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−新入生の皆様へ−

− 夢を持って
夢を持って−
−
工学研究科長・
工学研究科長
・工学部長

村田 顯二

（電気
（電気・
・情報系専攻 電子物理工学分野 教授）
大阪府立大学工学部へのご入学おめでとうござ
います．
私が大学へ入学した当時のことを思い出すと，
やはり大学ではどんな風に講義を受けて，どんな
ことを勉強するのだろうかと，
期待と不安が交錯
していました．諸君は
していました．
諸君は 21 世紀に入学して，
世紀に入学して，21
21 世
紀前半に活躍することになります．
諸君は21
諸君は
21世紀
世紀
にどのような夢を託しますか．
諸君の先輩として
これからの勉学生活をより有意義に過ごしていた
だくために私の考えを述べてみたいと思います．
アメリカのライト兄弟が「フライヤ１号」で人
類最初の動力空中飛行に成功したのは 1903 年の
ことです．
鳥のように空中を飛ぶことができれば
という願望はだれもが持つ夢でした．
突然にこの
ような飛行機ができるわけではありません．最初
は原始的なものであったでしょう．
段階を経て生
まれてきたのです．
その後ジェットエンジンの発
明があり，航空界は隆盛を極めています．1926年
1926 年
ゴッダードが液体燃料ロケットの飛行に成功しま

陸を達成しました．アポロ
アポロ11
11号です．
号です．宇宙飛行は
これだけにとどまりません．探査機は火星や土星
に届けられています．
さらにスペースシャトルは
宇宙ステーションの組上げに頻繁に往復していま

した．
さらに宇宙飛行への夢が実現に向かいまし
た．幾多の試行実験を経て，1969
1969年人類初の月着
年人類初の月着

す．
ライト兄弟の飛行成功の時にこのような人類
の月着陸など想像できたでしょうか．
夢はどんど
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ん実現されてゆきます．
他の惑星を人類が住める
ように改変しょうと考えている人もいます．何と

れからの技術課題の発展に関わっているのです．
近年は融合技術あるいは学際的技術が多くなって

大きな夢でしょう．

きています．
単調な科学技術の拡張では新しいも

20世紀の科学技術は人間生活の豊かさを求めて
20世紀の科学技術は人間生活の豊かさを求めて
発展してきました．
このことから環境破壊という

のは出にくくなっています．
そのために幅の広い
教養と専門性を身につける必要があります．
さら
に人間に優しい科学技術の発展・開発を期するた

重大な禍根を21
重大な禍根を
21世紀に残すことになりました．
世紀に残すことになりました．私
が小学生，
中学生のときに通った素晴しい砂浜を
もった海水浴場もいつのまにか工場地帯に変わっ

めに環境倫理や工学倫理を頭に置いておく必要が
あります．
どのような科学技術においてもこれま
での様々な知識を身につけ，
これをもとに知恵を

てしまいました．空気も汚れています．酸素再生
に大きな役割を果たす自然林も開拓で少なくなっ
てきているそうです．人口の増加が進んでいま
てきているそうです．
人口の増加が進んでいま

出し，創造性が発揮されるのです．新しいものを
作り出すのは諸君です．
広い知識と深い知恵で大
きな夢を作ってください．

す．多くの食料が必要になるでしょう．環境変化
で世界的にかんばつが起こればどんなことになる

諸君の瞳が輝いていれば退屈な講義などあり得
でしょうか．環境保全問題や食料問題に加えて， ません．
でしょうか．環境保全問題や食料問題に加えて，
逐次に吸収することで累積的に諸君の知
エネルギー問題も深刻です．
石油などの化石燃料 識・知恵はのびてゆくでしょう．精一杯努力して
はいずれ枯渇します．
太陽エネルギーにも依存し いただくためにはまず健康が必須です．
なければなりません．
核融合エネルギーにも大き
21 世紀に活躍する広い視野を持ったスケール
な期待が寄せられています．
太陽の表面で起こっ の大きな科学・技術者となって下さることを願っ
ている物理現象を地球上で実現しょうというので
す．21世紀における課題は山積しています．
21 世紀における課題は山積しています．さら

て励ましの言葉とします．

にこのような問題は世界的な視野に立って考える
べきでしょう．
21世紀における科学技術の課題はバイオ，
21
世紀における科学技術の課題はバイオ，遺伝
子工学，
子工学，IT
IT（
（Information Technlogy）
Technlogy）
，ナノ技術
，ナノ技術
（ナノメータ構造物とその物性応用）等々数多く
（ナノメータ構造物とその物性応用）
等々数多く
あります．
バイオや遺伝子工学によって医療技術
も食料生産等もより改善されるに違いありませ
ん．
私は小学6
私は小学
6年生のときに鉱石ラジオを組みまし
た．興味が出て中学生になって真空管でできた
た．
興味が出て中学生になって真空管でできた 4
球スーパーラジオを図面を見ながら組み立てまし
た．欲が出て
た．
欲が出て 10 球プッシュプルを作り上げまし
た．スピーカーは
スピーカーは10
10インチの大きさです．
インチの大きさです．そして
結局電気工学科に進みたいと思うようになりまし
た．電気機器の設計等も興味深いものでしたが，
た．
電気機器の設計等も興味深いものでしたが，
機器を構成する材料の物性に興味を覚え，
大学院
では応用物理学を学ぶことになりました．
教員と
しては応用物理学科を経て，電子工学科，そして
工学部再編で電子物理工学科に移り，昨年 4 月か
らは大学院の電子物理工学分野所属になっていま
す．
その意味で私は非常によい経験をしてきたと
思っています．
こういった経験から私は工学研究
科の先生達が行っている研究のどれをとって見て
も興味深く思うようになりました．
それぞれに面
白さと新しいものを作り出す喜びがあります．諸
君がこれから学ぶ専門分野は多かれ少なかれ，こ
2

５号館を正面に臨む

工学部・工学研究科の組織再編がなされ，
工学部・
工学研究科の組織再編がなされ，大学院工学研究科の重点化および部
大学院工学研究科の重点化および部
局化が完了し ,21 世紀を迎えました．
世紀を迎えました．このような背景から，
このような背景から，工学研究科各分野
工学研究科各分野
主任の先生方に，各々の分野の内容および特徴についてご紹介いただきました．
主任の先生方に，
各々の分野の内容および特徴についてご紹介いただきました．

具体的で身に付いた工学を
平成 12 年度主任
機械系専攻

教授

岩田 耕一

機械システム工学分野

ステムにより近い学問である．
これらの機械工学
の基礎の上に，実際の機械が成り立っているので
ある．

現在の人間は，生活の基本である衣食住を始
現在の人間は，
生活の基本である衣食住を始
め，あらゆるところで技術のおかげを被ってい
め，あらゆるところで技術のおかげを被ってい
る．むしろ，技術が我々の生活を規定していると
いっても過言でないように見える．例えば，現在

機械工学の技術者になるには，
これらの学が必

の生活は車が存在するということが前提になって

要である．しかし，学を机上のものに終わらせて

いることも多い．
この傾向は一層顕著になると考

はならない．実際にこれらを応用する場面を考え
ながら，具体的なイメージを持って，身に付いた

えられるから，
21世紀には技術が社会に及ぼす影
21
世紀には技術が社会に及ぼす影
響はますます大きくなり，
技術者の責任はより一
層重くなる．いかなる技術を創造するか，それが

ものとしていただきたい．
最近の世の中はすべてシステム化され，
知能化
している．たとえば，
している．
たとえば，写真を撮るには，
写真を撮るには，ただ，
ただ，カ
カ
メラを被写体に向けてシャッタボタンを押すだけ

どのように社会に影響を及ぼすかということも考
える必要がある．その為，技術者は工学だけでな
く，広い知識と識見を必要とする職業となる．
く，
広い知識と識見を必要とする職業となる．

でよい．しかし，
きれいな写真が撮れるためには，
ピント合わせと，レンズの絞りとシャッタース
ピント合わせと，レンズの絞りとシャッタース
ピードの調節が必要になる．
昔のカメラはこれら
をすべてマニュアルで行っていた．
人間が日照条

しかし，自身の専門を知らずしては，技術者と
はなり得ない．機械システム工学科は，技術の基
礎である機械工学を，
エネルギー機械工学科とと
もに受け持っている学科である．
日本機械学会の

件などを観測し，写り具合を予測しながら，過去
の経験などを頼りに調整を行った．
現在のカメラ
は，すべてカメラの中のコンピュータが調整を
は，
すべてカメラの中のコンピュータが調整を

「機械工学
「機械工学100
100年のあゆみ」
年のあゆみ」
の目次から拾い出して
みると，
みると，機械の中には，
機械の中には，交通
交通・
・物流システム，生
物流システム，生
産加工・
産加工
・工作機械，ファクトリーオートメーショ
ン，ロボティクス・
ロボティクス・メカトロニクス，情報
情報・
・知能
知能・
・
精密機器，産業
精密機器，
産業・
・化学機械，
化学機械，エンジンシステム，
エンジンシステム，
動力エネルギーシステムなどがある．
いかに機械
が広い範囲に関わるものであるかが分かる．機械
システム工学科は，
この内，
前半部に，
エネルギー
機械工学科は後半に多く関わっている．しかし，
機械工学科は後半に多く関わっている．
しかし，
完全に分かれるようなものではなく，
両者は互い
に助け合いながら機械工学の研究者，
技術者を育
てることを目標にしている．
実際の機械を開発，設計，
実際の機械を開発，
設計，製作，
製作，運用するため
運用するため
には，
機械や機械部品の振る舞いを正確に記述で
きる学問が必要になる．再び，
きる学問が必要になる．
再び，上記の目次から，
上記の目次から，
学に近いものを拾い出してみると，材料力学，機
械材料・
械材料
・材料加工，機械力学
材料加工，機械力学・
・計測制御，機械要
計測制御，機械要
素・潤滑
潤滑・
・設計，
設計，宇宙工学．
宇宙工学．バイオエンジニアリ
バイオエンジニアリ
ング，計算力学，設計工学，環境工学，流体工学，
熱工学などがある．ここでも，前半部分が機械シ
3

行っている．
常にきれいな写真が撮れるというこ
とは，使う側から見れば望ましいことである．し
かし，
それだけ我々は日常生活でこれらの物理や
経験の必要性を感じないことになる．
若い諸君は，
このような世の中を生きているの
であるから，
物理をはじめとする自然現象を具体
的に経験することがなくなり，
身に付いた知識が
得られないこととなる．
昔の人間より一層好奇心
を持ち，自ら行動を起こす必要がある．スイッチ
を入れても動かなくなったCD
を入れても動かなくなった
CDプレーヤーは，
プレーヤーは，
その
ままゴミに出すのではなく，
一度分解してどのよ
うな仕組みになっているのか，どこが悪いのか，
うな仕組みになっているのか，
どこが悪いのか，
分からないなりにも一度は探ってみることが必要
ではないか．CD
ではないか．
CD プレーヤについて知れば知るほ
ど，
CDプレーヤの肝心な部分が精密な機械技術に
CDプレーヤの肝心な部分が精密な機械技術に
負っているかが分かってくる．このような経験を
積み重ねるとともに，種々の工学を学ぶことに
積み重ねるとともに，
種々の工学を学ぶことに
よって，一人前の技術者が誕生すると考える．
よって，
一人前の技術者が誕生すると考える．

エネルギー機械工学科の紹介
平成 13 年度主任

教授 木田

輝彦

機械系専攻 エネルギー機械工学分野
エネルギー機械工学科は，
（1）熱流体
熱流体・
・動力工

の要る仕事である．
この点はすべての研究に言え

学講座と
学講座と（
（2）エネルギー・
エネルギー・環境工学講座の二つ
の大講座からなっている．また，それぞれの講座
は 3 つの研究グループから構成されている．いず

るので，
どの研究課題であっても面白いところは
たくさんあり，また，
たくさんあり，
また，得るところも大きい．
得るところも大きい．私は
私は

れも機械工学を基礎として，エネルギーの発生
れも機械工学を基礎として，
エネルギーの発生・
・

る．それよりも，
る．
それよりも，44 年生になり，
年生になり，同級生がやって
同級生がやって

変換・
変換
・貯蔵
貯蔵・
・消費に関連する様々な機器やその要

いる研究を聞き，
その中身がある程度分かってか
ら，大学院に進学するときに，
ら，
大学院に進学するときに，やりたい研究グ
やりたい研究グ

卒業研究課題にあまりこだわらないことを奨め

素の開発
素の開発・
・改良にかかわる基本的課題，およびエ
ネルギーシステム全体を総合的にとらえ，
省エネ

ループに入るように進学試験をがんばるほうが良
いと思う．大学院進学に際しては，学科の変更も

ルギーと環境，
環境保全にかかわるシステムの創
造に関する教育・
造に関する教育
・研究に取り組んでいる．教育に
関しては，機械システム工学科と密接な連携を
関しては，
機械システム工学科と密接な連携を
取っている．専門科目の
取っている．
専門科目の A 〜 C 群は実験を除いて

可能であり，それは勉強次第である．
可能であり，それは勉強次第である．
大学生時代はやりたいことを自由にできる時期
である．クラブ活動や，趣味など色々とあると思

両学科とも同じ科目が設定され，
同じクラスで受

う．ただ，
う．
ただ，研究関係の仕事をする人以外は，
研究関係の仕事をする人以外は，この
この

講する．これらの科目の大部分は 2 年次までに開
講される．3
講される．
3 年次から開講される D と E 群で，
群で，そ
そ
れぞれの学科の専門科目が異なった科目群に入っ

時期しか系統だって勉強をする機会が殆どない．
また，この時期は頭の柔軟な時期でもあり，難し
いこともやれる時期でもある．
しっかりと勉強し

てくる．このため，
てくる．
このため，4
4 年生になるまではほとんど

ておかねば社会人になって後悔することになる．
両学科の学生諸君は同じように学ぶことになる． これからの実社会は競争社会になると言われてい
4 年生になると，卒業研究がはじまる．このため， る．実力を付けるしかないのだが，一朝一夕に実
各研究グループに分かれ，
グループ内で教官の直
接の指導を受け，卒業論文をまとめ，卒業資格を
得ることになる．このため，
得ることになる．
このため，3
3 年生までの学習中
心の生活から創造性や独創性を必要とする研究中
心の生活に変わり，3
心の生活に変わり，
3 年生までに学んできた知識
を駆使し，卒業研究をまとめなければならない．
を駆使し，
卒業研究をまとめなければならない．
この時期になると，
研究室内では先輩の大学院生
と共に生活するので，就職
と共に生活するので，
就職・
・進学，
進学，下宿
下宿・
・アルバ
イトなど色々なことが相談でき，また，研究室の
OBなどの研究室訪問などがあり，
OBなどの研究室訪問などがあり，
縦のつながりの
できる時期である．
卒業研究課題に関しては，
学生間の話し合いで
決められる．人気のある研究課題は学生同士，く
じ等で決めているようである．ただ，就職に関し
ては，
私の経験では所属する研究グループに関係
しない．従って，興味のある研究課題にいけなく
てもこの点は心配しなくて良い．
研究課題が面白
そうに思えても，
実際の研究は非常に地味で根気
4

力がつくものではない．不断の努力が必要であ
力がつくものではない．不断の努力が必要であ
る．
最後に，授業などで分からない点があれば，積
極的に先生の部屋を訪問し，
質問することを奨め
る．
積極的に質問してくる学生を先生方は大歓迎
ですから是非先生方の部屋の扉を叩いてくださ
い．
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航空宇宙工学科の新入生諸君へ
平成 13 年度主任
機械系専攻
私たちは，
希望と不安を抱いて21
希望と不安を抱いて
21世紀を迎えま
世紀を迎えま

教授 岡本 謙一

航空宇宙工学分野

期待されています．

した．
アポロ宇宙船が宇宙飛行士を月面に運んだ
1969 年には，
年には，約
約 40 億人だった人口は，
億人だった人口は，増大し続
増大し続

本学の航空宇宙工学分野は，航空宇宙学講座と
航空宇宙システム講座の二つの大講座より構成さ
れており，翼，
れており，
翼，胴体周りやエンジン内部の流れ
胴体周りやエンジン内部の流れ・
・

け，わずか約
け，
わずか約 30 年後の 20 世紀末には，70
世紀末には，70 億人を
突破しました．人類の消費するエネルギー・
人類の消費するエネルギー・資源

渦，あるいは衝撃波を研究する流体力学，ロケッ
は，
オゾン層破壊や二酸化炭素の増加による地球 トや宇宙大型構造物の強度と軽量化を研究する構
温暖化に代表される地球環境問題を引き起こし， 造工学，
スクラムジェットエンジンや各種熱サイ
人類の生存そのものを脅かしています．
人類文明 クルを研究する推進工学，航空機の自動操縦，航
の持続的発展を計りながら，
同時に将来の世代の 法装置や人工衛星の姿勢などに関する制御工学，
ために快適な地球環境また宇宙環境を保全して行
くことは，21
21世紀に生きる私たち一人一人の責務
世紀に生きる私たち一人一人の責務

真空や微小重力環境の利用を研究する宇宙環境利
用工学，
地球観測や衛星通信などを研究する宇宙
情報通信システム工学，
システムの総合的な評価
と設計を担当するシステム工学などを教育と研究

です．
航空宇宙工学は時代の先端を行く科学技術
が集積された総合的な工学分野であり，
この分野
に進学した皆さんは，
同分野の科学技術の発展を
通して人類の将来を希望に満ちたものにする責務
があるといえましょう．

の専門領域としています．皆さんが，講義を通し
てこれらの学問分野の基礎知識を習得すると共
に，実験，演習を通してその知識をより確実なも
のにすることを希望します．とりわけ，自分で問

航空宇宙工学は，
20世紀初頭のライト兄弟によ
20
世紀初頭のライト兄弟によ
る動力初飛行の成功以来，
目覚しい発展を遂げて
きました．今や，航空産業は人類に快適なサービ

題を発見し，課題として設定し，それを解決し，
題を発見し，課題として設定し，
それを解決し，
成果としてまとめて行く積極的な意欲のある学習

スを提供すると共に，
その生命を預かる重要な基
幹産業であり，
より一層の安全性，
省エネルギー，
経済性，
地球環境保護などの高度な技術的課題を
克服した次世代の民間航空機の開発，
あるいは宇
宙往還機・スペースプレーンの実現が期待されて
います．1957
1957年にスプートニク１号が打ち上げら
年にスプートニク１号が打ち上げら
れ，宇宙時代が到来し，米国と旧ソ連の宇宙開発
競争に加速され 60 年〜 70 年代に急速に宇宙技術
は驚異的な発展を遂げました．
しかし，
その後は，

態度，主体的研究能力は，我が国の産業界で一番
求められているものです．本分野では，いわゆる
創成型教育の重要性を認識し，
本年度より演習を
大幅に見直し，
オリジナリティのある仕事のでき
る人材の育成を目指しています．また，時代の要
請に応える為に，全カリキュラムの見直しを行
請に応える為に，全カリキュラムの見直しを行
い，科目間の重複の削除と遺漏のないこと，およ
び科目の新設を実施します．

本分野に進学された皆さんには，大学での授
本分野に進学された皆さんには，大学での授
業，演習，
業，
演習，実験を一つ一つ大切にし，
実験を一つ一つ大切にし，学業中心の
学業中心の
大学生活を送られることを希望します．
受験から
解放された気の緩みから学業を疎かにするような
回軌道上の通信衛星によるサービスにより，全世 ことが無いことを希望します．
ことが無いことを希望します．皆さんは，
皆さんは，今，
今，学
学
界との通信は飛躍的に発展し，
放送衛星によるテ 問の入り口にいます．｢初心忘るべからず
初心忘るべからず｣｣の言葉
レビ番組の提供，G
レビ番組の提供，
G P S 衛星を利用するカーナビ にあるように，
初めて学問の息吹に触れたときの
ゲーション，
気象衛星｢
気象衛星
｢ひまわり
ひまわり｣
｣の雲画像の提供 初々しい謙虚な気持ちを何時までも忘れずに学生
は，私たちの生活に不可欠なものとなっていま
は，
私たちの生活に不可欠なものとなっていま 生活を送ってください．
生活を送ってください．また，
また，航空宇宙分野は，
航空宇宙分野は，
す．
地球観測衛星は，
オゾンホール，
エルニーニョ とりわけ厳しい国際競争の洗礼を受ける分野で
現象等の様々な地球環境についての膨大なデータ す．
す．世界を相手に仕事をする意欲，
世界を相手に仕事をする意欲，積極性，
積極性，開拓
開拓
を日々，提供し続けています．
を日々，
提供し続けています．また，
また，一方では，
一方では， 魂，
魂，英語力を磨いて欲しいと思います．
英語力を磨いて欲しいと思います．また，
また，学
学
宇宙を開拓しようという人類の根源的な夢は広が 問上，生活上のどんな問題についても，気楽に教
り，21世紀には，
21 世紀には，国際宇宙ステーションの建設が 員に相談頂きたいと思います．
員に相談頂きたいと思います．Bon
Bon voyage!
完了し，
月面基地や有人火星ミッションの実現も
宇宙技術を人類文明の調和的な発展のために如何
に有効に利用するかという落ち着いた観点からの
宇宙開発に比重が移ってきました．
静止軌道や周
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海洋の夢
〜海洋システム工学科〜
ine

平成 13 年度主任

Mar

機械系専攻
新入生の諸君，海洋システム工学科にようこ
新入生の諸君，
海洋システム工学科にようこ

教授 池田 良穂

海洋システム工学分野

私が大学に入った頃
私が大学に入った頃((昭和 40 年代
年代))は造船が大
盛況の時代でしたが，その後，オイルショックが

そ．
海洋システム工学って何 ?
?と思ったまま入学し
と思ったまま入学し

起こり，長い造船不況に見舞われました．
そして，

た人もいるかもしれないので，
まずは海洋システ

その頃に大きく成長を始めていたのが海洋開発で
す．
「海洋は人類に残された最後のフロンティア」
「海洋は人類に残された最後のフロンティア」

ム工学のコンセプトについて説明しましょう．

地球の表面の 70% は海からなり，生物はみな海 と言われ，海洋調査，
と言われ，海洋調査，海底石油開発，
海底石油開発，エネルギー
エネルギー
を起源としています．陸上に上った人類もまた， 開発，海洋空間利用などが脚光を浴びました．船
を起源としています．陸上に上った人類もまた，
今でも，海から多くの恩恵を受けています．この の技術が直接応用できる新しい分野であったこと
広い海にかかわる全てが，
海洋システム工学科の もあり，私は船の研究と平行して，海洋石油開発
舞台です．海に浮かぶ船や海洋開発機器から，海 の機器に関連する流体力学的な研究を行いまし
そのもの，
そのもの，そして海と人間との関わり合いまで，
そして海と人間との関わり合いまで， た．
た．この海洋開発の分野は，
この海洋開発の分野は，今では，
今では，当学科の大
当学科の大
すべてが我々のターゲットなのです．特に，人間 きな柱の 1 つに成長し，メガフロートと呼ばれる
と海との理想的な関係について十分に考え，その 巨大な海洋構造物や，海洋深層水，海洋石油掘削
上で海を使わせてもらうのがその基本姿勢です． 機器などの研究に多くの教員が携わっています．
私の現在の専門分野は，船舶に関する研究と，
私の現在の専門分野は，
船舶に関する研究と，
さらに，33 つ目の新しい柱が確立しつつありま
さらに，
海洋資源開発に関する研究ですが，
私自身の進ん す．それが海洋環境関連の研究です．人類が利用
で来た歩みも織り交ぜながら，
本学科全体の具体 だけしていた海洋を，環境保全，環境創造という
的な研究状況について簡単に説明しましょう．
視点から研究しようというものであり，
海洋物理
私は北海道の港町で育ち，
いつか船に関係する 的または生態学的なアプローチが行われ，
身近な
仕事をしたいと夢見ていました．そして，念願か 大阪湾も研究フィールドのひとつとして採り上げ
なって本学の船舶工学科(
なって本学の船舶工学科
(現海洋システム工学科
現海洋システム工学科)) られ，
られ，精力的に研究が進められています．
精力的に研究が進められています．
に入学しました．というわけで，
に入学しました．
というわけで，船の研究は，
船の研究は，今
今
学科の雰囲気は「フレンドシップ」そのもので
でも，私の最も愛着のある仕事のひとつです．船 す．
す．11 年生の時点から，
年生の時点から，教員も一緒になったイベ
教員も一緒になったイベ
舶が，貿易貨物の 99%
99%以上を運んでいる極めて重
以上を運んでいる極めて重 ントがとにかく多いのが特徴です．春の 1 泊の学
要な輸送機関であること，そしてその船舶の
要な輸送機関であること，
そしてその船舶の 40% 外研修は，今年も海洋センターで行われ，ほぼ全
余りを日本が建造していることは意外に知られて 教員が参加します．新入生が，先生方をはじめ多
いません．海運でも造船でも，日本は今でも世界 くの大学院生や上回生と一緒に海のことを語り明
のリーディング・
のリーディング
・カントリーなのです．最近は，
カントリーなのです．最近は， かすユニークな企画です．この時に得られる海洋
「超」という形容詞が付く，斬新な船が開発され
「超」という形容詞が付く，
斬新な船が開発され
ています．
超50
50ノットの高速カーフェリー
ノットの高速カーフェリー(1
(1ノッ
ノッ
トは毎時 1.852km)，
1.852km)，14 万トンの超大型クルーズ
客船，
1万個のコンテナを運ぶ超大型コンテナ船．
こうした新しい船の技術面での研究に加えて，最
近は新しい船を使った新しい海事ビジネス構築の
ための経済分析的な研究も始めています．
私以外
にも，
この船舶の研究の魅力に取りつかれている
教員も多く，アメリカズ・
アメリカズ・カップのヨットの研究
や超高速のレジャーボートの研究なども行われて
おり，今でも，
おり，
今でも，船の研究は，
船の研究は，当学科の大黒柱であ
当学科の大黒柱であ
り，多くの研究成果が世界に発信されています．
り，多くの研究成果が世界に発信されています．
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システム工学に関する情報をぜひ見逃さないで欲
しいと思います．さらに 3 年生主催の歓迎会や夏
休み直前のパーティなどもあります．
チューター制度は工学部の中でも珍しいシステ
ムです．3 年生までの各学年では，2 〜 3 人の学生
に 1 人の担当教員が決まっており，受講申請の相
談をはじめあらゆる相談にのっています．
もちろ
ん，
大学生なのだから自主性は大いに重んじてお
り，
こちらからうるさくとやかく言うことはあり
ませんが，
相談の窓口はいつでも開いてますので
気軽に研究室を訪問して欲しいと思います．

分らないことありますか？

平成 13 年度主任

教授 兼田

電気・
電気
・情報系専攻

数理工学分野

均

な着想を必要とする場合があるからです．
この点

晴れて入学試験から解放され，
専門的な知識を

に関して思い出されるのは，
黄熱病の病原を研究

心ゆくまで学ぶ機会を得たあなた方にとって，知
識がどのようなものか振り返って見る今は良い時

していた我らが野口英世博士のことです．
かれは
顕微鏡で病原体を見いだそうとしたのですが，実
のところ病原体は細菌ならぬウイルスであり，電

期だと思います．その手がかりとなるよう，拙い
文章ながら書いてみます．お断りしておきます
文章ながら書いてみます．
お断りしておきます

子顕微鏡無しでは不可能だったのです．
専門分野

が，私の専門は応用数学です．
が，私の専門は応用数学です．
自然科学の知識は，特定の疑問
自然科学の知識は，
特定の疑問（問い）
（問い）に対す
に対す

内でも(2)型の問いがあるのは数学分野で例示済
内でも(2)
型の問いがあるのは数学分野で例示済
みですが，現実の
みですが，
現実の(2)
(2)型の問いの解決には物質に
型の問いの解決には物質に
関する知識は不可欠で，
時には数学的考察も要求

る答えとして見るとより印象的になる．
我々の抱
く疑問（問い）を分類してみたことはありません
が（私見では，疑問を分類するのは大変有意義で

されます．
(2)型の問いに関して注意すべきは，
(2)型の問いに関して注意すべきは，可
能ならば様々な方法があり得るということです．
(1)(2)型の問いの答えを見いだした人は偉いし，
(1)(2)型の問いの答えを見いだした人は偉いし，

重要なことです）
，次の 2 種類はすぐ思いつきま
，次の
す．

奇抜で魅力的な問いを思いついた人も同じくらい
賞賛されていいでしょう．

(1) 某とは何か，どんな性質を持つか（時間経過
による変化も含めて）
，また何故か．
，また何故か．
(2) 何何は可能か，
もし可能ならどのような方法

世界に先駆けて答えを見いだすためには，
通常
大変な努力が必要です．さて何故，人は難問に挑

があるか．
例えば，数学では
例えば，
数学では：
：
素数はどんな性質を持つか，の問いに対し，ｎが
自然数とすると 4+1 なる素数は無限個存在し，4
なる素数は無限個存在し，4
ｎ +1
+1なる素数は
なる素数は2
2 つの自然数の2
つの自然数の 2 乗の和として表
せる，等．
せる，
等．3
3 次方程式の解を求めることができる
か，の問いに対し，
か，
の問いに対し，解の公式
解の公式（カルダノの公式）
（カルダノの公式）
あり，近似解法あり，
あり，
近似解法あり，等．
等．あるいは，
あるいは，もっと現実
もっと現実
的な問いとして：
的な問いとして
：光は何か，またどのような性質
を持つか，等．与えられた王冠は純金製か否か決
定できるか，どんなものでも純金に変えられる
定できるか，
どんなものでも純金に変えられる
か，どんな計算もできる機械は可能か，タイムマ
シンは実現可能か，等．
シンは実現可能か，
等．普通科課程では
普通科課程では(1)
(1)に関
に関
する知識を中心とした科学教育がなされてきまし
た．
留意すべきは，
(1)に関する知識は多岐に渡る
(1)
に関する知識は多岐に渡る
が，
完全な答えを我々が知らない問いも数限りな
くあることです．
(1)の一つの問いにこだわれば，
(1)
の一つの問いにこだわれば，
自分の専門分野を狭めることになるという主張
は，もっともらしく聞こえますが，必ずしも正し
くありません．それは，
くありません．
それは，答えが，
答えが，他の様々な分野
他の様々な分野
の手法や，
他の分野にも影響を及ぼす様な革新的

戦することができるのでしょう．その一つは，必
要に迫られた使命感です．その一つは，人間の知
性は神様のそれに近いという錯覚です．
世に天才
と称せられる人達の作品（古典）
と称せられる人達の作品
（古典）に接するとき，
に接するとき，
我々は神様の知性を持ち合わせている，
とつい錯
覚して，
自分でも解決できるかもしれないと思っ
てしまう．例えば，政治に興味のある方は，
「韓非
子」
（前 3 世紀）
，マキャヴェッリの
，マキャヴェッリの「君主論」
（16
世紀）等を一読してご覧なさい．彼らの慧眼に驚
嘆し，我々後生の多くの人が，お釈迦様の手のひ
らなる孫悟空の境地を味わうのではないでしょう
か．私が
か．
私が 3 番目にあげる理由は，本人が問題の魅
番目にあげる理由は，本人が問題の魅
力に取り付かれてしまったためです．
最後に，
新たな知識を確立する感動を在学中に
味わえるよう，ご健闘を祈ります．
味わえるよう，
ご健闘を祈ります．

７

電子物理工学科の
新入生諸君への 三つの提案
平成 13 年度主任

教授

中山

喜萬

電気・
電気
・情報系専攻 電子物理工学分野
ご入学おめでとうございます．さて，大学生に

これだったら頑張れる，よし，これをやろう と

なったら，
なったら，あれをして，
あれをして，これをして，
これをして，と夢を膨ら
と夢を膨ら
ませていることでしょう．でも，
ませていることでしょう．
でも，ちょっと待っ
ちょっと待っ

いうものを早く見つけ，その世界に飛び込んで
いうものを早く見つけ，その世界に飛び込んで
いってほしい．

て！ 先輩としてまた教える立場にあるものとし

さて，最も重要な大学の教科，学問についてで

て，
皆さんに期待することを少し述べたいと思い
ます．
これを参考にして大学生活の計画を立てて
ほしい．大学の教科，学問については後で述べる

すが，それは一言でいえば 本業ですよ です．
すが，それは一言でいえば
特に，
上の二番目に述べた活動にのめり込みすぎ
て，勉学が疎かになっては本末転倒です．
て，
勉学が疎かになっては本末転倒です．した
した

として，その他の二つの提案について紹介しょ
として，その他の二つの提案について紹介しょ

がって この４年間集中して勉強するぞ という

う．

心構えをもってほしい．
冒頭に英語が重要といい

第一は語学です．
英語は皆さんの先輩達の時代
より重要です．
それはインターネットの普及によ
るものです．ネット上では，
るものです．
ネット上では，まさに
まさに どこでもド
ア です．このとき， おはようございます では

ました．それはグローバル化によるものでした．
ました．それはグローバル化によるものでした．
特に専攻の教科学問については，これも 世界の
中の私 という視点を忘れてはならない．大学院

だめです．そうです．やはり
だめです．そうです．
やはり Good morning な
のです．
アジアの人々は英語に弱いと言われてい
ます．その中でも，特に閉じた島の中だけで文化

それは，単なる教養としての勉強ではなく，技術
者・研究者として活動できるようになろうという
ことでしょう．であれば，自ずと皆さんは世界の

を育んできた日本人が弱いのです．
学校教育で長
い年月をかけて勉強してきたと思いますが，それ
を生きたものに変えて下さい．卒業するまでに
を生きたものに変えて下さい．
卒業するまでに

中で如何に優れた技術者研究者であるかが問われ
るわけです．
私がシカゴ大学に滞在したときに見たそこの学
生達の勉学への姿勢は，とても印象的でした．よ

に進学しようと考えている諸君もいるでしょう．

TOEIC あるいは TOEFL で 何点以上をとるぞ と
目標を定めて下さい．それと，近隣諸国の人と直
接意志を通じ合えるように，
どこの国の言葉でも
良いから一つ話せるようになってほしい．
第二は充実感のある活動をすることです．それ
は学生時代にしかできないものでもよいし，ある
いは社会人になってからも続けていけるものでも
よい．
スポーツであったり文化的な活動であった
りボランティアであったり，
それは多様で結構で
す．
青春の重要な一こまになることが大事なので
す．つまり，活動そのものも高い意義をもちます
が，
クラスメイトを越えた多くの人々と交わるこ
とができる意義はとても大きいです．
人脈として
将来の皆さんの人生に大きな意味をもつかもしれ
ない．そんなことにならなくても，多くの人と共
に必死で何かをするということを通して，
他の人
と心が響き合ったり，
あるいは不協和音が立った
りという過程を経て，
皆さんの心は磨かれ豊かな
人間性が形成されるでしょう．
未だ何もない人は

く予習・復習をしています．
く予習・
復習をしています．また，
また，授業中も彼ら
授業中も彼ら
は生き生きしていて，よく質問をします．皆さん
もよく知っていると思いますが，
大学に入ったこ
ろの学力は日本人の皆さんの方が高いといわれて
います．しかし，卒業する頃は逆転しているので
す．私もそう思います．中国や韓国にも仕事で出
かけるのですが，
日本の大学生よりもよく勉強し
ているように窺えます．そこで次のことを提案し
ます．授業中に質問をするようにして下さい．心
掛けるだけでなく， １時限に１つは必ず質問を
するように決める ことが必要でしょう．そのた
めには当然，予習復習が必要です．大阪府立大学
はそういう雰囲気なのだというのを作ってほし
い．
皆さんを歓迎するにあたり，三つの目標を提案
しました．四年間は短い．アッという間に過ぎて
しまいます．四年間を必死に生きて下さい．特に
三年生までは，自身で計画した生活がおくれま
三年生までは，
自身で計画した生活がおくれま
す．時間を大事にして下さい．
す．
時間を大事にして下さい．
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さて，
電子物理工学科における生活について少
し紹介します．今年は 4 月 21 日（土）
し紹介します．今年は
（土）には皆さん
には皆さん
の歓迎セミナーを開催します．そこでは，
の歓迎セミナーを開催します．
そこでは，現在，
現在，

かもしれません．もし，そんなものに出会えば，
かもしれません．もし，
そんなものに出会えば，
即，研究室を訪ねよう．もっと詳しい情報が得ら
れるはずです．
できるだけ早くその研究の歴史を

社会の第一戦で活躍している皆さんの先輩をお招

知り，現在のレベルを把握し，その内容を理解す

きして，
きして，講演をしてもらいます．
講演をしてもらいます．おそらく，
おそらく，自身
自身
が学生であったころのこと，
社会にでてからの体

るために何を勉強する必要があるのかを考え，学
生生活の計画を立てることはとても有意義です．

験，社会は皆さんに何を求めているのか，などに
ついて話されると思います．その後，互いにの自

四年生になりますと研究室に配属され，
先生や
先輩の指導を仰ぎながら卒業研究を行います．電

己紹介やさらに親交を深めるために皆さんと共に

子物理工学科ではどの研究室もそれぞれの分野を

行う催し物が企画されます．
前期の講義科目のなかに電子物理工学演習があ
ります，
ります，それは，
それは，電子物理の各研究グループが
電子物理の各研究グループが 2

先導する研究を行っています
（電子物理工学演習
でわかると思いますが）
．
その息吹を感じながら，
一日のうちの多くの時間を研究室で過ごすことに

週ずつ担当し，
研究グループの先生が担当してい

なり，まさに研究という営みを体得することにな
ります．本当に充実した学生生活になると思いま

る講義の概要や，携わっている研究内容，それと

す．

講義との関連などを紹介します．
皆さんは電子物
理工学科で何が勉強できるのかを概観することが

最後になりましたが，
今年度の学科主任として
皆さんと接することになります．
何かありました
ら，私の研究室に遠慮なく来てください．それで
は，張りのある大学生活を期待しています．
は，
張りのある大学生活を期待しています．

できます．一歩踏み込めば，研究分野の多様性に
触れることができ，
卒業研究や大学院の研究テー
マとして自分に適するものを見出すことができる

平成 13 年度工学研究科各分野主任・工学部各学科主任
専攻名

分野・学科名

氏名

部屋番号

電話番号
（内線）

機
械
系

電
気
・
情
報
系

物
質
系

機械システム工学分野

田中 芳雄

1

号館− 206 室

2234

エネルギー機械工学分野

木田 輝彦

1

号館− 211 室

2224

航空宇宙工学分野

岡本 謙一

5

号館− 221 室

2246

海洋システム工学分野

池田 良穂

6

号館− 114 室

3369

数理工学分野

兼田

均

5

号館− 303 Ｌ室

3242

電子物理工学分野

中山 喜萬

7

号館− 332 室

2268

電気電子システム工学分野

山下 勝己

7

号館− 414 室

3233

情報工学分野

大松

繁

7

号館− 405 室

2288

経営工学分野

市橋 秀友

6

号館− 220 室

2375

応用化学分野

角岡 正弘

3

号館− 113 室

2314

化学工学分野

小西 康裕

4

号館− 104 室

2322

材料工学分野

高杉 隆幸

2

号館− 315 室

2354

機能物質科学分野

中澄 博行

3

号館− 117 室

2312
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21 世紀にチャレンジ
世紀にチャレンジ!!
!!
平成 13 年度主任 教授 山下 勝己
電気・
電気
・情報系専攻 電気電子システム工学分野
なっています．また，実際問題への適用を通じて

電気電子システム工学科では，
リニアモーター

カーなどのエネルギーエレクトロニクス技術から 理論の有効性・問題点等を検証することも工学的
人工衛星などを利用した情報通信技術までの， に重要です．この観点から，制御理論を倒立振子
ハードウエアおよびソフトウエアに関する基礎理 や非線形回路などへ適用した制御実験にも取り組
本グループの学生は制御理論・コン
論を教示しています．
本学科の構成は下図のよう んでいます．本グループの学生は制御理論・
に，
電気システム講座および電子通信システム講
座の２大講座から構成され，更に，各講座はそれ

ピュータのソフト・ハードをバランスよく習得す
ることができます．

ぞれ３研究グループから構成されています．各研

マルチメディアネットワーク研究グループで
は，文字情報に加え，写真やアニメなどマルチメ

究グループの研究内容については以下に示しま
す．

デイアデータを有効活用する応用システムを提案
し，ウエブ環境で動作させています．研究内容と
しては，上記の応用システムの作成，およびそれ
を動作させる光ファイバネットワークの設計・評
価が 2 本の柱です．例えば，
本の柱です．例えば，インターネットから
インターネットから
大学の教材を取り出し学習したり，
遠隔実験など
ができる機能を光ネットワーク上で動作するシス
テムを実現しています．
光電波システムおよび情報通信研究グループ

では，
マイクロ波を用いた無線通信や光を用いた
無線通信の研究に
モータドライブシステム研究グループでは， 情報処理の研究をしています．
LAN や携帯電話システムの基
モータやリニアモータの小型・
モータやリニアモータの小型
・高効率化，これを おいては特に，室内 LANや携帯電話システムの基
駆動するインバータなどのパワーエレクトロニク 地局およびハンドセットにおいて重要な役割を果
試作部
ス装置の高性能化，
システムとしてこれらの性能 たすアンテナやフィルタの設計ならびに，
光を用いた情報処理の
を最大限に引き出す制御法などについて研究して 品の測定を行っています．
光回路の設計や解析を行うとと
います．
います．電気自動車，
電気自動車，ロボット，
ロボット，福祉機器，
福祉機器，情報
情報 研究においては，
もに、新しい回路の試作も平行して進めていま
新しい回路の試作も平行して進めていま
機器など人類の将来に不可欠な技術です．また，
機器など人類の将来に不可欠な技術です．
また， もに、
地球環境保護の観点から，風力など自然エネル
地球環境保護の観点から，
風力など自然エネル す．
知的情報通信研究グループでは，マルチメディ
ギーを有効に利用できる発電機に関する研究もし
ア化とグローバル化を目指した
CDMA による高速
ています．
LAN，地上
電力システム研究グループでは，
自然環境を考 ディジタルセルラ方式および高速無線 LAN，
慮した
慮した21
21世紀に相応しい電力システムを探求し，
世紀に相応しい電力システムを探求し， 波ディジタル放送の伝送方式としての OFDM 方式
CDMA 伝送における
モデルシステムに基づく非線形安定化制御，知能 の研究を行っています．特に，CDMA伝送における
OFDM伝送におけるキャリア間
OFDM伝送におけるキャリア間
システム技術の導入，
放電現象および非線形現象 狭帯域干渉波除去，
種々
の解明を中心とするテーマに取り組んでいます． 干渉およびシンボル間干渉の除去を目的に，
特に電気エネルギーの発生・
特に電気エネルギーの発生
・輸送
輸送・
・分配
分配・
・消費に のフィルタを開発しています．
学生諸君には特に，「古人の跡を求めず，古人
「古人の跡を求めず，古人
いたる電力システムは，
社会の基盤となるエネル
ギー供給システムですので，
高い信頼性および安 の求めたる所を求めよ」芭蕉−風俗文選，に述べ
全性を維持するシステムでなければなりません． られているように，知識を学ぶのではなく，その
日夜進歩し
電気システム制御グループでは，
制御したい対 元になる考え方を自分のものにして，
象物の数理モデルが「いい加減」でも制御性能が ている先端技術の担い手と成られることを期待し
保証できる「ロバスト制御」の理論的研究をおこ ております．
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2 1 世紀に広がる情報工学の領域

平成 13 年度主任 教授

大松

繁

電気・
電気
・情報系専攻 情報工学分野
20世紀の中頃に発明された電子計算機は，
20
世紀の中頃に発明された電子計算機は，単な

れる．そのためには，
れる．
そのためには，若い，
若い，優秀な頭脳集団を創
優秀な頭脳集団を創

る数値計算を行う計算機であった．その後，約半
世紀の間に，文字，
世紀の間に，
文字，知識，
知識，静止画，
静止画，動画などを取
動画などを取
り扱い，知能を表現する機械として，コンピュー

出する環境整備が重要である．
本学の情報工学科は，知能情報，システム情報
という 2 大講座からなり，
大講座からなり，少人数教育で，
少人数教育で，コン
コン

タという言葉が定着してきた．しかも大型コン
タという言葉が定着してきた．
しかも大型コン

ピュータの基礎と応用，
システム制御に関する基

ピュータからミニコンピュータを経て，
さらにダ

礎的な事項と最先端までの内容が，
履修できるよ

うにしている．とくに，本学科では，
本学科では，コンピュー
コンピュー
ウンサイジングされマイクロコンピュータとなっ うにしている．とくに，
タのハードウェアおよびソフトウェア，データ
データ
た．近年では，
た．
近年では，それらが高速通信網で結合され，
それらが高速通信網で結合され， タのハードウェアおよびソフトウェア，
ベース，コンピュータネットワーク，
コンピュータネットワーク，暗号とセ
暗号とセ
コンピュータのネットワーク化が進み，
情報の分 ベース，
キュリティ，電子透かし，
キュリティ，
電子透かし，ロボットビジョン，
ロボットビジョン，文
文
散化，
散化，共有化が進められてきた．
共有化が進められてきた．
21 世紀には，情報技術（IT
IT）
）やバイオテクノロ 書理解，知能システム，リモートセンシング画像
処理，知的パターン認識，
知的パターン認識，22 次元信号処理，
次元信号処理，音声
音声
ジーが注目されている．計算機の発達とともに，
ジーが注目されている．
計算機の発達とともに， 処理，
取り扱うデータが飛躍的に増加している．情報の 認識，システム制御など計算機の基礎からシステ
ム応用に至る幅広い内容をカバーしている．
すな
わち，コンピュータの操作方法のみならず，様々
な工学的問題解決のためのシステムズアプローチ
数少ない情報
情報を効率よく抽出することが求められている． を習得できるという特長を持った，
新進気鋭の新入生のご健闘と積極
これらの役割を担う情報工学の領域は広範囲に 工学科である．
わたっており，
情報工学科の理念も大学によって 的な学習意欲を期待したい．
洪水ともいわれる現代社会では，
数字や文字など
の記号の羅列であるデータから，
人や組織が思考
し，
行動するためにまとめられた知らせとしての

様々である．
ある大学では情報工学科を計算機工
学科と限定しており，
別の大学では通信工学に特
化した内容である．本学では，システム制御工学
を含めた広い意味での情報工学としての教育研究
を目指している．
これらの基本的な技術は，
欧米で主として開発
されたもので，
日本のオリジナリティはあまり見
受けられない．20
20世紀には，
世紀には，それでも日本は技術
立国として繁栄の道を歩むことができた．しか
立国として繁栄の道を歩むことができた．
しか
し，21世紀を迎えて，
21 世紀を迎えて，情報関連技術がますます重
要となり，従来の延長線での技術では通用しな
要となり，
従来の延長線での技術では通用しな
い．
ところで，情報技術は芸術と似ており，優れた
アイディアで情報システムを作り，
それが周囲に
認められれば，de
認められれば，
de facto standard として，世界
として，世界
中に広まってゆく．
上手に物まねをするだけでは
なく，
既成の概念にとらわれない独創性が求めら
11

経営の改革・
経営の改革
・効率化の旗手 I E マンを目指そう
平成 13 年度主任

教授

市橋 秀友

電気・
電気
・情報系専攻 経営工学分野
は，企業の合理的な運用だけでなく，高度情報化
社会の構築・
社会の構築
・自然環境の保護・
自然環境の保護・省資源などの国際

最近，全国の大学で
最近，
全国の大学で「経営工学」
「経営工学」という名称の
という名称の
学科を擁する大学が少なくなっていますので，特
に若い人たちには，
少しなじみが薄い学科という
印象があるように思います．そこで，まず経営工

的な課題においても，経営工学の果たす役割は少
なくありません．

経営工学科の卒業生には，
企業の管理技術に携
それらの仕事はコンピュー
す．経営工学は，
す．経営工学は，米国に端を発した学問であり，
米国に端を発した学問であり， わる人が多くいます．
とりわけ計算機を駆使で
企業経営の効率化のために，
製品の生産や運搬に タ化されていますので，
きる能力は，本学科の卒業生には必須のものと
本学科の卒業生には必須のものと
関わる管理技法を主な対象としてきました．ま
関わる管理技法を主な対象としてきました．
ま きる能力は，
学とは何かといったことから述べたいと思いま

なっています．最近ＩＴ技術の必要性が叫ばれ
なっています．最近ＩＴ技術の必要性が叫ばれ
て，電子商取引が普及してきていますが，B to B

た，
戦争における効果的な戦略や作戦を立案する
ために考えられた数学的手法である，オペレー
ために考えられた数学的手法である，オペレー
ションズリサーチを企業の効率化のために用いよ

(Business to Business)の電子取引は以前からも
Business)の電子取引は以前からも

行われていていまして，
経営管理の重要な要素で
ありました．その対象範囲が最近，
その対象範囲が最近，B
B to C
日本でも，米国に追いつけ追い越せを目標に，
日本でも，
米国に追いつけ追い越せを目標に， ありました．
Consumer)にも拡大し，
商取引から
様々な企業で取り入れられてきました．また，経 (Business to Consumer)にも拡大し，
生産・
・ 配送に至る S C M ( S u p p l y C h a i n
営工学のなかでも，
品質管理技法が日本製品を世 生産
Management)が企業の繁栄，
が企業の繁栄，衰退を左右するよう
衰退を左右するよう
界に冠たる高品質なものにするために果たした役 Management)
になっています．過去には，
になっています．
過去には，MIS(Management
MIS(Management
割は見逃せません．
うとする活動も盛んになり，
第二次世界大戦後の

日本経済の高度成長期やバブル経済の絶頂期に
は，
トヨタカンバン方式に象徴されるような日本
企業の効率的生産方式を，
世界中の企業が見習お
うとしたほどで，日本の科学技術のなかで，これ
ほど注目されたのは，
日本の歴史が始まって以来
のことで，画期的なことでもありました．長いト
ンネルにたとえられる不況期の現在にあって，日
本企業再生の原動力になりうるのも経営工学であ
るかもしれません．
宇宙開発のような先端的科学
技術の分野においても，個々の部品の性能，
技術の分野においても，
個々の部品の性能，ロ
ロ
ケット技術，制御技術などの固有技術だけでは，
ケット技術，
制御技術などの固有技術だけでは，
その達成はおぼつかないものとなることは周知の
ことです．
品質管理やプロジェクト管理の技術は，
その成
否を分ける重要な課題であります．
このような技
術は，総合的工学として
術は，
総合的工学として「システム工学」
「システム工学」という
という
呼び方もされますが，
それは経営工学そのもので
あるといえます．そして，最近では拡大し続ける
情報分野の中へもその領域を広げています．電気
工学や機械工学などの固有技術はもとより，数学
や経営学をはじめ，人間科学
や経営学をはじめ，
人間科学・
・経済学
経済学・
・社会学な
どの様々な学問とも深い関わり合いをもってきて
います．とりわけ，コンピュータ利用の分野は経
営工学と不可分なものなっています．これから
営工学と不可分なものなっています．
これから
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Information System)として経営工学の主要テー
System)として経営工学の主要テー
マの一つであったものが，新しい
新しいIT
IT技術の発展と
技術の発展と
ともに新たな呼び方で注目されているわけです．
それでは，経営工学科の学生は，このような今
流行のことだけを学ぶのかというと，
そうではあ
りません．
これらの現実の企業の中で取り組まれ
ていることは，
就職してその担当になってからで
も十分習得することができます．学生の皆さんに
とって重要なのは，
これらの管理技術をいかに改
善していく能力があるかです．
そのためには目先
のことにとらわれずに，
基礎的な学問をしっかり
習得しておく必要があります．
基礎的で数理的な
学問は敬遠されがちですが， これからのコン
学問は敬遠されがちですが，これからのコン
ピュータ社会では，
素養の違いが将来を分けると
いっても過言ではないでしょう．
卒業後の進路もなんとなく理解していただいた
と思いますが，
本学及び他大学の経営工学科に限
らず，文系の大学
文系の大学・
・学科の教員としても多くの卒
業生が活躍しています．私のように，本学経営工
学科を卒業してから何年か企業に勤め，
その後大
学に転職する人も少なからずあります．
新入生の
皆さんにも是非，卒業後すぐでなくても，将来は
大学教員になろうという夢も持って学生時代をす
ごしてほしいと期待します．

2 1 世紀にはばたく皆さんへ
平成 12 年度 主任

教授 安保

正一

物質系専攻 応用化学分野
人類社会の発展と経
新入生の皆さん御入学おめでとうございます． 学技術や化学工業と異なり，
自然のエネ
長かった受験競争の重圧を無事くぐり抜け晴れて 済の発展との調和均衡を達しながら，
本学の学生になられましたこと，
応用化学科教職 ルギーを用い環境に負荷を与えず環境に調和し，
有害物を使用したり造らない化学と化学技術の確

員一同心から祝福し歓迎いたします．

立を目指すことが求められております．
このような社会の急激な変化と新たな要請に臨

大学を取り巻く環境は今大きな変革の中にあり
まして，
皆さんも多少の不安を持って入学された
かも知れません．私達は，皆さんが大きな夢と希
望を持って本学に入学されたものと大いに歓迎い

機に対応するべく，応用化学科では，全国のどこ
の大学にも先駆けて，
環境に優しい化学教育と研
究を目指した新規な教育プログラムを創生し，環
境に優しい環境に調和した持続可能な化学， グ
リーンケミストリー の教育と研究を大きな柱に

たします．また，皆さんの大きな夢と希望に応え
るべく日々着々と努力を積んできました．入学さ
れたばかりで大学のこと，
所属する学部や学科の
教育や研究内容など，
まだ真剣に考えたことのな

掲げ実践いたしております．私達は，この教育プ

い方が多かろうと思います．
そこでこの機会をか
りて，
新入生の皆さんに応用化学科での教育と研
究の取り組みについて紹介させて頂きます．少し
だけ難しいかも知れませんが，
大学生になられた

ログラムを積極的に受け入れ修得された皆さん
が，近い将来，
が，
近い将来，21
21 世紀の最重要課題である， 地
球環境の保全と修復 ，クリーンで新規なエネル

のですから，しっかりと読んで下さい．
のですから，
しっかりと読んで下さい．

ノロジー ， 人工生体機能臓器の開発 などの課
題に果敢にチャレンジされ，安全で快適な社会生

ギー創生 ， ナノ
ナノ・
・テクノロジー ， 情報化テク

およそ 100 年前，窒素の固定によるアンモニア
合成の化学技術が工業化され，
人類社会の発展に
化学と化学技術が重要な役割を果たしていく歴史
が始まりました．石炭から石油へ，
が始まりました．
石炭から石油へ，そして今，
そして今，ポ
ポ
スト石油産業への変化の中で，
これまでの化学工
業は数々の製品を安く大量に造り近代社会の確立

活を支えるために大いに貢献し活躍し羽ばたかれ
ることを今から期待しております．
新入生の皆さん，
入学された今の初心を忘れる

と発展に重要な役割を果たしてきました．しかし
今日，
化学工業のあり方が多様に変化し高品質の
製品を大量に生産することから，
製品の使用後の
処理までも視野に入れ，
環境に優しいエネルギー
負荷の少なく，
また有害な副生成物を出さない新
規な化学と化学技術が強く切望されております．
一方，
高齢化の進展や生体間移植などの応用とも
関連して生体部分を代替生産する高度で精密な化
学と化学技術の工業化も始まっております．
このような中，
21世紀に活躍される皆さんに社
21
世紀に活躍される皆さんに社
会が要望しているものとして，
環境に優しい持続
可能な発展が望める化学と化学技術を修得し，そ
れを社会の発展のために生かしていくことであり
ます．
生産性や効率を優先してきたこれまでの化
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ことなく，大きな理想と夢と希望を抱いて，時間
を無駄に過ごすことなく，
有意義で楽しい学園生
活を事故の無いように過ごしてください．
私達応
用化学科の教職員一同は，
何時も皆さんの健やか
な成長と発展を願い見守っております．再度，御
入学おめでとうございます．

2 1 世紀にはばたく
ケミカルエンジニア
平成 12 年度主任
物質系専攻

教授 西機

忠昭

化学工学分野

新入生の皆さん，入学おめでとうございます． ります．
「化学工学科」って何を学ぶのかな，何を研究す
化学技術は ものつくり に大きく貢献し，我々
るのかな？と，目を輝かせ，期待に胸を膨らませ はその恩恵により豊かな暮らしを享受しています．
ておられることと思います．その期待に応える
ておられることと思います．
その期待に応える

その反面，食糧問題，環境問題，資源
資源・
・エネルギー
問題，さらには水問題など多くの課題を抱かえて
問題，
さらには水問題など多くの課題を抱かえて
います．これらの課題を解決しなければ21
これらの課題を解決しなければ 21世紀の
世紀の

べく，カリキュラムを編成し，教育と研究指導を
行っております．
最初に出会う専門科目（
最初に出会う専門科目
（6 群科目）
群科目）は，
は，
「ケミ
カルエンジニアリングプラクティス」
（1年次，前

社会は成り立たないでありましょう．化学工学は
社会は成り立たないでありましょう．
化学工学は
いずれの問題に対しても大きく関わっており，皆
いずれの問題に対しても大きく関わっており，皆
さんには，ケミカルエンジニアとして，
さんには，
ケミカルエンジニアとして，問題解決
問題解決
のために果敢に挑戦してもらいたい．そのために
のために果敢に挑戦してもらいたい．
そのために
も，本学科においてケミカルエンジニアの素養を
も，
本学科においてケミカルエンジニアの素養を

期，必修
期，
必修 2 単位）です．
単位）です．これは，
これは，化学工学に初め
て接する学生諸君に，化学工学に早く馴染んで
て接する学生諸君に，化学工学に早く馴染んで
もらうと同時に興味を抱いてもらい，今後の勉
もらうと同時に興味を抱いてもらい，
今後の勉
学に対する意欲と目的意識を養うことを目的と
して，
して，①化学工学の概要と専門分野をわかりや
①化学工学の概要と専門分野をわかりや

十分身につけるべく頑張ってほしいと願っており
ます．
皆さんは無限の可能性を秘めた若人でありま
す．いろんなことに興味を持ち，
す．
いろんなことに興味を持ち，いろんなことに
いろんなことに

すく講義し，②基礎的な現象の実験観察を通じ
すく講義し，②基礎的な現象の実験観察を通じ
て，教員との対話を交えながら工学的なものの
て，
教員との対話を交えながら工学的なものの
見方の基礎を習得させ，③工場を見学して総合
見方の基礎を習得させ，
③工場を見学して総合

好奇心を抱き，何事にもチャレンジしてみようと
好奇心を抱き，何事にもチャレンジしてみようと
いう若さを発揮して下さい．学生時代は人格形成
いう若さを発揮して下さい．
学生時代は人格形成
にとって重要な時期であります．教養科目（1 群科
目）は学問としてだけでなく，
目）
は学問としてだけでなく，人格形成の上でも
人格形成の上でも
大いに役に立つと思いますので，しっかりと講義
大いに役に立つと思いますので，
しっかりと講義
を聴いて下さい．また国際化の時代，
を聴いて下さい．
また国際化の時代，英語能力を
英語能力を

的な視野を持たせ， ④見学内容に関連してグ
的な視野を持たせ，④見学内容に関連してグ
ループ毎にテーマを設定し，プレゼンテーショ
ループ毎にテーマを設定し，
プレゼンテーショ
ンおよびディスカッションを行う，等の内容を
ンおよびディスカッションを行う，
等の内容を
含んだ導入教育科目であります．これをベース
含んだ導入教育科目であります．これをベース
にして，
にして，化学工学に必要な科目を段階的に配置
化学工学に必要な科目を段階的に配置
し，演習，実験を盛り込みながら理解を深めるこ
とができるようにカリキュラムを組んでおりま
す．
「
「履修の手引」
履修の手引」の推奨履修フローを参照し，各
科目のシラバスをよく読み，必要ならば教員と
科目のシラバスをよく読み，
必要ならば教員と
相談の上，
相談の上，履修科目の選定を行って下さい．
履修科目の選定を行って下さい．
昨今の国際標準化の流れの中で，国際的に認
昨今の国際標準化の流れの中で，
国際的に認
知されたエンジニアの養成をめざそうとする動

十分身につけるようにして下さい．TOEIC，
十分身につけるようにして下さい．TOEIC
，TOEFL
にチャレンジ！
国際的に通用するケミカルエンジニアめざし
て，健闘を祈っております．
て，
健闘を祈っております．

きが活発化しており，わが国でも，大学の工学教
育プログラムの認証に向けて日本技術者教育認
定機構（JABEE
JABEE）
）が設立されました．化学工学は，
『化学および化学に関連する分野の技術者教育プ
ログラム』
ログラム』で審査
で審査・
・認定を受けることになりま
す．本学科においても，認定を得るための体制を
速やかに整え，皆さんが卒業される時には，上記
プログラムの修了者として国際的に通用するケ
ミカルエンジニアとして送り出したく思ってお
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成長は不連続曲線
−ブレイクスルーを感じ得る瞬間−
平成 13 年度主任 教授 高杉
物質系専攻 材料工学分野

隆幸

ブレイクスルー(breakthrough)
ブレイクスルー
(breakthrough)ー何と心地よい
ー何と心地よい

結論づけませんでした．「なぜ？」
「なぜ？」という感受性
という感受性
響きを人に与える言葉でしょう．辞書をみると， を有していました．そして，再実験と新たな観察
響きを人に与える言葉でしょう．辞書をみると，
（科学などの）躍進，
（難問の）解明，
（計画の）成 を行うことの
を行うことの「労を怠りません」
「労を怠りません」でした．
でした．また新
また新
功と書いてあります．
それまで理解されずに来た しい合金開発にいつも「意欲的」でした．
そういっ
現象が縺れた糸が解きほぐされるように解明され た感受性と努力がこの新現象を見逃すことなくブ
た瞬間，
従来にない全く新しい性質や機能を発見
あるいは格段に向上させた瞬間，それまでにな
あるいは格段に向上させた瞬間，
それまでにな

レイクスルーをもたらしたと言えないでしょう
か？一見脈絡のない形で現れるブレイクスルー

かった取り扱い方あるいは作製の仕方で飛躍的な

は，実は個々の研究者あるいは当分野の多くの研
性能改善を計った瞬間，不可解な個々の現象が，
性能改善を計った瞬間，
不可解な個々の現象が， 究者の血の滲むような試行錯誤と普段の努力に
一つのモデルで体系的かつ統一的に説明できた瞬 よってもたらされているのです．
科学技術史学者
間，に大きな喜びを味わうことができます．その はそういった多くの事例を多くの分野において指
瞬間はある日突然雷鳴が轟くようにやってきま 摘しています．
す．
私は科学技術の発展の歴史とそれに関わった
図は物質の超伝導の臨界温度(Tc)の上昇
図は物質の超伝導の臨界温度(Tc)
の上昇（高温
化）の経年変化を示しています．この現象は始初
め純金属で発見されましたが，その温度は０ K 近

人々のエピソードから，
あるいは自分の研究生活
で経験した小さなブレイクスルーから，
人生にお
いて，社会において，
いて，
社会において，仕事において，
仕事において，大飛躍の前
大飛躍の前

くの低いものでした．やがて，合金や金属間化合
物でも発見
物でも発見・
・発明され次第に温度が上昇し，最近
では酸化物で飛躍的な上昇が見られ，
種々の応用

に長い停滞がいつも横たわっていることを，
また
この間にひたむきな努力なくして大飛躍
（ブレイ

クスルー）
の果実を味わうことができないことを
が考えられています．ここで直ぐ気付くことは， 知りました．学生諸君が自分なりのブレイクス
が考えられています．ここで直ぐ気付くことは，
知りました．学生諸君が自分なりのブレイクス
臨界温度上昇が滑らかな曲線でなく，
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機能―物質―科学
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泰昭

機能物質科学分野
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私たちの大阪府立大学でもう１つ誇れること

も，情報，バイオ，
も，情報，
バイオ，環境というキーワードを入れ
環境というキーワードを入れ
ますが，環境化学に全身をどっぷりつけた講座が

があります．それは全国で１番最初に，環境庁が

あるのは機能物質科学科だけです．バイオについ

できるより早く，
化学を基礎とする環境化学講座
ができたことです．農学部に１講座，少し遅れま

ても前述のように，大学院では第 5 研究グループ
が先端科学研究所の応用生体部門と協力しながら
研究教育をしています．まさに機能物質科学科は

したが，
現在のエネルギー機械の環境工学講座と
３つの分野で環境を専門とする講座が大阪府立大
学にはあるのです．
この環境化学講座が機能物質

先端技術を目指し，地球環境にも優しい学科なの
です．

科学科の１翼を担っています．
最近はどの学科で

事務課からの履修上の注意事項

──新入生のみなさんへ──

１．はじめに
ご入学おめでとうございます．
4 月 9 日（月）からさっそく前期の授業が始ま
（月）からさっそく前期の授業が始ま
ります．
ります．みなさんには，
みなさんには，4
4 月 9 日（月）
（月）〜
〜 4 月 20

次に履修に関する事項の連絡方法等について説
明します．大学の授業科目数，授業を担任する先
生の数は，高校よりもずっと多くなります．必然
的に連絡事項も多くなってまいりますので，
予め

日（金）
（金）に履修相談をし，
に履修相談をし，4
4 月 16 日（月）〜
（月）〜 4 月
20 日（金
（金)
)に受講の申請をしていただきます．
高校生の時には「なじみ」
高校生の時には
「なじみ」のなかった
のなかった「履修相
「履修相

理解しておいてください．
なお，履修に関する連絡事項は，すべて掲示に
より行います．大学に来たら先ず総合科学部 1 号
館前，工学部 6 号館横の掲示板を見るよう習慣を

談」や「受講申請」などについて簡単に説明いた
談」や
「受講申請」などについて簡単に説明いた
します．
大学では，学生は，授業時間割や履修の手引き
及び同別冊
及び同別冊（シラバス）
（シラバス）で，
で，自分が所属する学科
自分が所属する学科
の標準履修課程表などを参考に授業科目の配当さ
れている学年，必修
れている学年，
必修・
・選択の別，
選択の別，所定の単位数な
所定の単位数な
どを確認して，
自分が受けるべき授業を決めてい
きます．
授業科目を決定すると次に「受講申請」という
手続きをします．そして，申請した科目の授業を
受けて，試験に合格して単位を修得します．この

つけてください．
前置きが長くなりましたが，これから「履修上
の注意事項」について
の注意事項」
について「履修の手引き」
「履修の手引き」の内容を
の内容を
中心に説明いたします．
２．受講申請手続き等
受講申請手続きは，
受講申請手続きは，前期
前期（
（4 月）
月）と後期
と後期（
（10
月）の年
月）
の年 2 回あります．
① 受講申請の場所
総合科学部 1 号館 1 階 学生部教務課
② 申請方法等
受講申請票に学籍番号，氏名，
申請コード，
科目名を書き込み，
科目名を書き込み，教務課に提出する．
教務課に提出する．
＊数字等きっちり書いていない場合，
申請コー
ドを間違えて書いた場合は，
ドを間違えて書いた場合は，エラーが出るの
エラーが出るの
で注意すること．
③ 受講申請科目確認票の交付
申請後（5 月上旬）に教務課から学生に対す
る受講申請科目確認表
の交付がある．

一連のことがらを「履修」という言葉で呼んでい
ます．
「履修相談」とは文字どおり
「履修相談」とは文字どおり「履修」
「履修」の相談を
の相談を
することですが，具体的には，
することですが，
具体的には，
「受講申請でわか
らないことなどについて，質問し，理解する．
」と
いうことです．
授業時間割や履修の手引きをよく
読んでから，
履修上のことでわからないところが
あれば，
あれば，期間中に相談に来てください．
期間中に相談に来てください．
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＊申請した内容と同じであるかどうか，
よく確

３．４年次進級資格（卒業研究履修資格）
工学部では，
工学部では，44 年次に進級するときに関門を設

認し，
認し，間違っている場合は，
間違っている場合は，教務課の指示に
教務課の指示に
より修正すること．エラーの表示がなくても
より修正すること．
エラーの表示がなくても
申請したすべての科目について正しいかどう

けています．
この関門をクリアーできなければ留
年することになります．
履修の手引き12
履修の手引き12ページに
ページに

かを一つ一つ確認すること．
（機械は申請コードのみを読みとる．科目名
（機械は申請コードのみを読みとる．
科目名

各学科の 4 年次進級資格の要件の表があります．
(表Ⅰ
表Ⅰ))

を機械はチェックしない．
間違ったコードを記入
しても該当する科目があれば，
そのまま読みとっ

この表から次のような判定資料を作りました．
進級判定はどうなるか，
機械システム工学科の例
により説明します．なお，
により説明します．
なお，進級資格の要件は，
進級資格の要件は，各
各

て表示してしまうので気をつけること．
）

学科により異なります．
④ 受講者名簿
受講申請に基づいて受講者名簿が作成され， ４ ． 指 定 先 行 科 目
授業担当者に送付される．
この科目の単位を修得しなければ，
次の科目を
＊授業担当者が持っている受講者名簿に記載 受講できないという 一種の受講制限を課してい
がない場合は，授業を受け，試験を受けても

る科目があります．

採点の対象にならない．
こんなことが無いよ
うに受講申請科目確認表は，
必ずチェックす

先行科目になっています．
（手引き 22 ページ，
ページ，24
24

る習慣を付けてください．

ページ参照，備考欄に
ページ参照，
備考欄に（
（ 機械設計製図Ⅰ ）と
）と

表で機械設計製図Ⅰは，機械設計製図Ⅱの指定

表１ 卒業研究履修資格（機械システム工学科の例）
学籍 氏名 ５群・３年次 ６群・３年次まで １群・ ３ 群 ３群 ５群必修
番号
までの必修の の実験等
４群 科目
科目
実験
科目
（実験等
除く）

・物理学実験 ・機械工作実習
・機械設計
製図Ⅰ
・同Ⅱ
・機械工学
基礎実験
・機械システム
工学実験
基準
単位
数

２単位

英語

随意科 合
必修の 機械 目を含 否
５群
技術 む総計 判
（実験等 論
単位数 定
除く）
（７群
計
科目を
第２ ・線形数学Ⅰ
除く）
外国 ・線形数学Ⅱ
語 ・微積分学Ⅰ
・微積分学Ⅱ
・物理学Ⅰ
・物理学Ⅱ

１０単位

1・3・4 ６群

３４
単位
以上

２ １１０
単位 単位
以上

１

Ａ

２

１０

１４

６

４

１６

４０

２ １４３

合

２

Ｂ

２

★ ８

１４

６

４

１６

４０

２ １４１

否

★印は，単位不足
★印は，単位不足
＊Ｂ君は，進級要件
＊Ｂ君は，
進級要件「第
「第 3 年次までに配当されている必修の実験，実習，
年次までに配当されている必修の実験，実習，製図の単位数 10 単位」
のところが，8
のところが，
8 単位となっている．
単位となっている．2
2 単位不足しているため，
単位不足しているため，判定は否となり，
判定は否となり，進級できなく
進級できなく
なっている．
＊工学部の留年者の 80
80％以上の者が，
％以上の者が，
「第 3 年次までに配当されている 6 群の必修の実験，
群の必修の実験，実
実
習，製図の単位」
習，
製図の単位」を落としています．
を落としています．
＊在籍４年で卒業するには，５群
＊在籍４年で卒業するには，
５群・
・６群の必修科目は，配当年次に確実に履修し，
６群の必修科目は，配当年次に確実に履修し，単位を修得
単位を修得
することが大切です．
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記載されています．
）機械設計製図Ⅱは，機械設
）機械設計製図Ⅱは，
機械設

目の中には，必修の科目が含まれているというこ

計製図Ⅰの単位を修得していなければ，
受講でき
ません．
ません．受講申請してもエラーがでます．
受講申請してもエラーがでます．

とです．特に 5 群科目は，
とです．特に
群科目は，18
18 単位から 22 単位の
修得を要件としていますが，少ない学科で
修得を要件としていますが，
少ない学科で 14 単

位，多い学科は
多い学科は22
22単位の必修科目が含まれていま
単位の必修科目が含まれていま
す．必修科目を一つでも落とすと卒業できませ
必修科目を一つでも落とすと卒業できませ
設計製図Ⅰが 2 年次の後期配当，機械設計製図Ⅱ す．
が3年次前期配当になっていることです．もしも， ん．
また，表で，
また，
表で，卒業するためには，
卒業するためには，66 群科目の単
Ⅰが 2 年次の前期配当，Ⅱが
年次の前期配当，Ⅱが 3 年次後期配当であ
れば，
れば，3
3 年次にⅠの科目の単位を修得してⅡの科 位を多く取る必要があることがわかります．
＊ ここでよく注意していただきたいのは，
ここでよく注意していただきたいのは，機械
機械

目を受講することが可能です． しかし，現実は，

各学科とも 82 〜 86 単位修得することを卒業要

そのようになっていませんので機械設計製図Ⅰの
単位を修得できない場合は，確実に 4 年次に進級
できなくなりなす．

件としています．これは，単に
件としています．これは，
単に「
「82 〜 86 単位を
修得すればよい」というものではありません．
修得すればよい」
というものではありません．
各学科ではこの82
各学科ではこの
82〜
〜 86単位について，
86 単位について，さらに，

「科目群中より履修を指定する単位数」を設定し
＊このようなことは，応用化学科，機能物質科学 「科目群中より履修を指定する単位数」を設定し
科にもありますので，このことをよく理解し，必 ています．このことについては，各学科の標準履
修課程（手引き
修課程
（手引き 22 ページ〜 47 ページ）
ページ）の中で記
の中で記

ず配当年次に単位を修得するようにしてくださ
い．また，
い．
また，6
6 群必修科目の指定先行科目が 5 群必

載があります．

6群科目については指定されたとおり単位を修
修科目となっている場合もあります．
応用物理実
験に対する物理学実験がこれにあたります．
（情 得しなければ卒業できないことを予め理解してお
報工学科，応用化学科，化学工学科，材料工学科， いてください．
機能物質科学科，経営工学科，数理工学科）
機能物質科学科，経営工学科，
数理工学科）各学
各学
科とも 1 年次配当の物理学実験の配当期（前期又
は後期）
と２年次配当の応用物理実験が同じであ
るため，物理学実験を落とすと 4 年次に進級でき
なくなる場合があります．

６．終わりに
今まで述べてきたように，44 年で卒業するために
今まで述べてきたように，
は履修計画をきっちり立てる．5 群科目
群科目・
・6 群科目
の必修の科目は，科目の配当年次に，確実に履修
し，試験に合格することが大切です．外国語につ
いても同様です．そのためには，正しい受講申請

＊万が一物理学実験を落としたときは，
翌年度当
初に履修相談をしてください．

をすること．申請漏れがないように，また，
をすること．申請漏れがないように，
また，科目
科目
コードの番号等間違えないように注意してくださ
い．申請した事項は，
い．
申請した事項は，機械が読みとります．
機械が読みとります．申請
申請

５．卒業資格
卒業資格については，
手引き13
手引き
13ページの表をご
ページの表をご
覧ください．
ここで気をつけてほしいのは，5
ここで気をつけてほしいのは，
5 群科目・
群科目・6 群科

者の意志と異なる読み方をする場合がありますの
で，
必ず自分の目で確認表により確認をしてくだ
さい．

表Ⅱ 機械システム工学科標準履修課程（抜粋）
科

科
科
目

群

番
号

週 時 間 数

科目群中
備

（

目

目

単
位

第 １ 第２ 第３
○ 年次 年次 年次
印
必 前 後 前 後 前 後
修 期 期 期 期 期 期

第４
年次

考

より履修
を指定す

前 後
期 期 る単位数

）

A

※ 113 機械設計製図Ⅰ
※ 114 機械設計製図Ⅱ

②
②

18 単位

0 4
4 0
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（機械設計製図Ⅰ）

セクシュアル･ ハラスメントの相談と
防止対策について
−学生･ 教職員の皆さんへ−

セクシュアル･･ ハラスメント全学委員 川本 俊治
セクシュアル
電気・
電気
・情報系専攻 電気電子システム工学分野

教授

として尊重され，セクシュアル･
として尊重され，セクシュアル
･ハラスメントの
ない良好な環境において就学・就労できる権利を

こんなケースが! !
セクハラを言葉
セクハラを言葉（Ａ）
（Ａ）と行動
と行動（Ｂ）
（Ｂ）の場合に大
の場合に大
別しますと，例えば
別しますと，
例えば

保障する目的で「大阪府立大学セクシュアル
「大阪府立大学セクシュアル・
・ハ
ラスメントの防止に関するガイドライン」
および

Ａ 教員が講義中に冗談として言ったつもりでも，
女子学生がそれを不快に感じて抗議したいが成績

昨年 9 月に，すべての学生および教職員が個人

評価を心配して我慢している

「その防止と対策に関する規程」が定められ，1 月
には工学研究科・
には工学研究科
・工学部の
工学部の「セクシュアル
「セクシュアル・
・ハラ
スメントの相談および防止対策に関する内規」が

Ｂ 上司が女性職員をデートに誘ったが，
断ると
上司がその地位を利用するので困惑している
があげられます．研究室やサークルのコンパ，
があげられます．
研究室やサークルのコンパ，
キャンパス外でのプライベートな時間帯における

制定されました．セクハラ問題は，全員がじゅう
ぶんに自覚して自己啓発につとめ，
真剣で誠実に
対策に取り組まなければなりません．
もうすこし
具体的に，
セクハラや防止対策について説明して

性的言動もセクハラです．
個々の言動がセクハラ
になるかどうかを厳格に議論するのではなく，重
要なポイントは，
セクハラをどうすれば未然に防

みましょう．

ぐことができるかを，
相手の立場で考えることで
しょう．

セクハラとは? ?
セクハラとはセクシュアル・ハラスメントの略
称ですが，
「相手を不快にさせる性的な言動」と
「相手を不快にさせる性的な言動」と
定義されています．
「不快」であるかどうかは相
「不快」
であるかどうかは相

未然に防ぐ! ?
そのためには，日頃から次の心がけが大切にな
ります．例えば
ります．
例えば
・学生および教職員が，互いに対等なパートナー
であるという意識を持つ
・相手を性的な関心の対象として見る意識を持た
ない
・性別で差別しようとする意識を持たない
など，個人の意識の持ち方が重要です．性的な言
動の受け止め方には大きな個人差があるというこ
とを認識して，
相手が不快の意思を表明した場合
は，同じ言動を繰り返さないことです．親しさを
表すつもりであったとしても，
この程度のことな
ら相手は許すだろうと考えていても，
その意図と
は無関係に，
相手の感じ方でセクハラになってし
まいます．

手の主観に委ねられますので，
自分ではセクハラ
でないと思っていても，
相手が不快と感じた場合
はセクハラになってしまいます．
「性的な言動」と
「性的な言動」
は，例えば
は，
例えば
・視線を浴びせる
・性的な発言をする
・身体に不必要に接触する
・性的な暴行をする
など，
性的な欲求や関心に基づく言動だけではな
く，性別の意識に基づく言動
く，
性別の意識に基づく言動
・
「男のくせに根性がない」などと発言する
「男のくせに根性がない」などと発言する
・女性というだけでお茶の用意や掃除を指示する
なども含まれますので，
じゅうぶんな注意が必要
です．
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セクハラをうけたとき! !
もしも性的な言動で不快と感じた場合，相手に
もしも性的な言動で不快と感じた場合，
相手に
はっきりと不快であることを伝えましょう．ＮＯ
と言うことです．
相手が教職員や上級生であって
も伝えることが大事です．
周囲の人に助けを求め
たり，
周囲にセクハラを受けている人がいれば勇
気を出して助けることが，
セクハラ防止の基本と
なるでしょう．もしもセクハラをうけた場合に
なるでしょう．もしもセクハラをうけた場合に
は，分野
は，
分野・
・学科の区別なしに相談員（表
学科の区別なしに相談員（表 1）に連
絡して下さい．状況に応じて調査し，すぐに被害
の救済にあたります．
プライバシーは堅く守りま
すので心配は要りません．

工学研究科・
工学研究科・工学部相談員

所属・氏名

部屋番号

機械システム工学分野

工１号館

講師 和田 光代

３１０号室

数理工学分野

工７号館

教授 会田

修

１１５号室

機能物質科学分野

工３号館

教授 前田 泰昭

１１５号室

事務課・生産技術C

工５号館

主査 大泉 和子

工学部事務室

℡ 直通
0722

ｅ‑mail
wada@mecha.osakafu-u.ac.jp

54−9218
0722

aita@ms.osakafu-u.ac.jp

54−9364
0722

maeda@ams.osakafu-u.ac.jp

54−9321
0722
54−9203
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oizumi@eng.osakafu-u.ac.jp

国際シンポジウム開催される

｢ 宇宙から見た地球環境
‑21 世紀の地球観測を目指して
世紀の地球観測を目指して｣｣
教授

岡本 謙一

機械系専攻 航空宇宙工学分野
平成 12 年 12 月１日
月１日（金）
（金）
，
，午前
午前 10 時から午後
5 時 30
30分まで，
分まで，大阪府立大学学術交流会館におい
て，国際シンポジウム「宇宙から見た地球環境―
21世紀の地球観測を目指して」
21
世紀の地球観測を目指して」が，大阪府立大学
大学院，
総務省通信総合研究所，
宇宙開発事業団，
及び米国 NASA の共同主催，
の共同主催，東京大学気候システ
東京大学気候システ
ム研究センター，
（財）リモート
リモート・
・センシング技術
センターの後援，
および日本航空宇宙学会関西支
部，関西宇宙フォーラムの協賛の下に開催され
部，関西宇宙フォーラムの協賛の下に開催され
た．本シンポジウムでは，関西地区における人工
衛星からのリモートセンシング技術を用いた地球
観測や，
地球環境問題に関心を有する産官学各分
野の研究者，学生，一般市民等を対象とし，21 世

体像，
およびコロラド州立大学のC.
およびコロラド州立大学のC. Kummerow 博

紀を目指して宇宙開発事業団，
通信総合研究所等
の国内諸機関および米国 NASA が実施している地
球観測に関する活動の現状，
将来計画ならびに国
際協力により推進された ADEOS
ADEOS，
，TRMM
TRMM衛星等によ
衛星等によ

士より，
熱帯降雨観測衛星(TRMM)
熱帯降雨観測衛星(TRMM)搭載のマイクロ
搭載のマイクロ
波放射計によって観測した全地球の降雨分布の観
測結果が報告された．ここで昼休み休憩となり，
測結果が報告された．
ここで昼休み休憩となり，
地球環境関係のビデオの上映，パネル展示，なら

る地球環境の観測結果について紹介し，
関西地域
での宇宙からのリモートセンシング技術の研究と

びに PC による CD‑ROM TRMM Earth View の実演と
説明が行われた．午後に入り，宇宙開発事業団石

教育の一層の発展に寄与することを目的とした．
日米の著名な講師陣の参加や，
関西地区では初
めての本格的な衛星からのリモートセンシングに
ついての国際シンポジウムということもあり，参
加者は 295 名（本学教員
（本学教員・
・学生
学生：
：156 名，
名，他大学
他大学
教員・
教員
・学生
学生：
：46 名，
名，産
産・官・一般市民
一般市民：
：69 名，事
名，事
務局・
務局
・講師
講師：
：24 名）の多数に上り，
名）の多数に上り，朝から夕方ま
朝から夕方ま
で熱心な講演と質疑が行われ，
当初の目的を達成
することができた．写真は
することができた．
写真は NASA 本部の Dr. R.
Kakar による講演時のものである．
国際シンポジウムでは，
まず本学の村田顯二工
学研究科長ならびに宇宙開発事業団の古濱洋治理
事から開会の挨拶を頂いた．最初に，基調講演と
して，東京大学気候システム研究センターの住
して，
東京大学気候システム研究センターの住
明正センター長より，
人工衛星による地球観測の
意義についての講演があった．続いて，NASA本部
NASA 本部
の R. Kakar 博士より NASA が現在推進しようとし
ている人工衛星を用いた各種の地球観測計画の全

田 中主任開発部員より同事業団が計画している
地球観測計画についての説明があった．続いて，
地球観測計画についての説明があった．
続いて，
通信総合研究所増子治信部長より，
同所が実施し
ている地球環境計測技術についての詳細な説明が
あった．その後，
あった．
その後，宇宙開発事業団の田中
宇宙開発事業団の田中 佐主任
研究員による地球観測衛星ADEOS
研究員による地球観測衛星
ADEOSが明らかにした
が明らかにした
地球環境，気象研究所の中澤哲夫主任研究官によ
る宇宙から見た今世紀最大のエルニーニョ現象，
大阪大学の河崎善一郎教授による衛星から見た雷
活動の観測結果の紹介が続いた．その後，本学工
学部の岡本が，現在検討中の地球観測研究計画の
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展望について紹介し，
通信総合研究所増子治信部
長の閉会挨拶で終了した．
主催ならびに後援団体
より，各種のパンフレット，
より，
各種のパンフレット，CD‑ROM
CD‑ROM が配布され，
学生諸君にとっては，
有用な教材になったことと
思われる．講演予稿集が必要な方は，工学研究科
航空宇宙工学分野の岡本までご連絡ください．
e‑mail: okamoto@aero.osakafu‑u.ac.jp

リサーチ・

アシスタン

トを経験さ

れたお二人

の体験談

ＲＡ業務とＴＡ業務を両方経験できたこと . . .
電気情報系専攻

経営工学分野

博士後期課程 修了 楠川

恵津子

昨年の
昨年の7
7 月から大阪府立大学大学院工学研究科
のリサーチ
のリサーチ・
・アシスタント
アシスタント（
（RA
RA）
）業務をさせてい

た．まるで自分が教育実習に行っているような感
じで，たいへん楽しかったです．
じで，
たいへん楽しかったです．ただ，
ただ，先に述べ
先に述べ

ただきました．本学の
本学のRA
RA制度は，
制度は，大阪府立大学の
研究活動の効果的な推進と大学院後期課程在学生

させていただいたように，わたしは他大学から本
学の大学院に入学しましたので，
とくに各学科科
目の講義で課された学生のレポート添削を行うの
はかなり至難の技で，
たいへん時間がかかりまし
た．というのも，
た．
というのも，レポート添削の前に，
レポート添削の前に，まずわた
まずわた

を中心とした若手研究者の研究遂行能力の育成な

どの促進を目的に，平成 11 年 6 月 10 日から実施
どの促進を目的に，平成
されているものです．
RA業務の任期はたいていそ
RA
業務の任期はたいていそ
の年の
の年の6
6月から翌年の3
月から翌年の3月までとなっております． し自身がそのレポート課題の内容について理解し
近畿大学理工学部から大阪府立大学大学院工学 なければならなかったからです．
一方，RA
一方，
RA 業務は各学科科目のサポート的な TA
研究科への入学が決まって以来，
できることなら
ば大学の教員および研究者としての職業に就きた
いと思っていたわたしにとって，
RA業務の委嘱を
RA
業務の委嘱を

業務とは全く異なり，
実際には指導教員との共同
研究になります．わたしは一日
研究になります．
わたしは一日 2 時間週 3 回この

受けたことはたいへん光栄なことであり，将来研
究者としてやっていくための修行（？）をいち早
くさせて頂ける機会にめぐまれ，
感謝いたしてお
ります．ただ，RA
RA候補者申請書類を提出する際に
候補者申請書類を提出する際に
は，自分の今までの研究業績
は，
自分の今までの研究業績（発表論文名，
（発表論文名，著書
著書
名，表彰
名，
表彰・
・顕彰名・
顕彰名・特許取得など）
特許取得など）を報告するよ
を報告するよ
うになっていますので，
もしRA
もし
RA業務につきたいと
業務につきたいと
考えている学生さんがいましたら，
がんがん自分
の研究かんばってください！
（というのは極端か
もしれませんが ...
...）
）
ところで，わたしは
わたしはRA
RA業務を請け負う前に，
業務を請け負う前に，実
はティーチング・
はティーチング
・アシスタント
アシスタント（
（TA
TA）
）の業務を 2
回ほど経験させていただいておりました
（平成10
（平成10
年と平成 12 年の 4 月から 6 月まで）
．
．TA
TA 業務の主
な内容は各学科科目のサポート的な業務
（情報基
礎演習の補助，プログラミング実習の補助，各学
科科目の講義で課された学生のレポート添削およ
び試験監督など）
です．
TA業務の一番の醍醐味は，
TA
業務の一番の醍醐味は，
直接大阪府立大学の後輩の方々と授業や実習を通
して交流を持つことができることです．
これは将
来教員を目指す私にとって貴重な経験となりまし

RA業務を行っています．
RA業務を行っています．
今現在行っている主なRA
今現在行っている主なRA
業務の内容は，
まず指導教員からいただいたRA
まず指導教員からいただいたRAの
の
研究テーマにもとづき，
指導教員から指示をいた
だきながら研究の遂行補助（具体的には，コン
だきながら研究の遂行補助（具体的には，
コン
ピュータシミュレーションによるモデルの性能評
価など）を行うことです．ですから，この RA
RA業務
業務
は自分の研究のさらなる知識獲得および将来研究
者となるための研究遂行能力育成の促進にたいへ
ん役立つと強く確信しております．このように，
ん役立つと強く確信しております．
このように，
将来大学の教員および研究者になることを目標に
しているわたしにとって，
TA業務ばかりだけでは
TA業務ばかりだけでは
なく，
RA業務まで経験できる機会を得たことは大
RA業務まで経験できる機会を得たことは大
いにありがたく，感謝の念で一杯です．
いにありがたく，
感謝の念で一杯です．
わたしのように，将来大学の教員そして同時に
研究者を目指す学生の皆さん，機会があれば是非
とも，いやなんとしてでも
とも，
いやなんとしてでも（！）
（！）TA
TA 業務と RA 業
務の両方を経験してみてください！必ず役立ちま
す！
（現経営工学分野助手）
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は，時間的
時間的・
・体力的にそれほど容易なものではあ
りませんでした．しかし，通常行っている自分の

私は一昨年 12
12月から昨年の
月から昨年の3
3 月までの
月までの4
4ヶ月の
間，リサーチアシスタントとして，研究指導者で
ある高田十志和教授の研究のお手伝いをする機会

研究とは異なり，
リサーチアシスタントは企業の
研究と直接関連した研究のお手伝いをすることに
なるので，
実際の企業の現場でどんなことが行わ
れているのか，また何が問題となっているのか，
れているのか，
また何が問題となっているのか，

を得ました．
博士後期課程での私の本来の研究テーマは 硫
黄官能基の特性を生かした超高性能高分子の開
発 であり，
であり，一昨年
一昨年 4 月から硫黄の特性を利用し

どういう材料が実際に求められているのか等を多

て超高性能高分子，
いわゆるスーパーエンジニア

少なりとも把握することができ，
たいへんよい機

リングプラスチックに匹敵，
更にはそれを超える

会となりました．
企業の研究者のお話を直接伺う
機会にも恵まれ，研究における新しい側面や，世

物性を有する高分子の合成と物性について研究を

の中で実際に求められていることが何であるのか
を，垣間見ることができました．このような知識
は直接または間接的に自分自身の研究にも役立っ
ていくであろうと考えています．単に知識が増え

進めています．研究の甲斐あって，すでに目的と
する高分子が，従来の合成方法では達成しえな
する高分子が，
従来の合成方法では達成しえな
かった方法で，
しかも安価な原料から合成できる
ことを見出しています．また，一般にエンジニア
リングプラスチックは物性が優れているものの溶
解性・
解性・加工性に劣ることに問題があり，多くの研

ただけではなく，今後の新材料設計の上で，バッ
クグラウンドとして大いに役立っていくでしょ
う．
研究室にこもって毎日必死に実験することは
確かに最も大切なことですが，一方で，実際の現
場で活躍されている方々と接する機会を持ち，知

究者によって改良が試みられていますが，
本研究
で合成した高分子には，耐熱性
耐熱性・
・機械特性など良
好な物性に加えて，高い溶解性
高い溶解性・
・加工性も付与す
ることができました．このように，合成
ることができました．このように，
合成・
・加工
加工・
・
物性の三拍子がそろっているだけでなく，
高い屈
折率を有することや，第三成分を加えることに
折率を有することや，
第三成分を加えることに
よって熱可塑性にも熱硬化性にもなり得ることな
ど，
従来のエンジニアリングプラスチックには見
られない非常に特徴的な性質を併せ持っているこ
とも明らかにしました．研究成果の報告のため，
とも明らかにしました．
研究成果の報告のため，
日本化学会，高分子学会主催の学会をはじめ，
日本化学会，
高分子学会主催の学会をはじめ，66
月に英国のシェフィールドで開催された 国際有
機硫黄化学シンポジウム ，
また9
また
9月に東京で開催
された ポリコンデイセイション
ポリコンデイセイション2000
2000 などの国
際会議で発表する機会も得ました．
さらに幸運な
ことに，この高分子については新聞（化学工業日
報，8
報，
8 月 21 日）
日）でも取り上げられた上，
でも取り上げられた上，複数の企
複数の企
業が実用化を目指した研究を進めていると聞いて
います．
そのような通常の研究を行う中，
一昨年12
一昨年
12月自
月自
分自身の研究分野と非常に関連が深い分野の研究
のためリサーチアシスタントに，
採用して頂きま
した．自分自身の研究を行う一方で，並行してリ
サーチアシスタントの業務をこなしていくこと

識を吸収するとともに，情報交換することは，研
究を進めていく上で，
非常に有効であると思いま
す．いわゆる産学の連携です．もちろん学会等で
討論することも非常に勉強になりますが，
今回の
リサーチアシスタントの経験はまた一味違う経験
という意味で意義があったと思います．
今回リサーチアシスタントとなってそれなりの
報酬を得たわけですが，ご承知の通り大学院博士
後期課程の学生は研究にほとんどの時間を割いて
いますので，
普通のアルバイト等を行う時間はま
ず無いといってよいでしょう．それに加えて，学
会の会費や，文献の取り寄せ代，また専門書の購
入，パソコンやそのソフトの購入など，
入，
パソコンやそのソフトの購入など，研究
研究・
・学
業に関する出費は相当な額にのぼります．
リサー
チアシスタントで得た報酬はそれらを十分に補え
るものであり，自らの研究の推進に加え，上述の
ような貴重な体験を，報酬を得ながらできるリ
ような貴重な体験を，
報酬を得ながらできるリ
サーチアシスタントの制度は，奨学金，TAに加え
TA に加え
大学院生にとって非常に有効な制度であると感じ
ました．皆さんも，機会があればぜひ体験してみ
てはいかがでしょうか．
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