媒介しており、クォーク・グ

ルーオン系を記述する力学は「量子色力学」

と呼ばれています。最近、この量子色力学に

基づくクォーク模型により、u、 d、 sが各々

2個ずつで合計 6個のクォークで出来た「H

粒子」と呼ばれる状態が理論的に予言され話

題になっています。また実験的にも、筑波に

ある高エネルギー研究所をはじめ米国や欧州

の研究所でH粒子の探求が精力的に行われて

います。私の研究室ではH粒子の性質や原子

核との間の相互作用に関するより詳 しい計算、

またH粒子の存在が原子核物理に及ぼす影響

について詳細な研究を行っています。
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無機工業化学研究室
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教授 :木下員喜雄 教授 :岸岡 昭

助手:板谷清司 宮本ユタカ

近年、金属材料、セラミック材料、高分子

材料などの先端材料の発展には目ざましいも

のがあります。とくに、セラミック材料の発

展は超伝導酸化物のような新化合物による場

合もありますが、その原料である粉体の新 し

い合成法やそれらによって合成された粉体の

性状たとえば高純度、超微粉、粒子形態など

に負うところが大きいと思います。

私たちの研究室では、セラミック化学とリ

ン酸塩化学の二つの分野で、粉体、セラミッ

クス、ガラスなどを対象として以下に述べる

ような材料化学的研究を行っています。

③セラミックス

聞き慣れた言葉で、ご存じと思いますが、

セラミックスとは日本語では窯業製品のこと

で、窯炉で高温で焼成することによってつく

られる無機材料のことを意味しています。

陶磁器のように天然原料を用いる伝統的セ

ラミックスに対 して、ニューセラミックスは

調整された高純度の原料粉体を成形し、焼結

させてつ くられます。ここで焼結とは簡単に

いえば粉体を焼固めて機械的強度を増強させ

る現象です。ニューセラミックスはつぎの三

つに大別されます。

1)電子・磁気・光学セラミックス、 2)

構造用セラミックス、 3)バ イオセラミック

スであり、これらの中で性質に応じた名称た

とえば絶縁性セラミックス、耐熱1生 セラミッ

クス、骨材代替セラミックスなどと呼ばれて

います。

ニューセラミックスでは、高い強度や電磁

気的性質をはじめとする種々の機能が要求さ

れるため、人工の原料粉体が使用されます。

そのため私たちの研究室では、種々の原料粉

体の合成法や合成 した粉体の焼結性と焼結体

(セ ラミックス)の性質についての研究を主要

なテーマとしています。

③粉体の合成と焼 結性

セラミックス製造プロセスでは、粉体の充

キヽ

化学科
Scott Howell

填性、成形性、反応性、焼結性などが問題と

なります。これらのどの性質も粉体の粒子形

態 (大 きさと形)に特に大きく影響を受けま

す。また粉体の純度 (含有する不純物の種類

と量)も焼結体の性能を大きく支配 します。

最近では、たとえば純度999%以上で大きさ

lμ m以下 (サ ブミクロン)の酸化マグネシウ

ム粉体や酸化カルシウム粉体が工業的規模で

生産されるようになっています。

私たちの研究室では、約10年間にわたって

サブミクロンの粉体およびその焼結性を詳細

に調べ、従来の粉体の焼結挙動とかなり異な

ることや極めて焼結しやすく(易焼結性)、 高

密度の焼結体が得られることを明らかにして

きました。また、粉体の粒子形態は製造履歴

によって決まりますから、新規な合成法の開

発や従来法の合成条件の検討も重要な課題で

す。研究している合成法は均―沈澱法、水熱

法、ゾルーゲル法、凍結乾燥法、噴霧熱分解

法、気相化学析出法 (CVD法 )な どです。

これらの合成法によって、1991年 度の場合で

は、低熱膨張性の易焼結性チタン含有複 リン

酸塩、繊維状およびウイスカー状の炭酸水酸

アパタイ ト、中空球状の水酸アパタイ ト、球

状 リン酸アルミニウム、サブミクロンの窒化

アルミユウム、窒化マグネシウム、酸化ジル

コニウム、ムライ トなどの粉体を合成し、各

粉体の性状評価と焼結性や焼結体の性質に関

する研究を行っています。

当研究室の構成は、表記の教員と大学院生

7名、学部 4年生10名 からなり、学生一人ひ

とりが独立したテーマを持って研究を進めて

います。新 しい合成装置も教員と学生とで知

恵を出し合つて設計・製作をしており、装置

に組み込む電気炉の作製、電子回路のハンダ

付けや秋葉原での電子部品の買い付けなど化

学の実験とはまた違った仕事をするのも研究

室の特色のひとつとなっています。自分で製

作 した装置で粉体がはじめて合成できたとき

の喜びは格別なものがあり、合成装置の製作

は学生たちの研究意欲を高めるのに役立って

います。



情報科学部門 ―般科学研究室
助教授 :伊藤 潔

情報科学部門は1984年 度に発足し、教育面で

は、文系学生への情報科学の講義を専任の1

名と兼任の 4名で行っています。また理工学部機

械工学科や同大学院の専門教育として計算機

工学の講義も行っています。研究面では、機械工

学科からの卒研生や院生の 7～ 8名 が情報工

学に近いテーマで研究を行っています。  |

◎ 基本的な視点         |

基本的な視点を、問題の分析・問題を解く処

理手順の設計・計算機を使ったシステム化の方

法という情報処理の基礎的な考え方の教育と研

究に置きます。どうすれば機能的に達成できるの

か、ユーザは使いやすいのか、時間や資源を

無駄にしないで済むのかが必要です。プログラミ

ングやパッケージの習熟ではありません。この一

見自明と思われるシステム化の方法の習得は実

は平易ではありません。

教育面としての講義では、この視点から、個々

の専門の中で情報処理を行う可能性のある人達

に、読み書き算盤の能力以上に、システムとして

計算機を活用させようとします。講義の目的はユ

ーザ教育やプログラミング指導ではありません。

院生もインストラクタとして参画してこの感覚を

身につけようとしています。

研究面も上と同じ視点です。ソフトウェアエ学

やシステムエ学が基礎となり、様々なモデルの適

用可能性・限界・使い道と、システムのわかる人

の養成を目的とします。この視点に基づいて、学

生は最先端のテーマの研究を進めます。理工学

部に多い、チームの形態で研究を行います。初め

は教員が学生にテーマの基礎事項や研究の進

め方を教えますが、徐々に彼らとの共同研究の形

態に進みます。時間的な拘束や制約をできるだ

け排除して自主性に任せることにしています。

このような視点から以下に示すテニマの研究

を進めています。

◎モデル

`じ

とシミ三レーション   .  ―

.並行システムは、多くの自律的な構成要素か

ら成り、必要に応じてこれらの間で信号やメッセ
ニジ等

～
送学す.る

システムです。このようなンネ.

テムは世の中に数多く存在し、その性能を分析す

0ためのモデルとして,待ち行列ネット7■クやベ

トリネット等があります。モデル化や分析の方法論

を、具体的な対象システムに対すなシミユレニショ

:仄、矯
『

|   |
界も探るようにしています。

◎エキスバートシステム  |

動的なシステムの改善や不ケジューリングを厳

密に行おうとすると、複雑な数式処理や数値計

算が必要で計算量も多くなります。また、汎用的

ではない近似モデルや近似解法を用いることも

ありますが、現実から遊離してしまう事もあります。

このため、専門家は、種々の解法を巧みに組み合

わせたり直観的な経験則や知識を用いています8

エキスパートシステムはこのような経験則や知識

を計算機プログラムとして実現したものです。待 ‐

ち行列ネットワークに対する性能改善エキスパー ‐

トシステムや石油出荷ヤードのためのスケジュー

リングエキスパートシステムを研究開発していま

す。特に前者では定性推論法を活用し、ネットワ

ークの挙動について、数少ないパラメータ間の因 |

果関係でモデル化し、数少ない定性式で説明や

推論を行う方法を独自に開発しています。

◎三面 図からの物体の 自動合成

工業図面の基礎となる三面図から物体の自

動合成を行う研究を行っています。ワイヤフレー

ムモデルやサーフィスモデルを最初に自動合成

します。この際に、虚頂点、虚稜線、虚面も合成

され、これらを除去する2つの方法があります。要

素のつながりや幾何学的な情報の規則を手続き

として組み込んだ探索プログラムで行う方法と、

それらの規則を代数的に立式しこれを汎用の代

数解法で解く方法です。両方を研究。開発しまし

たが、特に後者は他の研究機関ではとられてい

ない独自の方法です。曲面物体を対象とする方

法も最近開発しました。

◎ソフトウェアエ 学とプロトタイビング技 術

ソフトウェアエ学は、開発フェーズを明確に分

離して確実に作業を進め仕様の誤りによる大き

な後戻りをなくそうとするものです。要求分析。設

計・インプリメンテーシヨンに分けて、ユーザや

発注者の意図を漏れなく正確に把握したり、ソフ

トウェアの内部の実現方式や実行方式などを確

定して、以降には誤りや曖昧さを伝えないよう,に し

ま■ |.のために、碑々の静的な仕様化技術と、ソ

フトゥェラの動きを人に見せる動的なプロトタイレ

グ手法が有効です。  |・ 1 ‐

ソフトウェアエ学はその意義を実感することが

容易ではないため、学生にとっては、上の他の研

容‐奮■成すぅン
4務品

を効率
撃析『見霧「菫

含レ0ルでの研究グループ活動、公的な機関や

△業とあ共同研究、更にはドイツの研究者との国

際共同研究として教員が行っています。この成果

を卒研生や院生にできるだけ伝えることにしてい

ます。

(c)Surface representat On
of sOlution

<文献>
・伊藤潔 他 :「 ソフトウェア開発の

ためのプロトタイビングツール」、啓

学出版、 (987)。

・伊藤潔 他 :プ ロトタィビング支援

ツール、情報処理 学会会誌、Vd

30′ No 4,pp 387-395,(989)。

・伊藤潔 :二 面図からのソリンドモデ

ルの構成―― 主 として多面 体 を対

象として一一、情報処理学会会誌

Vo131 No 8,pp 1095-|106,( 990)。

・伊藤潔  他 :定性推論のパラメー

タチューニングヘの応用、情報処理

学 会 会 誌、 Vd 32,No 2,pp 26

136(99)。

・高橋正充、伊藤潔 :擬似ブール代

数解法による三面図からの曲面物

体の 自動合成、情報処理学会論文

言志、 Vo1 32, No 6,pp ′40-748,

(199)。

(a) Input orthograghic views

´

―

ヽ



神経化学部門 生命科学研究所
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｀
Dicade of the Brain″ 。1990年 の年頭教書

でアメリカ大統領は90年 からの10年間を脳の

科学に国を挙げて取り組もうと、このように

宣言しました。未だ未知の部分が多いだけに、

脳の科学は自然科学の中で最も魅力的な領域

の一つであることは誰も否定 しないでしょう。

ヒトの脳はおよそ1012個 といわれる神経細胞

(ニ ューロン)間の連絡網で形成され、シナプ

スを介 したニューロン間のシグナル伝達によ

って働いている器官です。神経化学 (ま たは

神経生化学)はいわゆる神経科学と呼ばれる

広い学問領域の中の一つの領域で、ニューロ

ンの働きの物質的あるいは生化学的背景を研

究する分野です。さて、その神経化学の中で

当研究部門は、シナプス伝達の生化学を大き

な研究課題としています。

◎伝達物質放 出の分子機構

個々のニューロン内では情報は電気的シグ

ナルの速やかな伝導によって伝えられていま

すが、ニューロンとニューロンの間は電気的

に絶縁されているために、この電気的シグナ

ルは伝えられません。ニューロンとニューロ

ンは、シナプス部では特定の化学物質をシグ

ナルとして受渡しをしているのです。この化

学物質が伝達物質 (神経伝達物質)と 呼ばれ

るものです。当研究部門では一貫して、伝達

物質がニューロンの終末から開口放出される

分子機構の研究を進めています。実際のニュ

ーロンを使って伝達物質放出の分子機構につ

いて生化学的実験を行 うことは大変難 しいの

で、私たちは当初からニューロンのモデル系

として、ウシの副腎髄質細胞を培養 してこの

細胞からのカテコールアミン放出に関する実

験を行っています。

◎常に生理的機能を考えて

ところで、伝達物質放出というようなダイ

ナミックな生理現象の分子機構へのアプロー

チにはいろいろな方向があります。生化学的

研究というと、様々な蛋自分子を分離精製 し

て、その構造や試験管内の性質の解析から例

えば伝達物質放出の分子機構での役割を推論

するという方法が多いのですが、私たちは常

に生理的な働きを知ることを一番大切にして

研究を進めています。そのために、伝達物質

放出という現象をどういう側面で測定するか

ということが重要な意味を持っています。こ

の点では、生化学はともすれば動的現象を静

的観察によって解析することが多いのですが、

私たちは動的現象を動的に測定解析すること

に最大限の力を注いでいます。

◎放 出過程を見る

このような考えに基づいて私たちは 6年前

に、培養細胞からのカテコールアミン放出の

動態を測定する「リアルタイム・モニタリン

グ法」を開発しました。この手法によって伝

達物質放出を時間軸上で詳 しく解析すること

が可能になり、私たちの研究に重要な武器と

なっています。このような手法の開発では、

本学化学科との密接な共同研究が助けとなっ

ています。また昨年には、国立生理学研究所

及び三菱化成生命科学研究所との二つの共同

研究でそれぞれ、生きた細胞での伝達物質放

出の過程を光学顕微鏡下で視覚画像化 し、定

量解析することに成功 しました。昨年末から

は、一個の細胞からの伝達物質放出と細胞内

カルシウム変動とを同時にリアルタイム測定

しようとしています。この研究ではロンドン

大学との共同研究を進める予定です。一方、

細胞内にいろいろな抗体や機能蛋白質を注入

して、これらの手法によって放出機能の変化

を測定して伝達物質放出の分子機構の解析を

行っています。これらの研究では、東京大学

医学部との共同研究も進んでいます。

また一方では、リアルタイム 。モニタリン

グ法の利点を活かして、様々な生理活性物質

のスクリーニングや作用機序の解析を進めて

おり、このような研究では、長崎大学医学部、

都立大学、青山学院大学 (い ずれも理学部)

との共同研究や、民間企業との共同研究も積

極的に行っています。

私のモットーは、このように学内外の研究

機関との共同研究を積極的に行うことで、研

究室には随時他大学や学外研究機関の院生や

研究者が、実験や議論に、またはゼミヘと参

加しています。

専任スタッフは私一人だけという小さな小

さな部門ですが、 2名 の共同研究員 (内 1名

は企業から)と 大学院生が全員―丸となって

研究に取 り組み、部門の活動を支えてくれて

います。そして多 くの学外研究者との共同研

究が、研究室の活気を生み出しています。多

くの学外研究者と接する機会に恵まれている

こと、ハー ドワークが要求されること、そし

て何よりも研究室の雰囲気が陽気なことが当

部門の特徴といえます。

巧ス:1)スル́̀1′6′可
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1991年 12月 、スウェーデンのストックホルムで開かれた

ノーベル賞授賞式の出席者の中に、上智大生の姿がありました。

井上敦子さん、理工学部化学科の 4年生、

この 4月 からは理工学振興会の奨学金を得て大学院に進学します。

またとない貴重な経験をしたストックホルムでの 8日 間、

彼女は何を思い、何に感動したのでしょうか。

「国境を感じなかつた8日間」
一

SoI.YoS の伸問たち

井上敦子
理工学部化学科 4年生

1991年 12月 4日 から11日 まで「ス トックホ

ルム国際青年科学セミナー」(SiYSS)が 、ス

ウェーデン・ス トックホルムで開かれました。

このセミナーは、ノーベル財団の後援でスウ

ェーデン青年科学者連盟がノーベル週間にあ

わせて毎年開催するもので、日本国際賞の授

与機関であり、ノーベル財団と密接な関係を

持つ財団法人国際科学技術財団 (JSTF)が 、

日本から 2人の学生を派遣 しています。今年

は、東京農工大学の大江志津子さんと私が派

遣され、世界16カ 国から集まった30人でバラ

エティーに富んだ 8日 間を過ごして参 りまし

た。SIYSS参加にあたって御世話になりまし

た諸先生方、」sTFの方々、その他多 くの方々

にまず深 くおネし申し上げます。

飛行機が徐々に高度を下げはじめたころ、

フィンランド南部の森 と湖の入 り組んだ独特

の地形が眼下いっぱいに広がりました。人の

気配の全 くない原野なのですが、よ く見ると
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森の木々の様子がおかしいのです。針葉樹が

黄色味を帯びた茶色に変わって立ち枯れてい

ます。一緒に行った大江さんは、林学を専攻

している方なので、私以上に驚いて、森の し

くみや酸性物質などの影響についても説明 し

て くれました。

空港にはスウェーデン青年科学者連盟のメ

ンバーで、今回のS:YSSの コーディネーター

の 1人であるBiarneが迎えに来て くれました。

空港を車で出たのは午後 3時半、あたりはも

う真っ暗で、北緯59度を実感させられました。

市街へ向かう道は空いているのに反対方向は

かなり混んでいるので、Blarneに 尋ねたら、な

んと仕事帰 りのラッシュだと聞いて驚 きまし

た。 まだ 4時にもなっていないのに ! 彼に

よれば、「スウェーデン人はそんなに働 き者で

はないから、冬は暗 くなったら帰るんだ」そ

うです。日本では考えられないことですが、

寒さの厳 しいこの地では当然のことのように

思いました。この冬はめったにない程の暖冬

だったようですが、日照時間が短いのと、大

陽の高度が低いために、日中も気温が上がら

ず、 1日 中 0°C付近の日が続 きました。

SIYSSの スケジュールの前半は、主 として

大学の研究室を訪問 しました。スウェーデン

では、大学というものの位置付けが日本 とは

比べものにならない程高 く、またその設備 も

充実 しています。特にス トックホルムから北

へ車で 1時間程のところにあるウプサラ大学

などは、古 くからの大学都市で、大学が街の

中心にあり、伝統の重みを感 じさせられまし

た。そして学生は、社会的にも経済的にも非

常に優遇されています。

ス トックホルム郊外にあるカロリンスカ大

学は、生理学、薬学の研究が行われています

が、特に豚を使った危険物質の研究が興味を

ひきました。豚の血液中に硫黄酸化物や、二

コチンなどの有害物質を少量だけ注入 し、体

に及ぼす影響を調べる実験なのですが、「チェ

ルノブイリ原子力発電所の事故による影響や、

ヨーロッパにおける公害の輸出入という大問

題がこの研究の背景にはあるのですよ。」とい

う説明をきいて、あのフィンランド上空から

見た原野を思い出 しました。

またスウェーデンでは、せめて公害の輸出

はしないようにと喫煙は禁止される方向に動

きつつあるそうで、世界的にもモラルの面で

先進国といえるのではないかと思いました。

数多 くの研究室を見せていただきましたが、

学生は外が暗 くなっても実験を続けていて、

とても伸び伸びとした姿が印象的でした。研

究室そのもののスペースもかなり広 く、それ

ぞれの実験室の隣にはきちんとしたティール

ームがあって、 リラックスできるようになっ

ています。説明 して下さった先生方とその部

屋でゆったりとお茶の時間を楽 しんでいるう

ちに、ここが研究室の一部であることを,S、 と

忘れそうになってしまいました。

夜は、スウェーデンの学生のクラブや一般

の家庭に皆で招かれて (押 しかけて)デ ィナ

ーをいただきました。スウェーデンの学生は、

自分達でさまざまなクラブを組織 していて、

このSIYSSを 主催 しているスウェーデン青年

科学者連盟などもそのうちの 1つ です。クラ

ブはそれぞれがクラブハウスのようなものを

持っていて、そこでパーティーを開いたりし

ていて、その活動 もかなり盛んなようでした。

スウェーデン人は、組織 というものが大好

きで、それらに所属 していることに誇 りを持

っています。そしてその組織の中でおそろい

のコスチュームを作って着るのはもちろん、

記念にそれらをプレゼン トしたりするのがな

かなかおもしろいと思いました。私達 もスウ

ェーデン青年科学者連盟のおそろいの Tシ ャ

ツをいただきましたし、さらにおもしろ く思

ったのは、12月 10日 のノーベル賞授賞式で、

*財団法人 国際科学技術財団 (」STF)に ついて

科学技術の分野 において独創的・飛躍

的な成果 を挙 げ、科学技術の進歩に大 き

く寄与 し、人類の平和 と繁栄に著 しく貢

献 したと認め られる者に与えられる「 日

本国際賞」 を創設す るため「 日本国際賞

準備財団」 として、 982年設立 され、翌

年、国際科学技術財団 として改称・発足

した。内閣総理大臣 (総理府本府、科学

技術庁 )、 外務大臣、文部大臣が所管する

公益法人である。 日本国際賞の顕彰事業

の他、講演会の開催、若手科学者の国際

交流等の事業 を行 っている。

これ らの事業の一 つ として、 ノーベル

週間にスウェーデ ン青年科学者連盟が主

催 し、 ス トックホルムで開催 され、 ノー

ベル賞授賞式典への出席等が盛 り込 まれ

た「ス トックホルム国際青年科学セ ミナ

ー (割 YSS)」 へ、 1987年 以降 日本か ら毎年

2名 の学生 を派遣 している。





Report from 参加 した学生がタキシー ドや美 しい ドレスを

着ているのに、頭には皆おそろいの学生帽の

ような帽子をかぶっていたことでした。

ウプサラでは、大学で物理を専攻 している

学生のクラブに招かれてディナーを楽 しみま

した。ちょうどクリスマスの近い時期で、ク

リスマス直前 1カ 月間にしか飲 まないという

特別なワインをいただきました。温かい赤ワ

インで、レーズンやアーモンドを入れて小さ

なグラスて飲むものですが、ちょっと不思議

な味です。 また、白い服を着てろうそくを捧

げ持った子供達がクリスマスの歌を歌って く

れたり、いきなリサンタクロースが現れて皆

にチョコレー トをくれたりと、一足はやいク

リスマスを迎えました。

そのころには各国の参加者達 とも打ちとけ

て、自分の国の紹介をしたり、皆で子供にか

えったようにゲームをしたりして過ごしまし

た。全員が理工学を勉強 しているわけではな

くて、神学や言語学など、その専門は様々な

分野にわたっていましたが、個性派ぞろいで、

とても親 しみやすい人たちばかりであったと

思います。

一般の家庭にも招かれたのですが、招いて

下さった方々のあの気持ちのよい笑顔が忘れ

られません。夜が長いので家で過ごす時間が

多いためか、インテリアはとても素晴らしく

て居心地のよい家でした。お料理そのものは

本当に素朴な、家庭で普段召 し上がっている

ものだと思 うのですが、心のこもったディナ

ーでした。スウェーデンの人は普段人を招 く

ことが多いためか、テーブルを演出するのが

とても上手です。ろうそ くの灯の下でのお食

事は雰囲気があって素敵でした。

ノーベル賞授賞式の前日には、今年の受賞

者による講義が行われました。物理学賞のde

Gennes教授は、他の受賞者 と違って、受賞対

象となった液晶についての難 しい話ではな く、
｀
SOFT″ とはどういうことかを、平易な言葉

で冗談をまじえながらお話 しして下さいまし

た。

要するに、
｀
SOFT″ とは現象の本質をみつ

め、どうしたらもっと簡単にとらえられるか

を頭脳をやわらか くして考える姿勢である、

というようなことをおっしゃって、科学が入

間の身近にあり、常に一緒に歩むべき存在で

あることをお話 しされました。講義の最後に

先生は、
｀
This story is the sentimentaliour.

ney″ としめ くくられ、科学への夢をさらに。S、

くらませていらっしゃった姿が印象的でした。

今年はノーベル賞創設90周 年 ということで、

授賞式その他の行事に今までの受賞者が招か

れて例年にない規模で行われました。授賞式

の次の日には国会議事堂で、受賞者達による

討論会があり、地球の将来や、現在の問題点

について活発な議論がなされていました。 し

かし、中にはうとうとしている方や、カメラ

を持ち込むことはできなかったはずなのに司

会者に向けて最前列からシャッターを切って

いる受賞者もいて、世界的な学者 といえども

人間なんだなと思ってしまいました。

その討論会の前に、国会議事堂の広間で受

賞者を交えてスモーガスボー ドの昼食会があ

りました。スモーガスボー ドとは要するに日

本でいうバイキング形式の食事なのですが、

スウェーデンではバイキングとはいわないよ

うです。広間の入口に立っていたら、スウェ

ーデンの女性が声をかけてきて、その方 と一

緒にお食事することにな りました。彼女 は

Fendiaと いう人で、国の機関で働いているそ

うです。スモーガスボー ドにも、 とる順番や

あわせるソースやバンの種類などある程度の

流儀があるそうで、それも彼女に教えていた

だきました。彼女 とはほんの少 しの間 しかお

話できませんでしたが、スウェーデンの人々
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がノーベル賞というものをどんなに誇 りにし

ているかを伺い知ることができました。

このようにしてあの 8日 間をvS、 り返ってみ

ると、様々な場所を訪ねたり行事に参加 した

りしたことも思い返されますが、やはりた く

さんの人に出会ったなと実感せざるを得ませ

ん。各国の参加者達 とも、 8日 間共に過ごす

うちにずっと以前からの友達のような気持ち

になりました。歌の大好 きな」i!l、 冗談ばかり

言 っていた Fernando、 ち ょっとすね て る

Stefano、 ホームシックにかかってしまった

Debbb。 私は女の子たちの中では年上のほう

だ ったせ いか、最後 の 日な どは、
｀
You're

everyone's mOthed″ などと言われた位です。

見ず知らずの人々とでも、お互いに働 きかけ

ることによって国籍の違いをのりこえて、人

間同士のよりよい関係を築いてい くことがで

きるのですね。その意味で、SiYSSに 参加 して

How to Communicateと いうことを学べたの

が一番大きかったように思います。

最後に、

研究室での井上さん、衝撃波管を用いて
燃焼化学の研究をしている。
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「ちよつと拝見」は、!1智 大学F41工学振興会の会員企業を紹介するコーナーです。

毎回、各企業の若手研究員の方から、会社概要や所属セクションの研究内容をレポーltていただきます。

こ紹介企業■新菱冷熱工業株式会社 ■日本電気株式会社
■本田技研工業株式会社(株式会社本田技術研究所)■横河電機株式会社



新菱冷熱工業株式会社
佐藤正由紀 中央研究所

省

●一

さとう 。まさゆ き

■昭和 48年上智大学大学院

理工学研 究科機械工学専攻

修士課程修了

■連絡先 :新菱冷熱工業株式会社

Te 03-3357-5350

〒 60東京都新宿区荒木町 14

新菱第 5ビ ル

(昭和48年 入社 )

新菱冷熱と言っても、あまり知っている人はいないかも知れません。どちらかと言

えば玄人好みの会社です。最近の有名な仕事としては、東京都庁、東京 ドーム、横浜

そごう、幕張メッセなどビルの空気調和設備、新宿新都心、池袋サンシャインシティ、

丸の内地区等の地域冷暖房プラントなどがあげられます。特に地域冷暖房プラントの

シェアは全国で約70%を 占め、圧倒的です。

ところで、私は現在 2つ の仕事を2つ の場所で担当しています。 1つ 目が、中央研

究所の主任研究員という顔です。この中央研究所 (写真)は、つ くば学園都市に平成

2年 に建設されました。約 1万坪の土地にゆったりと配置され、仲々良い研究環境に

あります。ここでは、空気、音響、植物、水、などの研究を行っていますが、私の担

当は、情報とロボット研究のマネージメントであり、週に 1～ 2日 をここで過ごしま

す。内容としては、建設施エロボットやマルチメディアで、活気のある研究現場です。

又、 2つ 目は、情報システムP&Eと 言うプロジェク トの課長という顔であります。

このプロジェク トは、今から8年前に仲間 4人でスター トしました。これからの環境

には、情報が欠かせないものであり、情報のあり方によっては、環境が良 くも悪 くも

なるという認識から、都市やビルの情報システムエンジエアリングをやっていこうと

いう事になったわけです。現在の主業務は各種設備の監視 。制御システムを生産して

いますが、併せて再開発都市等の情報設備全般の計画も行っています。近い将来には、

事業部にしたいと考え頑張っているところです。

最後に、これを読まれる方々の中には在学中の人が多いと思います。近々社会に出

ていかれる事でしょう。世の中には3Kと いう言葉があって、特に最も都会的な上智

大学の学生諸君はこれを嫌っているかも知れません。でも、卒業して19年経った私と

してはこう考えます。 3Kの内の特に
｀
きつい″

を嫌うべきではないという事です。

自分の一生の内、何か世の中に残せる仕事をしたいと思ったら
｀
きつい

″
事から逃

げない事だと思います。今や週休 2日 があたりまえの時代です。多少きつくても良い

ではありませんか。私も忙 しくても楽 しい毎日を過ごしているのですから。

紙面に書ききれない思いが大分残ってしまいました。興味のある方は是非連絡下さ

い。何かは役に立つ事があると思います。又、研究所等を見たいと思う人もどうぞ。

創立11956年 2月 社員数 12′ 230名 売上高12,014億円

事業内容 :各種都市施設・ビル等の総合環境エンジエアリング

ネットワーク:く 国内〉支社・営業所等64ケ所〈海外〉現地法人・営業所 13ケ所 グループ会社:16社



日本電気株式会社
高 オξ雇F[三良『  C&C情 報研究所 メディアテクノロジ研究部

現在、NECの研究所体制は大きく分けて中研、筑波研、相模原研、北

米研、関西研の 5つ からなっております。これらは目的、機能的に分かれ

ており、私が勤務する中研は田園都市線の閑静な住宅街である宮崎台の一

角に位置し、主に通信、コンピュータを用いたC&C技 術とその統合化に

ついて活発な研究を行っております。

私が所属 しているメディアテクノロジ研究部は音声認識、音声合成、音

声符号化、機械翻訳という音声 。言語に関する4つ の最先端技術を柱に研

究を進めています。これらの技術はいずれも機械に人間が日々何気なく行

っている機能の一部を肩代りをさせて人間はもっと楽をしよう ! という

極めてものぐさ的発想に支えられた研究ではありますが、もし完成すれば

世の中に与えるインパクトはすさまじいものがあると確信 しています。た

とえば、音声認識と機械翻訳と音声合成の 3つ の要素技術を融合して出来

る自動通訳装置が完成すれば、世界中の誰とでも気軽にコミュニケーショ

ンができ、地球社会にとって言葉の壁というものは存在 しなくなるかもし

れません。また、人間と同程度の能力をもつ音声認識装置が完成すれば、

一家に一台、指示したことは何でもこなせて文句も言わない
｀
おさんどん

ロボット
″

などその応用はどんどん広がり、人間は益々ものぐさ、ではな

くて、より知的で創造的な活動に全勢力を傾けることが可能な時代も夢で

はありません。

私はこれらのうち特に音声認識を対象とした研究に従事 していますが、

この分野は極めて難 しく、まだまだ遠 く人間の能力には及ばない分野の一

つであり、私自身も何度人間の能力の高さを思い知らされたか数え切れま

せん。しかし、それだからこそ多 くの有能な研究者達がライフワークにす

たか ぎ・ {す tヽ ざ.'(ろ う

■平成元年上智大学大学院理工学研究科

電気  電子工学専攻博士前期課程修 了

■連絡先 :日 本電気株式会社  C&C情 報研究所

メデ ィアテクノロジ研究部

〒213り |1崎 市宮前区宮崎 4丁 目 1
Te1044-856 2304 ema‖ takagi@mu cl nec cO ip

るに足る、ポリュームのある研究テーマといえましょう。私達は、数年後

あるいは数十年後に自分たちが開発した機械により世の中のライフスタイ

ルが変わり、豊かな社会が実現されることを夢見つつ、明るく楽 しく根気

良 く日々の研究に勤しんでおります。このような部署ですから、当然様々

な経歴の持ち主が在籍しています。国籍も米国、英国、中国、フランス、ス

ベイン、韓国、タイなど様々ですから宴会で少しアルコールが入って くると

あっちこっちで各国語が飛び交い、「ここはどこ ?」 みたいな錯覚に陥って

しまいます。また、専攻も文系理系を問わず多方面から集まっております。

研究所全体の雰囲気としては、まず、自由な雰囲気でのびのびと活動出

来る点が挙げられます。勤務時間は当然フレックス制を導入しており、朝

10時 に出社 して夜遅 くまで研究に熱中している夜型の人もいますし、また、

逆に朝 7時に出社 して 3時頃さっさと帰る朝型の人もいます。服装も自由

であり、各人思い思いのいでたちで出社 して参ります。この他、研究所の

敷地内にはナイター設備付きの野球グラウンド、テスニコー トなどの施設

が整っており、かくいう私も「旨いビールが飲みたい |」 ときなどは職場

の仲間と一緒にテニスで汗をかき、そのまま渋谷へ直行などというパター

ンで利用したりしています。

さて、話は変わり、NECの 自己申告制度について私の経験談を述べさ

せていただきます。この自己申告制度というものは、毎年 1回 12月 頃に上

司に向かって日頃言えないことでも遠慮せずに言うことが出来る全社的で

画期的なシステムなのです。NECは もともと上下の別なく気軽にものが

言える職場なのですが、この制度はそれをもっと強 くアピールするために

設けられた絶好の機会なのです。私は現在、入社 してちょうど4年 目にな

りますが、最初 1年半ほどはソフ ト開発に携わっておりました。 しかし、

次第に基礎的な分野、特に音声認識への思いが強 くなり、思い余つて当時

の職場で自己申告を利用して現職場への異動を希望 しました。その結果、

私の切なる希望が認められ、こうして研究者として働 くことが出来た次第

です。このような制度は、「 1人 1人 も大切に」という考えを元に運営され

ており、私の場合をとってみても絵空事ではないことが実証された良い例

ではないでしょうか。以上、簡単なご紹介ではありましたが、「もっと本音

を聞きたい !」 とか「研究者として活躍 したい !」 など御質問等ございま

したらお気軽に御―報下さい。

一
彎



本田技研工業株式会社
届ti司 章夕j夫  欄本田技術研究所 栃木研究所第一設計プロック

私の勤務 している本田技術研究所は、研究開発部門として本田技研工業

とは分離独立 した組織となっています。(本 田技研工業にて採用を行い、一

定の研修期間を経てから本田技術研究所へ配属というシステムになってお

り、本国技研工業と給与・労働条件 。諸制度は同一で、人事交流も行われ

ています)四輪の研究開発は、埼玉県の和光研究所、栃木県の栃木研究所

で行い、二輪と汎用製品は、それぞれ朝霞研究所、朝霞東研究所で、そし

て重要機能部品は朝霞北研究所で研究開発を行っています。さらに海外で

は、アメリカ・ ドイツに 2つの研究開発拠点を持つています。

私が所属しているのは、栃木研究所で四輪の大型エンジンの設計を担当

している第一設計ブロックです。現在は、次期新型エンジンの商品化を目

指して、忙 しい毎日を送っています。入社 した当時は、現場を知るという

ことで、1年間実習として四輪及び二輪のライン業務につきました。(最近

のライン実習はかなり短 くなっていますが …・)そ の後研究所のエンジン

かさま・ あ きお

■昭和49年上智大学理工学部

機械工学科卒業

■連絡先 :株 式会社本田技術研究所

栃木研究所第一設計ブロック

〒32 33栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢4630番地

Te 0286-77-3311

の設計業務に配属され、そこで設計の基礎や考え方、構成部品の役害J、 車

におけるエンジンの位置付け等を設計を通 じて習得し、経験とともに、設

計者としての業務からPL(プ ロジェク ト・ リーダー)業務に移りました。

特に、90年 型アコー ドインスパイア/ビガーシリーズに搭載されている 5

気筒エンジンの技術素材作りから量産開発まで、エンジンPLと してまと

めを行いました。

研究所の開発システムは 2つ の流れがあり、その 1つ は目標を掲げた幾

つものプロジェク トが凌ぎを削り技術素材の研究開発を進めていくR開発、

もう1つ はこれらの完成 した技術素材を組み立てて独創的な商品開発を行

うD開発です。これらの研究開発は、プロジェク トチーム制をとり、各設

計研究部門からなる数名もしくは数十名のチームを編成 し、 LPL(ラ ー

ジ・プロジェク ト・ リーダー)の もとコンセプ トや様々な要望・懸案を処

理 し、車の完成を目指 してチニムが一丸となって開発を進めて行きます。

この中では、技術に対 しては対等という精神の下で、自由活発な意見 。発

想を尊重し、自発的な意志が重要視されます。

さらに研究所と本社では、数年前からフレックスタイム制を採用してお

り、時間の有効活用や余暇を楽しむことができます。また、所員は資格に

よって一般所員、研究員 (ACE=ア シスタント・チーフ・エンジエア)、

主任研究員 (CE=チ ーフ・エンジニア)等に分かれていますが、資格を

越えて03さ んとさん付けで呼び合っており (例 えば社長を呼 .ζミ場合でも

こ〔|さ ん)、 親 しみやすい雰囲気の下で働いています。

このように自由な環境の下で自分の力を発揮 したい方は、ぜひ我々と一

緒に未来の車造 りにチャレンジしてみませんか。

待遇

初任給 (1991年度実績);大学卒 186′ 000円 ;

昇給 (年 ):1回  賞与 (年 )12回

勤務時間 :フ レックスタイム制 (本社、研究所 )

休日・休暇 :週休 2日 制。他に年末年始、 5月

27

修士了210,400円

コアタイム10:00～ 15:oo

、 8月 など年間休日120日



横河電機株式会社
7K[ヨ  和コ

`L 
研究開発 2部第 2研究室

ながた・かずお

■昭和60年上智大学大学院

理工学研究料電気・ 電子工学専攻

博士前期課程修了

■連絡先 :横河電機株式会社

Tel:0422525549(ダ イヤルイン)

〒 180東 京都武蔵彎市中町2932
(昭和 60年入社 )

横河電機は、計測、制御と情報処理の 3つ の技術を基礎とし、PA(プ ロセスオー

トメーション)、 FA(フ ァク トリオー トメーション)、 LA(ラ ボラ トリオー トメー

ション)市場のリーディングカンパニーの地位を築いています。現在PAの分野では

世界No lであり、石油 。電力 。鉄鋼などの巨大なプロセスの運転・監視 。制御を統合

して行うトータルオー トメーションでは他の追随を許さない技術力を誇っています。

海外展開も活発であり30カ所に海外拠点を置 くほか、HP(ヒ ューレットパッカー ド)

社、GE(ゼ ネラルエレクトリック)社、クレイ・ リサーチ社などと合弁会社の設立

や技術交流も行っています。

研究開発体制は大きく2つ に分けられ、新製品の開発を行う10の技術部と基礎的・

先進的研究を行う4つの研究開発部があります。これらへの研究開発投資は全売上費の

8%強 と高 く、その研究要員は約1200人 、ソフ ト開発要員まで含めると約2000人 と全

従業員の約30%が携わっており、横河の高い技術力の原動力となっています。

4つの研究開発部ではそれぞれ「メカ トロニクス」「エレク トロ&オ プ トロニクス」

「半導体及び超伝導」「コンピュータサイエンス」の自主技術の確立 。拡充に精力的に

取 り組んでいます。私は今、このエレク トロ&オ プ トロニクスの分野にてマイクロ波

回路の研究を行っています。社内でのマイクロ波回路の経験はまだ浅かったため、基

礎から応用へとその技術力を向上させなければならず、苦労も多いのですがその分そ

の成果には喜びも大きいものです。また一昨年ではありますが、スタンフォー ド大学

にて、超高速の光・電気計測技術の研究を行う研究室に客員研究員として 1年半、ph

Dの学生と共に研究するという有益な体験をもつことができました。

私の気に入っている会社の制度として、自己申告制度というものがあります。会社

に言いたいことやりたいこと、何でも書 くことができ、自分の意見を取り上げてもら

えます。スタンフォー ド大学のチャンスもここから得ることができました。その他、

フレックスタイム制度、完全週休 2日 制はもちろんのこと、ゴールデンウィーク11連

体など (り2年予定)の 3つ の長期休暇、ポーナス644カ 月 (り 1年実績。製造業のなか

では トップクラス)、 国際要員育成制度などがあります。

産業のマザーツールを創造 し、より豊かな人間社会の実現に貢献する横河電機の一

員になってみませんか !



《法人会員》

*旭化成工業株式会社

アンテナ技研株式会社

*ア ンリツ株式会社

*石川島播磨重工業株式会社

SMC株 式会社

株式会社エヌエフ回路設計プロック

NKK(日 本鋼管株式会社 )

沖電気工業株式会社

花王株式会社

*カ シオ計算機株式会社

カヤバエ業株式会社

川崎製鉄株式会社

*キヤノン株式会社

京セラ株式会社

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

株式会社コーセー

*株式会社 さくら銀行

三機工業株式会社

株式会社 CSK

シャープ株式会社

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

新菱冷熱工業株式会社

*住友化学工業株式会社

セイコー電子工業株式会社

有限会社イ山北谷製作所

*ソ ニー株式会社

ダイキンエ業株式会社

大成建設株式会社

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

ダイハツエ業株式会社

*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

東芝マイクロエレク トロニクス株式会社

*東 レ株式会社

*ト ヨタ自動車株式会社

株式会社豊田自動織機製作所

長瀬産業株式会社

*株式会社ニコン

*日 産自動車株式会社

日産ディーゼルエ業株式会社

*日本アイ・ ビー・エム株式会社

日本エヌ・シー・ アール株式会社

日本軽金属株式会社

日本光電工業株式会社

日本タンデムコンピューターズ株式会社

*日 本電気株式会社

日本電信電話株式会社

日本発条株式会社

*伯東株式会社

*株式会社 日立製作所

*株式会社富士銀行

藤倉電線株式会社

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

*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

*三菱化成株式会社

三菱自動車工業株式会社

*三菱重工業株式会社

*三菱電機株式会社

三菱レイヨン株式会社

株式会社明電舎

安田火災海上保険株式会社

山武ハネウエル株式会社

ヤマハ発動機株式会社

雪印乳業株式会社

ユニデン株式会社

*横河電機株式会社

*横河・ ヒューレッ ト・パッカー ド株式会社

横河メディカルシステム株式会社

《賛助会員》

1991年度  森脇隆夫

1992年 4月 1日 現在 法人会員84社 (50音順)贅助会員 1人

*印 幹事企業

上智大学理工学振興会が給付している奨学金やいろいろな事業は、理工学振興会会員の会費で賄われています。
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企 業 名
文  系 理  系

合計
男 女 男 女

日本電気∩ 7 6

公務員

全 日本空輸い 5 4

ソニーい 4

三井物産い 4 2

東京海上火災保険帥 1

い第一勧業銀行 6 2 1

婦日立製作所 4

日本放送協会 6 2

齢東芝 6 3

丸紅い 5 2

日本航空榊 2

住友商事榊 9

輸住友銀行 3 2

い三菱銀行 4

富士通籟 2 2 1

エヌティティデータ通信帥 3 5

機日本交通公社 3

伊藤忠商事い 8

輸太陽神戸三井銀行 2

船東京銀行 6

艤東海銀行 7 3 2

山一證券榊 3

三菱電機岬 5 1

三菱商事船 9

い三和銀行 3

船日本興業銀行 8 1

安田火災海上保険い 5 l

い リクルー ト 1 9 1

日本電信電話腑 3

い日本経済新聞社 2 1

大日本E口 刷い 5 l 1

シャープ帥 3 1 9

教員 4 1 9

アンダーセン コンサルティング 5 1 9

旭化成工業船 3 1 8

トヨタ自動車帥 3 8

松下電器産業い 2 8

企 業 名
文  系 理  系

合 計
男 女 男 女

山武ハネウエル欄 1 4 8

綴高島屋 1 8

い富士銀行 6 1 1 8

三菱信託銀行機 4 3 1 8

い横浜銀行 7 1

いジェーシー ビー 6

日本生命保険 (相 ) 6 2 8

日産自動車い 3 1 7

松下電工い 6 1 7

野村證券帥 5 2

日本テレビ放送網い 3 1 2 1 7

新日本製鐵籟 4 2

東京瓦斯い 1 1 3 1 6

サントリー籟 1 6

い朝日新聞社 2 6

齢 トーメン 3

ニチメン帥 2 4 6

い三越 1

船紀伊國屋書店 2

い協和埼玉銀行 4

い電通 4

艤QUICK 1

欄大和総研 4 1 1

日商岩井船 3

キヤノン輸 1 1 1

三菱重工業い 2 3

欄伊勢丹 4 1

住友信託銀行い 2

日興證券い 2 1

第一生命保険 (相 ) 2

三井海上火災保険船 3 1 l

安田生命保険 (相 ) 1 1

いブリデス トン 2 2 1

全国朝日放送榊 1 1

帥日本総合研究所 1 1 5

清水建設爾 4

味の素閉 2 1 1

住友電気工業帥 3 1



(1992125現 在 )

企 業 名
文  系 理  系

合計
男 女 男 女

本田技研工業い 2 4

帥集英社 1 3 4

旭硝子帥 4

三菱自動車工業帥 1 2 1 4

国際電信電話憫 1 1 4

い西友 4 4

帥ダイエー 2 4

帥東急百貨店 4 4

い日本債券信用銀行 2

日本アジア投資榊 4 4

三井生命保険 (相 ) 2 1 1 4

アンダーソン・毛利。ラビノウィッツ法律事務所 4

い興銀情報開発センター 1 2 1

国際協力事業団 1

日本貿易振興会 2

鹿島建設帥 2 1

日本石油帥 2 1

い資生堂 1 1 1

横河電機い 3

大成建設帥 2 1

大洋漁業m 1

麒麟麦酒い 1

雪印乳業い 1

東 レ籟 1

帥 ミキハウス 1 3

帥増進会出版社 1 3

ロイター・ジャパン帥 3 3

凸版印刷輸 1 3

日本電気プリンティング船 1 2 3

コスモ石油帥 1 2 3

NKK(日本鋼管伸 ) 3

日本電装帥 1 l 1 3

富士電機船 1 3

東京電力い 1 3

大阪商船三井船舶帥 1 2 3

日本郵船い 1 1 1

兼松帥 1 1 1

片岡物産伸 1

企 業 名

い ミキモ ト

ルイ・ ヴイ トン・ ジャバン榊

いそごう

日本銀行

い日本長期信用銀行

三井信託銀行榊

安田信託銀行総

国際証券輸

大和證券帥

野村証券投資信託委託い

太陽生命保険(相 )

千代田生命保険(相 )

住友不動産帥

上智学院

いフジテレビジ ョン

新日鉄情報通信システム鶴

憫野村総合研究所

印富士総合研究所

菱信システムい

松下通信工業籟

オリンパス光学工業い

帥三協精機製作所

花王帥

住友スリーエムい

住友金属工業帥

アサ ヒビール機

帝人帥

鶴共同通信社

帥新潮社

帥時事通信社

餘中日新聞社

東京書籍い

い婦人画報社

い毎日新聞社

王子製紙靭

昭和シェル石,由い

東洋エンジエアリング船



●奨学金の授与報告

●1992年度公開言青座「つくるPartl、 PartH」案内

●連続講演会「科学技術と地球環境問題」報告

●海外研究発表の援助

●1991年度博士学位論文



奨学金の授与報告

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。

1992年度在学者および1992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。

理工学振興会奨学金が給付されました。

理工学振興会奨学金 (上智大学第 3種奨学金)

奨学生氏名

●博士前期課程継続                  ●博士前期課程新規

機械工学専攻   佐藤 伸朗、中蔓 浩隆、菊地 秀雄、 機械工学専攻   久保  岳、廣井 和重、宮下 文徳、

自石 拓也、中村健一郎、岡  利治          石井 千春、小俣 孝司

電気。電子工学専攻 二瓶 克己、炭  親良、池上 宗光 電気。電子工学専攻 菊池  新、飯村伊智郎、澤田 安彦、

応用化学専攻   久保 和郎、竹岡 敬和                五十嵐雅俊、倉本  大

化学専攻     藤田 徹司、金久保光央、佐々木 正 応用化学専攻   井上 敦子、勝田  誠

徳永 達郎             化学専攻     荻原 康司、田原 康玄、山口 健一

数学専攻     杉谷 哲也             数学専攻     野尻 朝子

物理学専攻    人見  尚、大豆生田顕       物理学専攻    平田 唯史、高木 朋子、伊藤 豪―

生物科学専攻   福原 千秋             生物科学専攻   杉山  仁

●博士後期課程継続

電気。電子工学専攻 野村 一郎

応用化学専攻   武井 良之

数学専攻     藤田 景子

物理学専攻    李  南良

●博士後期課程新規

電気。電子工学専攻 西堀 俊幸

数学専攻     宮坂 昌記



上智大学の講義をそのままあなたに。/

1992年 4月 より1カ年、26回シリーズ

主催 :上智大学理工学部

上智大学公開学習センター

申込・問い合わせ先 :

上智大学公開学習センター

2号自官l F ttELo3(3238)3551

最寄り駅 :」 R四谷駅麹町口。

地下鉄四谷駅より徒歩 3分

■開講 日 :毎週火曜 日

午後 5時～ 6時 35分

(第 1回 は、1992年 4月 14日 (月 )

■会 場 :上智大学10号館講堂

■注  意 :①振興会法人会員企業に所属の

皆さまは無料で受講できます。会員証を必ずお

持ちください。詳しくは上智大学理工学振興会

事務局へお問い合わせ ください。

TEL i 03-3238-3500

②公開学習センターでお申し込みになる方は所

定の手続きが必要です。公開学習センターヘご

連絡 ください。TEL03-3238-3551

③本学学生は履修登録が必要です。履修要覧を

ご覧 ください。

公開講座

PartI、 PartⅡ

この講座のねらい

上智大学理工学部では1989年度から上智理工学振興会と上智公開学

習センターの全面的協力を得て、正規授業である理工学部 3・ 4年次生

向け総合講座を公開講座として学外の皆さまに提供し、好評を博してい

ます。1992年度は「つくる」を開講することになりました。

人類をhomO faber(つ くる人)と呼ぶことがあります。自分で目的

を創うだし、すなわち、こんなモノわSあ ったらいいなと思いつき、それ

を実際に作る力を持つていることが人類の最大の特徴の一つです。これ

までに人類は実に多くのモノをつくってきました。それによつて生活の

水準をあげ、可能性を拡大してきたのです。それと同時にこんなモノを

作らなければ良かつたと後悔するようなモノを作つてしまつた歴史もあ

ります。
｀
つくる

″
ということは、まず、何を作るかを思いつくこと、すなわち、

発想、企画、調査があり、ついで、思いついたことを具体化し、作り方

を決めていくこと、すなわち、設計があり、そして製造があります。設

計に関連しては、作りたいモノをまだ作らないうちにその性能を予測す

ることが必要であり、製造に付いては、ようよい作り方の開発と製品の

品質保証が重要です。また、多量生産技術だけではなく、ユーザーのニ

ーズにあわせて、多品種少量でも効率よく作れなければなりません。
｀
つくる

″
は工学、あるいは、工業技術の中核をなすものですが、それ

があまりに広範囲であるために、まだ、十分に体系化されているとはい

えず、そのために、つくる技術の伝承と移転に多くの問題があります。

つくることについて極めて高い水準に達している日本は特にこの点に付

いて責任が重いのです。

この講座では、実経験の豊富な方々のご協力によつて、さまざまの観

点から講義していただきます。講師の方々には、できる限り予備知識を

要求しないで講義をしていただくようにお願いしています。一年の受講

によつて、
｀
つくる

″
という広い分野の理解を深めることができるでしょ

う。皆さんがこの講座を生涯学習の一環として活用されることを願つて

います。

コーディネータ

上智大学理工学部長     大久保忠恒

上智大学理工学部機械工学科 鈴木 誠道
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科目各総舗座「●くしこL

時間 :火曜日 9。 10時限(午後 5時～ 6時 35分 )

会場 :上智大学 10号館講堂

コーディネータ :理工学部長 大久保忠恒、機械工学科 鈴木誠道

1992年度プログラム
ParJ

月  日 トビックス 講  師

4014 「つ くる」 とは 大久保忠恒 (上智大学)

2 4 021 モ ノつ くりの歴史 一モノつくりが社会に与えたインパクトー 鈴木誠道 (上智大学)

3 4028 自動車 をつ くる I 企画から設計まで 坂 田 守 (本田技術研究所)

4 5・ 12 自動 車 を つ く る H 生産の 自動化 と生産システム 坂 田 守 (本田技術研究所)

5 5・ 19 自動車 をつ くるHI 品質と性能の評価と保証 坂 田 守 (本田技術研究所)

6 5026 つ くる前に試す I シミュレーション 池尾 茂 (上智大学)

7 602 つ く る前 に 試 す H 研究開発用飛行シ ミュレータ 川 原 弘 靖 (航空宇宙技術研究所 )

8 6・ 9 精 密 な モ ノ をつ くる I つくる機械 (工作機械 ) 清 水 伸 二 (上智大学 )

9 6・ 16 精密なモノをつ くるH カメラ 唐 崎 敏 彦 (ミ ノルタカメラ)

10 6・ 23 精密なモノをつ くるⅢ 小さな小さな機械 (マイクロマシン) 竜 江 義 孝 (機械技術研究所)

■
１

■
１ 6e30 物性・機能をつ くる I 触媒化学から 瀬川幸― (上智大学)

12 707 物性・機能をつ くるH 材料を設計してつくる 岩日修― (東京大学)

13 7014 物 '性・ 機有とをつ くるHI オプトエレクトロニクス素子について 幸  賓 (シャープ)

Pa威2
月  日 トビックス 講  師

14 100 6 大きなモノをつ くる I 本四橋 (自 然環境のなかで) 中 島 英 輔 (本州四国連絡橋公団 )

15 10013 大 きなモノをつ くるH 宇宙構造物 (重力がなかったら) 三 浦 公 亮 (字宙科学研究所 )

16 10020 柔らかいモノをつ くる I 洋服を自動的につくる 大熊英夫 (カ ヤバエ業)

17 10027 柔らかいモノをつ くるH コンタクトレンズ 稲 田幸― (メ ニコン)

18 11・ 10 生 物 とモ ノつ くり I 遺伝子を操作 して品種改良する 内宮博文 (東京大学)

19 11・ 17 生物 とモ ノつ くりII 生物の力をかりてつくる 須藤忠四 (キ リンピール)

20 11024 ソフ トウェアをつ くる I ソフトウェアのつくりかた 伊藤 潔 (上智大学)

21 12・  1 ソフ トウェア をつ くるH コンピュータとユーザのインターフェイスシステムのつくり方   田中二郎 (富士通)

22 120 8 新聞をつ くる 八坂 允 (朝 日新聞)

23 12・ 15 z*l,h'baE./c ( t) I  (:{53 Lr\-,/ t(J 堀野定雄 (神 奈り|1大学)

24 12・ 22 これからのモノつ くりII 不自由なひとを助けるモノ 木村哲彦個麟鮮繋リハビリテーションセンター)

25 1 012 こ れ か ら の モ ノ つ く りIH 作 る技術の伝承 とこれからの生産システム   伊 東  誼 (東京工業大学)

l J9 これからのモノつ く明V鴬
実こ造1撃爺単曇この続 と抱負  難 忠旨WTα需"諾 I細

直菊26



連続請演会

「科学技術と地球環境問題」
地球環境は今、全世界で社会的・政治的。経済的に大き 教職員や、大学院。学部学生の多数の出席があり、この問題

な問題となっています。理工学振興会は1990年 度から「科  への関心の高さが窺われま丸 第4回講演会の際には、授業

学技術と地球環境問題」と題した連続講演会を企画開催し、 として受講生に本講演会を聴かせた先生もおられ、今回はそ

この問題に取り組んでいます。毎回、振興会会員、上智大学 の時提出されたレポートの中からいくつかをご紹介しましょう。

C匪
=コ

亘D日 時 :1990年 9月 28日 (金)9時 30分～ 16時 30分              C医 ≡憂亘D日 時 :991年 5月 9日 (水)3時 00分～ 7時00分

C第受亜コD日 時 :1990年 12月 14日 (金 )9時 30分～ 16時 30分              G医 ヨEttD日 時 :199年 0月 18日 (金 )13時 00分～ 17時 00分
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とわかって驚いた。 どんな小 さな命 も、 1つ 1つが地球 を、自  の要因であろう。

然 を形成 しているのだなと思 う。                                文学部社会学科1年 岡崎 禎緒

あと、余 り重要ではないけれ ど、オゾン層は紫外線か ら守っ
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いた。                            破壊 し続 けたの ち、今 、や っと自分達 が行 った と り返 しの つか

また、紫外線 は皮 フガ ンの原 因 になる ことは知 っているけれ   ない行為 のつ ぐないをす る気運 の高 まりに乗 じて、 さも偉 そ う

ども、 それが人間以外 の植物 な どに も悪影響 を及ぼ しているの   な顔 をす る ことが許 され るので しょうか。社会 的動 向が、 自然

だ と思 うと、私達 のや るこ とで何 か一 つで も人災 とな らない も  保護 に向 けて動 き出す まで に も、 ここまで問題 が深刻 にな る以

のがあるのだ ろ うか疑 間 に思 い悲 しい と思 う。         前 に打 つべ き手 はあ ったにちが いあ りませ ん。 しか し、周 りの

20世 紀の軌道修正 は、色 々な面 で必要 だ と思 うが、文明の速   人間が利潤追 求 にや っきになっている時 に、 自分 1人が損 を し

度が速 まっていて、 そのため一度重大 な誤 ち を犯す と修 正 に時   て まで も自然 を守 ろ うとす る勇気 ある人間 はいなか ったのです。

間がかか るのが現状 だ と思 う。 つ ま り、私達 が今誤 ちを犯 して、 私 も勇気 ない人間の 1人 である ことが、 ひ ど く恥 ず か し く思 わ

その災 をかぶ るの は私達 だけで な く、 その子孫 たちなのだ。 そ  れ ます。牛乳パ ックの リサ イクルが言われ始 め た頃、私 もこの

う思 うと、無責任 で はい られ ない と思 う。             運動 に参加 したい と思 い ま したが、近所 に、 その よ うな運動 を

法学部国際関係法学科 1年 森 智子   している所 がみつか らず、パ ックをためておいて も引 き取 り先

が な く困 って しまい ま した。数ケ月後、今 で はスーパーが競 っ
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せた人間は、自然 と同化 し、 また自然 を克服することで自然 と  出すのにはとても長い時間がかかって しまうものなのです。

くらしてきた。地球の自然環境の中で生 まれてきた人間が、今    ともか く、やっと動 き出 したのですか ら、 これ までの遅れを

となっては全 自然を破壊 しようと思えばできる程の科学技術 を  とりもどせるように私たち人間のやるべ きことは山と積 まれて

持 つて しまった。いわば、自然 をコン トロールできるような力  いるはずです。人間だけが地球 を我がもの顔に使 っていると言

をもって しまったのではないか。                いましたが、地球上の生物 を代表するものは、やはり人間であ

小泉先生が活動 されている国立環境研究所の存在は、今 日は  るのかもしれ ません。ですから、それを認める以上、全生物の

じめて知ったが、日本でも大規模に環境問題の研究がなされて  代表者であるという自党 と責任 をもった行動が要求 されて当然

いたことには驚いた。科学が自然 を破壊するのではな く、自然   なのです。物言わぬ木や水や動物たちに恥ずか しくない活動 を

が科学でバックアップされて復帰する時代がやがて くるのだろ  これからの人間は続 けてい くべきなのだと思 いました。

うか。 まず第一に、私達が確認 しなければならないのは、 自然 文学部史学科 2年 中 野 素 子



海外での活躍を援助します

海外研究発表の援助

理工学振興会は、研究助成の一環として、上智大学理工学部の専任教員

が海外の学会で発表する際の渡航費の援助を始めました。1991年度は、次の

4人に助成金総額331′ 700円 が支給されました。受給者の一人、田宮徹講師

(化学科 。現助教授)のシンガポールの出張報告を紹介します。

武藤康彦 講師 (機械 工学科 。現助教授 )

発表学会 :IEEE lnternalonal conference on Systems

発表論文 :Design of Ezact Model matching COntrol Systems for a Plant

VVith Measurement Noise and lts Application to MRACS

開 催 国 :アメリカ

森本光生 教授 (数学科 )

発表学会 :Generalized Functions and Their Appl cation

発表論文 :Zpnal sph∝ ial functions

開 催 国 :イ ンド
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Plant and Microbial丁 oxins″ が行われた。会場 となったNational

University of Singaporeは シンガポール島の南西部の海 を見お

ろせる丘の上に位置 し、キャンパスの広 さは上智大学の約20倍

はあるのではないか と思われる大 きな大学であった。 この学会

は 3年 に 1度世界の毒研究者 を集めて行われてきたが、アジア

で開催 されるのは日本に次いで 2回 日である。今回の出席者は

約300名 で、約130件の口頭発表 と230件のポスターによる発表が

行われた。日頭発表の約半数はヘ ビ毒に関するものであった。

私の ヘ` ビ毒をコー ドする染色体 DNAに 関する研究
″

は、第

1日 目の開会式の直後に同 じ会場で発表することができたので、

聴衆 も多 く、沢山の研究者が興味 を示 して くれた。 1985年 に英

国ニューキ ヤスルで行 われ た ときにはヘ ビ毒 をコー ドす る

cDNA(nlRNAを 鋳型 として作 ったDNA)に ついて発表 したの

は私 1人だけであったが、今回の学会では、ヘ ビ毒をコー ドす

るcDNAの研究を行 っている研究者が沢山お り、時代の流れを

痛感 した。 これ らの研究者たちの興味は、毒 タンパク質の発現

伊 藤直紀 教授 (物理 学科 )

発表学会 :Workshop on Stellar Opac jes

発表論文 : 1.Electron Conduction Opac ty for Dense Stars

2 Relativistic Free‐ Free Gaunt Factors(invited talks)

開 催 国 :ベネズエラ

田宮 徹 講師 (化学科 。現助教授 )

発:表二≠
`螢

:10th Wor!d Congress on Animal Plant and Microbial Toxins

発表論文 :Gene structure of the snake short― chain neurotoxin precursor

開 催 国 :シ ンガポール

(大腸菌等の細胞で特定のタンパク質を合成 させること)に集中

しており、染色体 DNAの 研究を行 っている研究者がいなかっ

たのは、家内工業的に研究 を行 っている私 どもとしては幸いで

あった。ヘ ビ毒神経毒の染色体遺伝子は、全長が1 2kbpと 非常

に小 さいが、真核生物の遺伝子 としての条件 を全て備 えている

ことから、cDNA同様、今後多 くの研究者の研究対象 となるであ

ろう。

香港・ マカオ と共に自由貿易港 として有名 なシンガポールは

高級ブラン ド品が安 く買える観光地 としても有名である。私 も

最後の 1日 を使 つてウイン ドウシ ョッピングをする事 に した。

メインス トリー トを歩いていると、 日本語で「偽物時計あるよ。

中身セイコウね」 と声をかけて くる。 この様な誘いに乗 ってつ

いてい くと、ご く普通の店の奥に部屋があ り、そこに偽物の時

計・ブラン ド品 (ルイビ トン、ハ ンティングテン、ベネ トン等 )

が置いてある。 また雑居 ビルの中ではイン ド人の洋服屋に声を

かけられた。彼は、英国製の生地で背広仕立てて 5万 円だから

作 って行 けと言 ったが、私が断ると、背広に Yシ ャツ 2着 を仕

立ててそれにネクタイを付 けて 3万 円にすると言 う。私 は明朝

にシンガポールをたつか らと断ると、今夜11時 にホテルに届け

るか ら大丈夫だと言われた。結局、最終的には断 ったのだが、

今度シンガポールに行 く機会があつたら、 1着仕立ててみよう

かなと密かに思 っている。ちなみにこの洋服屋は、 1度サイズ

を測 ったら、通信販売もするそうである。

この会に出席するための旅費の一部 を理工学振興会に援助 し

ていただきました。 この場 をか りて感謝いた します。

田富 徹



1991年度博士学位論文―覧

項 目 1 2 3 4

申請者氏名 伊藤 和巳 (tヽ とうかすみ) 申 鉄龍 (し んてつりゅう) Forouzbakhsh, Farshid
(フ ォルズバフシュ ファーシー ド)

'f1Fx dA-tar'1- -1i'6)

申請学位 博士 (工 学 ) 博士 (工学) 博士 (工学) 博士 (工 学)

論文題目 Study on the Flow in a Poppet

Valve

(ポ ベ ッ ト弁内の流れに関す

る研究 )

Analysis and Synthesis of H OO

Robust Sub― Optimal COntrol

(H∞ ロバ ス ト準最適 システ
ムの解析 と設計 )

Multi-Objective Optimization of
Generation Cost, Pollutant
Emission and Reliability in the
Operation of a Multi-Area
Power System

有限反射板の影響を考慮した
3m法サイ ト減衰量に関する
研究

審査専攻名 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

項 目 6 7 8

申請者氏名 PHAM Cong―Kha
(フ ァム・コン・カー )

高窪 統 (たかくばはじめ) 菊池 昭彦 (き くちあきに ) 楊 耕 (よ う う )

申請学位 博士 (工 学) 博士 (工 学) 博士 (工 学) 博士 (工 学)

論文題目 Studies on Top― down and Bot
tom― up Design Methodologies

of CMOS LSi Employing Bit―

Mapping CAD System

(ビ ッ トマ ップCADシ ステム

を用いた トップ・ ダゥン及び

ボ トム・アップCMos LSI言支計

手法に関する研究 )

lrnage Processings Using

CMOS  Variabie  Threshold
Logic On Bit―Mapping CAD Sys‐

tem

(ビ ッ トマ ップCAD上 におけ

るCMOS可 変 しきい値論理 を

用 いた画像処理 に関す る研

究)

Research on GalnP/AllnP Vis-
ible Lasers Grown by Gas

Source Molecular Beam
Epitaxy

インバーター交流電動機ベク

トル制御系の高性能化及び速

度センサレス化についての研

究

審査専攻名 電気・電子工学専攻 電気・電子工学専攻 電気・電子工学専攻 電気 。電子工学専攻

項 目

申請者氏名 曽 燕村 (そ ういえんそん) 上遠野浩樹 めヽとおのひろき) 櫻田 政美 (さ くらだまさみ) 佐藤 繁雄 (さ とう しげお)

申請学位 博士 (工 学 ) 博士 (工学) 博士 (理学) 博士 (理学)

論文題 目 光センサのためのAD変換器
に関する研究

Hydrogels Based on Hydrogen

Bonding POlymers Their Appli‐

cation to Drug Delivery

(水 素結合性高分子か らなる
ハイ ドロゲルとその薬物送達
システムヘの応用 )

Studies on Reactions of Organo

meta‖ ic  DichalcogenOlene
Complexes with Diazo Com―
pounds and Related Reactive

Reagents

(有機金属 ジカル コゲルン錯

体 とジアゾ化合物および関連

活性種 との反応 に関す る研

究 )

かまぼこの微細構造の研究

審査専攻名 電気・電子工学専攻 応用化学専攻 化学専攻 イし学専攻

項 目

申講者氏名 呉 基榮 (お ぎよん) fi-b. iEl/, ic ra.a * a uar

申請学位 博士 (理学) 博士 (理学 )

論文題 目 Electrostrictive  Effects  in

Antiferroelectrics  And  Their

Applications

(反強誘電体の電歪効果 とそ
の応用 )

Studies on yolk proteins and
their metabolism in f ish em-
bryos

審査専攻名 物理学専攻 生物科学専攻



事業実施委員会から

振興会の発展と活動の活性化にご協力をお願い致します!

個人会員、賛助会員の

受付を開始しました

当振興会の運営や活動は会員の皆様のご支援とこ協 力に支えられてい

ます。現在、理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間61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。また、

その他の活動もますます盛んにし、会員の皆様との相互コミュニケーシ

ョンを緊密にしていきたいと念じております。

当理工学振興会には次の3種類の会員制度があります。

◎法人会員 入会金 :300′ 000円、年会費 :一口100′ 000円

◎個人会員 入会金 :5′ 000円、年会費 :一口10′ 000円

◎賛助会員 寄付をしてくださった方または企業が当該年度、会員にな

る制度です。第 1号 として森脇隆夫会長から、上智大学退任の際贈られ

た100万 円が寄付されました。

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、

上智大学理工学部が開講 しております公開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|よ 詳しい資料をお

送りいたします。また、まだ振興会の会員になられていない企業をご紹

介いただければ幸せです。詳 しくは事務局 (TEL03-3238-3500)へ お

問い合わせ下さい。

振興会についてのご意見、ご提案、ご希望などが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。

編集後記
会報「サイテック」 3号 をお届けいたします。

第 3号発刊ということは、理工学振興会の活動

が 3年 目を終えたということですが、連続講演会

の開催、奨学金の給付などの具体的活動は、よう

やく2年 目が終了したところです。

会員の皆様のご協力により、「科学技術と地球環

境問題」をメインテーマとした連続講演会は、第

3回、第 4回 と回を重ねることができました。本

号では、第 4回講演会に出席 した学生諸君からの

レポートを掲載しました。事業実施委員会では現

在、第 5回講演会を計画中ですが、今後の講演会

のテーマなどに関 して、会員の皆様からのご意見

をお寄せ頂ければ幸いです。

また本号では、井上敦子さんに1991年度ノーベ

ル賞授賞式への参加体験を語ってもらい、上智大

学理工学部学生の科学に対する視点を紹介致しま

した。昨年度は、新たな事業として理工学部教員

に対する海外研究発表の援助を開始することがで

きました。関連 して、普段は会員企業の皆様の目

には触れない本学部若手研究者のアクティビティ

ーを紹介 したいと思います。

さてこの会報の目的は、理工学部の教職員・学

生と、会員企業の皆様との相互コミュニケーシ

ョンにあります。本号までは、まず上智大学理工

学部の教育研究活動をお知らせすることに多くの

紙面を割いてきました。 しかし、相互コミュニケ

ーションという以上、本誌は今後会員の皆様から

の情報やご寄稿を積極的に掲載 して、実りある産

学共同体制の倉J造 に向かつて努力を続けたいと念

じています。それが、単に相互利益につながると

いう意味だけではなく、一つの文化を生み出すこ

とにつながつていつたら素晴らしいことではない

でしょうか。皆様の一層のご支援をお願いいたし

ます。なお、本号の企画編集は、振興会事務局の

寺澤、吉澤両嬢の労に負うところが大きいことを

付記させて頂きます。 (文責 :熊倉)

サイテック製作スタッフ
●上智大学理工学振興会事業実施委員会

森脇隆夫 (理工学振興会会長、上智大学名誉教授、

田中千代学園短期大学長 )

金井 寛 (理工学振興会副会長、理工学研 究科委員長、

電気・ 電子工学科 )

大久保忠恒 (理工学振興会副会長、理工学部長、

機械 工学科 )

池尾  茂 (機械工学科 )

ロバ ー ト・ デ ィーターズ (電 気・ 電子工学科 )

酒本勝之 (電気・ 電子工学科 )

彼田健― (数学科 )

清水  清孝 (物理学科 )

瀬川幸― (化学科 )

熊倉鴻之助 (生 命科学研究所 )

吉澤晴美、寺澤美紀 (事 務局 )

●企画 大 日本 印刷 CDC事 業部

●制作 ハー トフォー ド

●印刷 大 日本印刷株式会社
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