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異文化の目で府大を見て

★おめでとう学長顕彰 ★鳥人間コンテスト
★シリーズ〜環境問題を考える ★新任教員紹介

国際化が進む今日，府大にも海外から来られた先生や留学生の方がたくさん
国際化が進む今日，府大にも海外から来られた先生や留学生の方がたくさん
在籍されています．母国とは異なる文化をもつ日本での大学生活．
在籍されています．
母国とは異なる文化をもつ日本での大学生活．その中で
その中で
感じたことや母国の大学との違いについて寄稿していただきました．また，
感じたことや母国の大学との違いについて寄稿していただきました．
また，
外国人留学生委員会の高岸先生からは，ご自身の留学体験を交えた留学生の
外国人留学生委員会の高岸先生からは，
ご自身の留学体験を交えた留学生の
皆さんへのエールを寄稿していただきました．

留 学 生 諸 君 ，貧 乏 旅 行 を し よ う
た か ぎ し

外国人留学生委員会委員 高 岸
物質系専攻
1969 年 8 月，
月，歓喜と興奮につつまれたシカゴ
歓喜と興奮につつまれたシカゴ・
・
オヘア空港に留学の第一歩を印しました．人類が
最初に月に降りた日の少し後でした．The
最初に月に降りた日の少し後でした．
The first
man on the moon. それまで宇宙開発ではソビエト
に後塵を拝していたアメリカの誇らしい日であ
り，その余韻が街のすみずみにあふれていまし
り，
その余韻が街のすみずみにあふれていまし
た．
シカゴからミシガン湖畔の西岸をミルウォー
キーの方へ 5 0 マイル，エバンストン市にある
マイル，エバンストン市にある
ノースウエスタン大学化学科・生化学科のポスト
ドクターとして研究の第一歩を始めました．ボス
は I. M. Klotz 教授．人工酵素の研究では草分けの
一人です．ここで，
酵素の基質取込み機構の解明，
取込みに働く分子間力，基質取込み能を上げるた
めの高分子の改質などの研究テーマをもらいまし
た．研究の詳細は専門的になるのでここでは省略
します．
美しい紅葉も終わり，そうこうするうちに冬に
なり，北国の厳しい寒さの中では外をうろうろす
ることもままならず，とにかくただひたすら研究
にうちこみました．研究室の窓から見えるミシガ
ン湖には流氷がおしよせ，「春を待つ心や切」
「春を待つ心や切」と
と
いう心境でした．
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機能物質科学分野

と お る

徹
教授

年が明け，5 月になると風景は一転，
年が明け，5
月になると風景は一転，北国の美
北国の美
しい春の訪れ．森の街エバンストンは春光の中に
つつまれました．11 年目は 8 月まで全く休暇をと
つつまれました．
らず，ただひたすら研究，
らず，
ただひたすら研究，研究．
研究．まちかまえてい
まちかまえてい
たように，ためていた
たように，
ためていた 1 カ月のバケーションをま
るまる使って，おんぼろ車にテントをつんで妻と
二人で旅にでました．今まで写真で見ていた国立
公園を中心にした旅．シカゴからウエスト地域に
ある国立公園をほとんどまわりました．どこまで
走ってもはてしなく続く中西部の大平原，これが
アメリカだ．その広さをつくづく実感する毎日で
した．夕方になると，キャンピングサイトでテン
トを張るか，さもなければ安モーテルでの泊り，
トを張るか，
さもなければ安モーテルでの泊り，
質素な夕食．しかしながら，心の中はなんともい
えない充実感でいっぱいの毎日でした．キャンピ
ングサイトでは，中高年の夫婦が豪華なキャンピ
ングカーを止めて，人生をエンジョイしている風
景をそこかしこに見ました．若者で旅行している
のは我々以外にほんの少し..仕事をリタイアした
のは我々以外にほんの少し
人々の新たな人生の楽しみがみちあふれていまし
た．この風景を目のあたりに見て，アメリカ人と
日本人の人生感の違いを痛感しました．ある年令
までは超猛烈に働き，定年後はきっぱりと仕事と

決別して人生を謳歌する心のゆとり．私もいつか
はこのような人生を送りたい…との願望にとりつ
かれました．旅先での，見ず知らずの人達とのフ

まらないことはありません．テレビを通して日本
国内のいろいろの様子は理解できるでしょう．そ
れはただそれだけで終わってしまいます．10
れはただそれだけで終わってしまいます．
10 年

ランクなコミュニケーション．アメリカ人の心に
触れる場でありました．もちろん，国立公園の美
しい自然，それを体感する歓び．研究室では味わ
えない，今アメリカにいるという実感．
えない，
今アメリカにいるという実感．
ここで留学生諸君に勧めたいと思います．貧乏
旅行で十分．できるだけ日本の中を歩き，旅をし
てほしい．リュックをかついで自分の足で日本を
歩いてほしい．勉学
歩いてほしい．
勉学・
・研究はもちろんベストをつ
くして頑張り，時間をみつけて日本国内をまわっ
てほしい．
私の研究室に韓国からの研修員がいました．現
在，韓国慶北大学教授の尹南植君．彼は時間がで
きるとおんぼろの軽自動車に乗って全国各地をま
わっていました．私の知らないようなところま
わっていました．
私の知らないようなところま
で．この夏，
で．
この夏，彼と韓国で会いました．
彼と韓国で会いました．酒豪の彼と
酒豪の彼と

たてば忘れさってしまいます．旅での体感．それ
は楽しいことも苦しいこともあるでしょう．親切
にされることもあるでしょうし，不愉快に感じる
こともあるでしょう．私のアメリカ旅行でも，今
でも忘れがたい不愉快なことがありました．
ニューメキシコ州サンタフェの近くで，夜もおそ
くなってモーテルを探していた時のこと，暗黒の
中のとある一軒のモーテルの入口には，夜目にも
くっきりと色もあざやかに Vacancy のサイン
が見えるではありませんか．小躍りして入りまし
たが，すげないことわりの返事．今でも理由はわ
かりません．このような経験は後にも先にもこれ
だけですが，このような不愉快な出来事もアメリ
カを理解する大きなそして貴重な経験になったこ
とは確かです．

夜遅くまで話はつきず，彼の口からでてくるのは
日本各地の話題でした．研究をやる時は猛烈人間
である彼は，時間ができると焼酎をもって旅に出
ました．大きな体を軽自動車の中にまるめて寝て
いたとか．
異国の地で生活をしながらの旅．それが留学生
に与えられた特権ではないでしょうか．11 〜 2 週
に与えられた特権ではないでしょうか．
間の単なる海外旅行では実感できないその国の理
解があるでしょう．
留学生は金がないでしょう．私もそうでした．
留学生は金がないでしょう．
私もそうでした．
それでよいのです．貧乏旅行でよいのです．貧乏
旅行であればあるだけよいのです．豪華な旅行は
年をとってからいくらでもできます．定年後を待
てばよいのです．君たちには若さがあります．
てばよいのです．
君たちには若さがあります．
小さなテントにもぐりこんで，自分は今この大

お互いに他の国情を理解すること，これが若い
留学生諸君にできることであり，将来母国へ帰っ
てからの相互理解に結びつくでしょう．若い時の
体験はいつまでも心の中に残るものであり，つぎ
の発展に続くものと思います．
最初のポストドクターとしての留学から 8 年
後，再度同じボスから招かれて，客員助教授とし
て働くチャンスを得ました．勝手知ったる研究室
と，前回の留学での慣れもあって，すぐにアメリ
カ生活に溶け込むことができましたが，前回ほど
の新鮮さと感動はなくなっていました．少し年を
とったこともあるでしょうが，最初の留学で聞く
もの見るものすべてに強烈な印象もったことを思
いますと，雲泥の差です．
いますと，
雲泥の差です．心のゆとり，
心のゆとり，ステイブ
ステイブ
ルな状態がそうしたことと思います．このような

地にいるという充実感．人々とのふれあいを通し
ての，あたたかい人間としての心づかいにふれる
旅．約
旅．
約 30 年前をふりかえって，この 1 カ月の貧乏
旅行は私の人生の中に生き続けており，アメリカ
を理解する大きなきっかけになったように思いま
す．１カ月にわたる旅の終わり，休暇も残り少な
く，金も底をついて，デンバーの近くから1000
デンバーの近くから 1000マ
マ
イル以上を一日中ぶっ続けで運転して，シカゴま
で戻ってきたことも，若さのいたり．今から思え
ばむちゃなこともしましたが，なつかしい思い出
として残っています．
留学生諸君．目で見て，
留学生諸君．
目で見て，触れての体感，
触れての体感，それが
それが
旅です．下宿と大学を往復するだけの毎日ほどつ

意味からも，留学生諸君の今の若いフレッシュな
感覚を大切にしてほしい．メタステイブルな君た
ちには今しかできないことがあるということを実
感し，日本の中に入りこんでいろいろ体感してほ
しい．それには旅がもっともふさわしい．
しい．
それには旅がもっともふさわしい．
留学生諸君，旅をしよう．そしていろいろのこ
とを見聞しよう．日本のいいところも悪いところ
も，裸の日本を見てほしい．母国に帰ってその経
験をプラス思考で役立ててほしい．一生涯心に残
るような旅をし，思い出をつくろう．
るような旅をし，
思い出をつくろう．さあ，
さあ，貧乏
貧乏
旅行にでよう．
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Technical Training versus Fundamentals
Nazim Mamedov
電気・
電気
・情報系専攻

電子物理工学分野

助教授

In a position of associate professor of the department

established specialists on his or her agreement and by

of Physics and Electronics, I am with Osaka Prefecture

student's selection. Besides entrance examination to enroll

University since 1999. For the time past then, I have

in Ph.D course, four very severe exams (the so-called

learned enough to share about our university and its

"candidate-minimum") are obligatory before a challenger

educational system.

is recognized rightful to publicly defend his/her

This is an American-type system with bachelor and

dissertation. Oral public presentation by the dissertation

master grades, excellent technical training and somewhat

defendant, positive recommendations of specially

diminished requirements on fundamentals. As I have

nominated opponents, and reasonable answers of defendant

learned, fundamentals are left mainly upon own

to the questions of the council of 20-25 specialists and the

responsibility of students. Accordingly, the main tool of

rest of auditory are necessary to provide positive results

students' evaluation is a paper test .

of secret voting. Independently of voting results,

Readers of this article are definitely aware about details

dissertation and all related documents, including a cassette

of the above educational system and I hope that short

with taped procedure of oral presentation, are submitted

comments are quite enough to express what everybody has

to Supreme Attestation Commission for final decision.

already known. On the other hand, a more detailed

Only Supreme Commission of the top-qualified scientists

presentation about education in my mother country seems

is authorized an awarding of Ph.D degree.

to be just appropriate since it will let Japanese readers get

Doctor-of-sciences degree with specified titles of

some knowledge about a different type of education.

sciences in which awardees have accomplished their work

The corresponding system in Azerbaijan is based on

is a counterpart of the level of full professor, given officially

the German-type with very strong stress on fundamentals

for distinguished research works. No supervisor is

and moderate technical training. Bachelor grade is not

nominated and no exams are suggested at this stage. But,

available separately. Only diploma grade, which is a

a challenger has to assure people of his own contribution

counterpart of master grade, is available. Exams on

by writing a dissertation and defending it publicly in a

fundamentals are obligatory for everybody and performed

procedure though similar to that for Ph.D degree but with

every half of an academic year. So-called state

the top-level opponents available countrywide. If possible

examinations are performed at national level after two years

at all, it usually takes 10-20 years to obtain this degree.

of education.

I would refrain from giving preference to any of the

Both kinds of exams are oral. Each student has to make

above systems. Of course, proportions between technical

a random choice out of 20-to-40 tickets with content

training and fundamentals are very important. But, these

undisclosed to student's eye. "Paper" test for evaluation of

proportions are subjects for university staff that should

students' knowledge is used only at a pre-examination stage.

always be able to introduce necessary corrections into

Together with differences in the system and philosophy

curriculum according to the latest achievements in frontier

of education at undergraduate or graduate level there are

fields of basic and applied sciences.

some at post-graduate level, too. Two kinds of scientific

Strong research background, ability and desire to

degrees are available.

pursue research activities, and a strong commitment to

Candidate-of-sciences degree with specified titles of

high-quality undergraduate and graduate education are

sciences in which awardees have the ascertained level of

qualifications that are definitely in presence among the

knowledge and accomplished their work is an equivalent

staff of our university. I believe that the above qualifications

of Ph.D degree. Usually, it takes 2 -3 years, sometimes

will definitely help us to get into a top group among other

more, beyond officially allotted time of 3 years for Ph.D

universities in Japan. However, some serious, hard, and

training to obtain this degree.

even somewhat painful efforts may yet be necessary to

A supervisor of Ph.D student is nominated among well-

reach the target.
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社会要求に応える大学の教育
り ん

林
電気・
電気
・情報系専攻

か い

海

電気電子システム工学分野

助手

高分低能 （試験上手，応用下手）
（試験上手，応用下手）と批判されま
と批判されま
す．この原因は教育重点の違いだと思います．日
本の大学教育は実用性を重視しますが，中国の大
学は理論分析を重視します．日本における宿題や
入試問題では計算問題が多いようですが，中国で

１．苦手な仕事
１．苦手な仕事
私は 1993 年まで上海交通大学で勉強していま
したが，その後，
したが，
その後，大学を離れて会社で
大学を離れて会社で 4 年間ほど
仕事をしていたので，大学にいた期間は
仕事をしていたので，
大学にいた期間は 4 年程度
しかありません．また，
しかありません．
また，中国では最近，
中国では最近，急激な大
急激な大
学改革が進んでおり，大学の事情もよく分かると
は言えません．さらに，
は言えません．
さらに，府大での勤務も
府大での勤務も 1 年しか

は証明問題が多いのです． 物作り を得意とす
る日本，その基礎は大学の教育からもうかがえま
ないので厳密な意味での比較は難しいと思います す．今，市場経済の規模が拡大し続けている中国
が，中国と日本との大学の違いについて私個人の では大学の教育方針も前に述べた企業化をとりい
れる等の対策を含めて，実用的な教育に変わると
観点からお話したいと思います．
思います．
２．中国の大学の概観
２．
中国の大学の概観
② 博士課程まで進学したい中国人留学生
中国における最初の近代的大学「京師大学堂」
中国における最初の近代的大学
「京師大学堂」
皆さんの周りでも，多くの中国人留学生が博士
（北京大学の前身）は
（北京大学の前身）
は 1898 年に誕生しました．
年に誕生しました．一
一 課程に進学されることでしょう？面接をする時，
方，ヨーロッパの大学は何百年もの歴史を持つと その理由もよく質問されます．この問題に答える
ころが多いことから，中国の大学の歴史は非常に のは難しい．明確な理由がないからです（自分の
短いと思います．中国には
短いと思います．
中国には 1956 校（6 月 18 日現 将来のため？）．日本人で博士課程に進むほとん
．日本人で博士課程に進むほとん
在）の大学が存在します．この数字だけを見ると どの人は大学の先生になりたい人と言われます
非常に多いように感じますが，13
非常に多いように感じますが，
13 億の人口全体 が，中国ではちょっと事情が違います．確かに先
における大学進学率は 5％に過ぎません．大学の
％に過ぎません．大学の 生になる人もいますが，自分の知識を広げ，教養
数はまだまだ足りないのが実情でしょう．また，
数はまだまだ足りないのが実情でしょう．
また， を高めることが大きな目的です．中国の社会では
中国における大学の研究費は日本の大学と比べる 博士の学位を持つ人の能力が広く認められていま
と，非常に少ないのです．そういう状況に対応し す．修士卒が就職に有利な日本と違って，中国で
て，教授陣は自らビジネスプランを構築し，起業 企業に就職する場合博士が有利となります．また
に走ります．そうすることにより学部が潤い，新 企業での昇任等，色々な方面にもメリットがあり
たな研究を行うことができます．さらに，新しい ます．
ます．アメリカ，
アメリカ，日本，
日本，EU
EU 等先進国の大学の学
ビジネスプランがあれば，それを吸収し，大学と 位を持つ人は特に有利です．したがって，1980
1980年
年
して人材をつけ，ビジネス化する．これは中国の 代からの改革開放後，
代からの改革開放後，留学がブームになりまし
留学がブームになりまし
大学の現在のスタイルです．北京大学の方正集
大学の現在のスタイルです．
北京大学の方正集
た．
団，清華大学の紫光集団はそういう学校で生まれ
４． 教育研究のグローバル化
た企業の一つです．
今の世の中，産業グローバル化とそれに伴う競
３．社会要求に応える教育の現状
３．
社会要求に応える教育の現状
争激化が進んでいます．Microsoft,
争激化が進んでいます．
Microsoft, IBM 等大企業
日本と中国は社会状況が違いますので，価値観 は中国の大学と連携し，現地で次々と研究所を設
も大きく異なります．学生はそれぞれ社会の要求 置しています．この動きから見ても，大学教育や
に合わせて勉強し，社会に必要な人材を目指して 研究もグローバルになる可能性は高まっていま
います．
す．
①実験に真面目な日本人学生
1997 年の来日から，
年の来日から，もう
もう 5 年目になります．日
私が担当している学生実験から感じることは， 本語はまだ上手に話せませんが，たくさんの友達
日本人学生の実験に対する真面目さ，また応用に ができました．これもグローバル化の一歩なのか
対する能力の高さです．一方，中国での大学生は もしれません．
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Looking to the future
Zhanpeisov Nurbosyn
物質系専攻 応用化学分野
It passed already one and a half year when I was
hired as a staff member of Prof. M. Anpo Laboratory
at the Department of Applied Chemistry of Osaka
Prefecture University. Looking back and to the future,
I am more optimistic on young generations of scientists
and scholars at Osaka Prefecture University since the

助手

Osaka Prefecture University, both teachers and students
are doing their best to continue good traditions in
science, although the students in Almaty should do a
lot of extra efforts to get a higher education and universal
deep knowledge in science.
To obtain the BS and MD degrees, one needs four
and two years, respectively, at both universities. The
BS and MD courses are, however, basically united at
the Al-Farabi Kazakh State University, but it has been
permitted for some students to graduate BS course
without proceeding to MD course since a couple of years
ago. Very few talented MD students can then enter the
Ph.D courses, although they must pass through complex
examinations including not only the Chemistry, but also
one of the foreign languages and in philosophy as well
as some additional competitions. The latter requirements

science is going in a right and desired way.
A few days ago, I have been asked to write short
comments devoted to the comparison between Osaka
Prefecture University and Al-Farabi Kazakh State
University (Almaty, Kazakhstan) from which I have
been graduated. I have got both my BS and MD degrees
in Chemistry from the latter University. The Faculty of
Chemistry which was founded in 1934 by late
Academician A. Bekturov is the largest educational,
scientific and methodology center in Kazakhstan.
Nowadays, there are 35 Professors and more than 100
Doctor of Sciences teaching and conducting scientific
investigations. To be honest, it is not so easy to provide
these comparisons because it passed more than 20 years
since I left that university.

seem to be more or less similar for both Universities. It
is evident that a great success completely depends on a
hard work and study in all fields of science. Thus, many
young peoples obey these rules and doing their very
best in those ways.
In my opinion, the students and teachers of both
Universities can benefit a lot if they would establish
good ties and friendship, especially it would be
indispensable for young generations. For folks living
in Kazakhstan, Japan is a symbol for life, for high-tech
country having a huge potential, and for many other
respects. So, let us do all the best to further continue
these good traditions.

This summer I have visited Al-Farabi Kazakh State
University after about more than 10 years. There I met
with staff members and students of the Faculty of
Chemistry. Although the number of Departments at the
Faculty have been decreased (from 11 to 7) and many
Labs have been united for some big ones due to the
known economical situation in the country, they are
still able to conduct their main tasks in preparation of
the undergraduate, graduate and Ph.D students as well
as to continue scientific investigations. I should note,
however, that there are no longer strong supports from
the government for education and science, so it is hard
for the people to work on fundamental chemistry fields.
Thus, main body of scientific research works and
projects are based directly on the local needs inside
the country. In such a sense, there is some well-defined
gap between the two Universities. However, as in
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ラ ブ・
ブ・イ ン ド ネ シ ア
未来と友情をつなぐチャリティーコンサート
Ari Legowo
機械系専攻

航空宇宙工学分野

博士後期課程

3年

1997 年から始まったアジア通貨危機の影響を
受け，インドネシアでは経済，社会や政治の大き
な混乱が起こりました．偉大な文化をもち，大き
な発展を遂げてきた数年前までのインドネシアの
イメージは大きく揺らぎ，今や国際社会に不信感
を与える国となっています．その状況に伴い，イ
ンドネシアを訪れる観光客は急激に減少し，外国
の投資件数や総額も著しく減りました．今もって
諸支援国からのインドネシアへの援助は，延期ま
たは凍結されたままです．こうしてインドネシア
経済が悪くなるにつれ，古くから文化や経済に強
い繋がりをもつ日本にもここ数年は多大な影響が
及びつつあります．
この危機的状況にある祖国では，ここ数年，未
来を担うべき学生たちの多くが経済問題を理由に
中退したり，卒業論文の作成ができずに困窮して
います．私たち在日インドネシア留学生たちは，
います．
私たち在日インドネシア留学生たちは，
遠く日本から祖国を見守り「インドネシアの未来

は大丈夫だろうか」「日本にいる私たちには何が
できるだろうか」と考えてきました．
できるだろうか」
と考えてきました．そして，
そして，日
日
本の友人や他の方々に相談し，1998
本の友人や他の方々に相談し，
1998 年，
年，1999
1999 年，
2000 年と
年と33 回「未来と友情を繋ぐチャリティーコ
ンサート LOVE INDONESIA 」を開催してきま
した．各年とも多くの皆様がたの温かいご支援に
より，大成功を収めることができ，感謝で一杯で
す．各年，
す．
各年，約
約 10 〜 15 校の国立大学で各約 10 名の
学生に，11 年間の学費と学生生活を送るのに必要
学生に，
な経費の約半分に相当する奨学金を交付すること
ができました．
この事業は，祖国で一生懸命に勉学しているイ
ンドネシアの学生たちを日本から応援するととも
に，日本の皆さんが再び安心してインドネシアへ
出かけたり，仕事したりすることができるように
インドネシアの現状を正しく伝え，私たち在日イ
ンドネシア留学生たちも祖国の未来を一生懸命に
考えて，
考えて，頑張っている姿をアピールするもので
頑張っている姿をアピールするもので
す．また，
す．
また，インドネシアとの文化交流を通して，
インドネシアとの文化交流を通して，
日本とインドネシアの友好関係のより一層の促進
に貢献したいと考えております．

バリ島の「ケチャク」
バリ島の
「ケチャク」ダンス
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敬 愛・
愛 ・ 自 立・
立 ・協 力
三つの国の大学で私が学んだこと
ジヤスワー
機械系専攻

海洋システム工学分野

博士後期課程

2年

私はインドネシアとオーストラリアの大学を卒
業して，１年半前からこの大学に通っています．
業して，
１年半前からこの大学に通っています．
そして，私は，これらの国の大学の習慣の違いに
とても驚かされています．この大学に来て一番驚
いたことは，先生と学生の関係です．
いたことは，
先生と学生の関係です．勉強の後，
勉強の後，
先生が学生と一緒にレストランで食事をしなが
ら，学校のことを話したり，プライベートなこと
を話したり，また，個人的な悩みなどにも親切に
相談にのってくれ，学業だけでなく人生の先輩と
して色々なアドバイスをしてくれるなど，とても
親しい関係にあるということです．先日，私の研
究室に入ることになった新しいインドネシアの留
学生の歓迎会を開こうと先生の方から話があった
ときは本当に驚きました．このようなことはオー
ストラリアの大学では全くなく，先生と学生は学
内だけの関係で，それ以上の付き合いはほとんど
ありませんでした．インドネシアでも同様です
ありませんでした．
インドネシアでも同様です
が，年に一度，
が，
年に一度，インドネシアではラマダーン
インドネシアではラマダーン（イ
（イ
スラームの断食月）の後イードルフィトルという
お祭りの日には学生は先生の家を訪問します．し
かし，これは先生と学生が親しい関係にあるとい
うよりも先生に対して尊敬の意を表すということ
なのです．インドネシアではイスラームの習慣上
年少者が年長者を敬うことはとても大切なことな

Nice time with kind Sensei and friends in a
graduation farewell party.

ティを開くということもなかったので同じチーム
であるという意識はありませんでした．そして，
であるという意識はありませんでした．
そして，
オーストラリアでは，パーティや歓送迎会はあり
ますが学校主催のため学内で行い，レストランに
行くことはありませんでした．そして，研究面で
は全く個人個人で，お互いに助け合うということ
はありませんでした．ですから誰かに頼ることな
くすべてのことを自分一人でしなければならな
かったため精一杯努力をしなければなりませんで
した．
私はこれら 3 つの国の大学での違いに驚き，戸
惑いながらも経験を通していろいろなことを学び
ました．その中でも，
ました．
その中でも，インドネシアでは，
インドネシアでは，先生や
先生や
年長者を敬うことを学び，そして，オーストラリ
アでは，人に頼ることなく精一杯努力することを
学びました．大阪府立大学では，仲間を助けチー
ムワークを大切にするということを学びました．
また，それぞれの大学でこれらのことを私に教え

ので年少者が年長者の家に赴き，お祭りを祝いま
す．
そして，学生同士の関係も
そして，
学生同士の関係も 3 つの国の大学では
異なっています．この大学では，同じ研究室の上
級生が下級生を指導したり，学生同士で知識や情
報などを共有したり，お互いに助け合ったりと
報などを共有したり，
お互いに助け合ったりと
チームワークをとても大切にします．そして，学
期末の研究発表の後にはレストランで先生も含め
全員でパーティをしたり，同じ研究室に新しく学
生が入ってくるときは歓迎会，仲間の誰かが卒業
するときは送別会を開いたりします．私は宗教上
お肉をたべたりアルコールを飲んだりできないの
ですが，そういったことも考慮してレストランを
選んでくれ，私も参加できるようにしてくれま
選んでくれ，
私も参加できるようにしてくれま
す．インドネシアでは，上級生が下級生を助ける

てくださった先生方や研究室の仲間達に感謝する
ことも学びました．私は人生の中でとても大切な
ことを学んだと思っています．もちろん，その国
の大学というよりもその研究室によって全く状況
は異なると思います．ですから，これらのことを
経験させ，学ぶ機会を与えてくれたアッラー（神）
に本当に感謝しています．
しかし，研究はもちろんのこと私にはまだまだ
学ばなければならないこともたくさんあるので，
この大学でもっと努力して多くのことを学びたい
と思っています．池田先生をはじめ研究室の皆さ
んこれからもご指導よろしくお願いします．

ことはあっても ,知識や情報などを共有しあうと
ことはあっても,
いうことはあまりなく，研究室の学生全員でパー
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日本で感じたこと
プロ意識とサービス精神
電気・
電気
・情報系専攻

お う

け ん

王

建

電気電子システム工学分野

博士後期課程

3年

月日の経つのは速いもので，私が日本に来て，
月日の経つのは速いもので，私が日本に来て，
もう７年の歳月が流れました．長い期間の留学生
活の中で楽しいことがあり，苦しいこともあっ
活の中で楽しいことがあり，
苦しいこともあっ
た．日本に来てからいろいろ感じたことがあっ
た．
日本に来てからいろいろ感じたことがあっ
た．
私は旅行が大好きですが，いつも生活や勉強が
忙しくて，政治，経済と文化の中心という東京へ
行ってみたいとずっと思っていても，行けません
でした．今年のゴールデンウィークに，やっと念
願の東京に行ってきました．ただ
願の東京に行ってきました．
ただ 見物 のつも
りで行ったのですが，いろいろな所をまわってい
るうちに，あらためて
るうちに，
あらためて 日本 という国のすごさ
を実感し，気持ちも
を実感し，
気持ちも 見学 のほうに変わりまし
た．今回の旅で，定番のディズニーランドに行っ
てみました．ディズニーランドは子供の楽園とし
てはいうまでもなく，成人にも大変な魅力があり
ます．私は子供のように楽しく遊んでいました．
ます．
私は子供のように楽しく遊んでいました．
ほんとに素晴らしかった．
経済大国として，日本は様々な先端技術に支え
られ，快適に暮らしています．
られ，
快適に暮らしています．しかも，
しかも，産業や暮
産業や暮
らしだけでなく，エンターティメントにまでハイ
テクを駆使することに気付きました．先進的技
テクを駆使することに気付きました．
先進的技

した．日本のサービス業のまじめで丁寧な態度は
世界でもいい評価があると思います．日本で実際
に生活したら，いろいろな小さい所で，
に生活したら，
いろいろな小さい所で，日本の
日本の
サービスの暖かさが感じられます．たとえば，買
い物をする時，いくら小さいものでも，丁寧に包
装し，袋に入れてくれる．
装し，
袋に入れてくれる．とても親しくて，
とても親しくて，いつ
いつ
も大切にされているというような気がしました．

文化の特性を感じられると思います．日本に来て
から，日本のサービス精神についてもよく感じま

くお願い致します．

私は 1995
1995年
年 4 月大阪府立大学へ入学し，今まで
に 6 年が過ぎました．私は大阪府立大学に深い感
情を持っています．府大には，たくさんいい先生
がおられますし，勉強や研究の環境もよく揃って
います．また，
います．
また，留学生に対して，
留学生に対して，いろいろ便利な
いろいろ便利な
制度があるので，とても安心や落ち着き等を感じ
ます．また，大阪や大阪の人々が我々外国人留学
生を受け入れてくれていると感じています，だか
術，施設という
術，
施設という 硬体 がすごいのはいうまでも ら，
ら，大阪すきやねん！また，
大阪すきやねん！また，私の出身大学
私の出身大学（西安
（西安
ないが，その 硬体 の環境を守るいろいろなサー 交通大学）
交通大学）では桜もあります．
では桜もあります．毎年春には，
毎年春には，美し
美し
ビスという 軟体 も優れていると感じました． い桜が見えます．府大に来たら，もっとたくさん
なぜかと言えば，ディズニーランドのような広
なぜかと言えば，ディズニーランドのような広
美しく，
美しく，綺麗な桜を見れるのがとても嬉しいで
綺麗な桜を見れるのがとても嬉しいで
く，たくさん人々がいる所が，
く，
たくさん人々がいる所が，どこでも，
どこでも，いつで
いつで す．いつも西安交通大学の大学生活を思い出しま
もきれいに見えると感じました．旅行中の皆さん す．府大に来て，勉強を続けているという気がし
の協力だけでなく，多くの清掃員の人たちが頑
の協力だけでなく，
多くの清掃員の人たちが頑 ます．
張っているためであり，その清掃中の姿を何回も
現在，私は電気電子システム工学分野の勝山研
見ました，動作の速さ，熟練などがプロと言えま 究室で研究しています．これまで，勝山教授をは
す．実は清掃員だけでなくて，日本でどこに行っ じめとして多くの方々にお世話になっておりま
ても，多くの日本人は自分の仕事の範囲でも，研 す，心より感謝しています．これからもよろしく
究の分野でも， 私はプロです，
私はプロです，プロになる
プロになる と お願い致します．
いう プロの意識 を強く持って，頑張っている
を強く持って，頑張っている
今まで見た，感じたことはもちろん日本のすべ
姿をよく見かけるでしょう．
てではない．これからも日本でもっと大きな感動
いろいろな細かい生活上の出来事でも，日本の に出会えることを祈っています．今後ともよろし
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府大 ― 異 国 の 母 校 ―

電気・
電気
・情報系専攻

こ

か

胡

舸

電子物理工学分野 博士前期課程

1年

私は 1995
1995年に来日し，
年に来日し，1 年間の日本語学校生活
を終えて 1996 年に大阪府立大学工学部電子物理
工学科に入学しました．そこから私の日本におけ
る大学生活が始まりました．中国で高校を卒業し
たばかりの私にとって大学生活は新鮮でした．そ
の当時のことを今でもはっきりと覚えています．
入学式の時間より 1 時間早く学校へ着きました．
まず，これから自分が勉強生活を送ろうとする場
所をじっくりと見てみたかったのです．大阪府立
大学が私に与えてくれた第一印象は，緑が豊かで
自然環境に恵まれている大学であるということで
ありました．あまり新しくない校舎も緑に彩ら
ありました．
あまり新しくない校舎も緑に彩ら
れ，ここでなら一生懸命勉強ができそうな気がし
ました．そして，
ました．
そして，府大の広さにおどろきました．
府大の広さにおどろきました．
めに単位とテストに追われる日々もありました．
その時の私の目に映った，入学当初は緑があふれ
美しいと感じた府大は，もはやただ広いだけの田
舎クサイ学校にしか見えませんでした．そして，
舎クサイ学校にしか見えませんでした．
そして，

中国の大学も大きいですが府大はそれにおとらな
い広さを持っていました．広いグラウンド，広い
教室はより勉強しやすい環境を提供してくれたと
思います．また，大阪府立大学は活気あふれる学
府であると思いました．たくさんのクラブがあり
新入部員を勧誘する声が飛びかう光景は，中国の
大学ではクラブがないため私にとって初めて目に
するものでした．これは新入生の私にとって最も
わくわくしたことでありました．そのとき，これ
からの私の大学生活はきっと多彩で楽しいものに
なるだろうと思いました．
しかし，留学生の私にはたくさんの試練も待っ
ていました．まずは，言語の壁が立ちはだかって
いました．来日してわずか
いました．
来日してわずか 1 年しか経っていな
かった私の日本語学校で勉強した日常生活用語

あっというまに 5 年の歳月が過ぎていました．い
ろいろな困難を乗り越えて，大学院まで進んだ私
は初めて勉強や研究の真の意味を知ることができ
ました．今の私にとって大阪府立大学は日本での
学生生活から切り捨てることができない重要なも
のになりました．しかし，自分の感想を同級生に
話した結果，意外な答えが返ってきました．彼ら
も私と同じ感想を持っていました．それもそのは
ずです．同じ世代の若者が同じ教室で同じ授業を
受け，同じ校舎で学生生活を送っているのです．
受け，
同じ校舎で学生生活を送っているのです．
彼らの目に映る大学の姿に違いがあるはずはあり
は，とても専門用語があふれていた授業に役には ません．ここで，私は自分自身の変化に気付きま
した．55 年間の長い学生生活の中でより多くの日
立ちませんでした．放課後，ひたすら教科書の中 した．
の知らない単語を調べる日々が続いていました． 本の文化が理解でき，より日本人的な考えを持つ
ようになりました．そして府大が自分の人生に
そして府大が自分の人生に
その時に私の目に映った教室には，ただ広いとい ようになりました．
うこと以外は何も感じることができませんでし とってもかけがえのない存在になっていたことに
た．また，生活のためアルバイトをたくさんしな 気付きました．卒業するまでという残り少ない時
ければならない私には，クラブに参加する余裕な 間の中で，この異国にある母校をなおいっそう愛
しつつ，たくさんの思い出を作っていきたいと
たくさんの思い出を作っていきたいと
どありませんでした．そして，いつの間にか学校 しつつ，
をさぼるようになり，そのあげくには進級するた 思っています．
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私 が 日 本 で ，感 じ ，想 い , 希 望 す る こ と
アリ
電気・
電気
・情報系専攻

アーマディ

情報工学分野

博士後期課程

1年

外国人にとって，日本のイメージは産業国で ,
外国人にとって，日本のイメージは産業国で
人々は一生懸命働き，リラックスする時間もあま
りないということです．日本に来てから私はその
ことが確かに本当のことだとわかりました．そし
て大変伝統的でたくさんの習慣が今でもあるのだ
と思いました．たとえば，
と思いました．
たとえば，お正月の祭りや，
お正月の祭りや，季節
季節
の行事が全く昔のように残っています．女性はモ
ダンな服装でダンスをする一方，特別な行事では
着物を着たりします．地方の近代的なホテルに
着物を着たりします．
地方の近代的なホテルに
行っても昔のような温泉があり，一方で，
行っても昔のような温泉があり，
一方で，イン
イン
ターネットで色々なことを探したりできます．
日本に居る間，私にとっての一番の問題は，日
本語のむつかしさです．大学で先生や学生とよく
コミュニケーションできないのはそのためかもし
れません．それに日本の若い人が外国人と話すこ
とを少しはずかしいと思っているからかもしれま
せん．特に英語で話すのは非常に苦手ではないで

ます．これは外国人には使い分けにくく，わかり

しょうか．
外国人にとって日本語が難しいポイントは二つ
あります．まず第
あります．
まず第 1 に漢字です．
に漢字です．漢字には色々な
漢字には色々な
読み方 , 意味そして書く順序まであります．それ
を書いたり,,読めたりする日本人が信じられませ
を書いたり
ん．多分日本人は何か考える時，漢字で考えてい
るのではないでしょうか．第
るのではないでしょうか．
第 2 に日本語の文法と
英語の文法の違いです．
日本の大学についていいポイントは授業に出席
するだけでなく，その後も研究室で勉強をつづけ
ていることです．だから研究にうちこむことがで
きるのだと思います．イランの大学では授業に全
部試験があり , 学生達は合格できるか心配です．
でも日本の大学は全て試験があるというわけでは
なくて，レポートであったり，
なくて，
レポートであったり，また，
また，何もなかっ
何もなかっ
たりもします．イランの大学では日本の大学より
も理論を勉強します．しかし，日本の大学生はイ
ランの大学生よりも実地を勉強します．
日本の文化について外国人をひきつけるポイン
トは，日本人が丁寧だということです．日本人は
話すとき三つの話し方があります．年上の人には
丁寧に , 友達には普通に，年下には形式的に話し

にくいです．だから，外国人は日本語を話す時，
にくいです．だから，
外国人は日本語を話す時，
ときどき間違えてしまいます．たとえば，私は先
生と話す時，急いでいると丁寧に話さなければい
けないのに友達と話しているみたいになってしま
います．反対に，
います．
反対に，学生と話す時，
学生と話す時，丁寧に話す時が
丁寧に話す時が
あります．
最後に，日本人はよく我慢をするということで
す．それに日本では暴力や戦争のことは身近に感
じたことがありません．日本は平和な国だとみん
なが知っています．私はこの平和が永遠に続くこ
とを希望します．
平 成 １３年度留学生の内訳
区
国

分

学 部 生

別

中

国
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韓

国

1 （１）

台
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湾
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ド ネ
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ー
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リ

ピ

イ
ジ

合 計

28

7

46

6

1

8 （1 ）

1

1
3

3

イ

2

2

ア

1

1

コ

1

1

ア

1

ン
ナ

研 究 生

ア

ス ト ラ リ ア

イ

フ

シ
マ

オ ー

ベ

シ

大学院生

1

1 （1 ）

1 （1 ）
2

2

1

1

ム
ン
ツ

プ

ト

1

1

（ ）内 は 大 学 間 交 流 協 定 に よ る 交 換 留 学 生 で 内 数
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夢と希望に向かって
充実した研究生活
じ ゅ

朱

う す ん

尤晟

物質系専攻 応用化学分野 博士後期課程 3年

私は韓国のソウルの出身，ソウル市内の漢陽大
学大学院の博士前期課程で家庭用吸収式冷暖房機
の吸収溶液の開発について研究し，1998
の吸収溶液の開発について研究し，
1998 年修了
しました．その後，
しました．
その後，環境に優しい，
環境に優しい，環境に調和し
環境に調和し
た光触媒という研究に大きな夢と希望を持って，
平成 10
10年
年 7 月に来日し，研究生として大阪府立大
学大学院工学研究科応用化学分野の安保正一先生
のご指導を受けることにしました．このようにし
て研究生活が始まり，その後平成 11
11年
年 4 月には大
学院博士後期課程に入学することができ，現在博
士後期課程の33年生として光触媒の研究に精を出
士後期課程の
（NOx）を N2 と O2 へ分解する反応に関する研究課
しております．
題に取り組んでおります．環境調和型触媒の有力
最初，研究室に入って驚いたことは，熱心に実
な候補として光触媒の大規模な実用化に向けて，
験をしている四年生から博士後期課程の学生を見
さらなる基礎研究とブレークスルーが求められて
て，非常に頑張っていると思ったことでした．先
います．優れた物理化学特性を有するゼオライト
生方と学生達が朝から夜中までデスカッションし
の細孔内や骨格内に構造制御して構築した光触媒
ながら研究を行っているのを見て，先生方は何時
が開発できれば，高効率で高選択的な反応性を有
休むのだろうか？と思いました．
する光触媒系が実現するものと期待できます．こ
韓国では，先生と学生の間の関係が非常に厳し
のように大きな夢と希望に向けて，楽しく積極的
く，学生から先生に気楽に声をかけることは難し
に研究を推進しています．
い雰囲気があります．しかし，本大学では厳しい
上記のように大阪府立大学での研究生活では，
ながらも優しい先生方が一生懸命に指導して下さ
私個人にとって研究を進める能力を修得できただ
るおかげで，困難な研究も順調に進めることがで
けでなく，様々な経験から得るものが非常に多く
きると思いました．頑張っている先生方を見る
きると思いました．
頑張っている先生方を見る
あったと感じています．最後に貴重な経験を得る
と，私達ももっと頑張らなければというやる気が
ことができ，その機会を与えて頂いた安保先生や
出るし，先生方からの熱い期待を失わないように
先生方に心より感謝いたします．博士課程修了ま
学生達も大変頑張っていると思います．
での残り短い期間，ベストを尽くして立派な研究
また，安保研究室は種々の分析機器がそろって
成果を上げて，社会に巣立っていけたらと希望し
いて研究環境が整っているだけでなく，国際的に
ております．
も世界の様々な国から毎月のように外国の有名な
先生方が来られて講演される機会が多く，また，
先生方が来られて講演される機会が多く，
また，
OB や多くの企業とのつながりも深いなど，
や多くの企業とのつながりも深いなど，研究
研究
技術を学んでいく上で最高の環境であると感じて
おります．
現在，私は，遷移金属イオンをゼオライトに担
持した光触媒を創製し，それらの局所構造や発光
特性およびそれらを光触媒として窒素酸化物
11

Coping With My Life In "Fudai"
Wilmer A. Galinada
物質系専攻 化学工学分野 博士後期課程 3年
I came to Japan in April 1996 as a recipient of a
scholarship of Osaka Foundation of International Exchange
(OFIX) under the auspices of the Osaka Prefecture
Government with objectives of getting vast experiences
and education in my field of study and ultimately, earning
a postgraduate degree. Currently, I am continuing my
research study under the Japanese (Monbusho)
Government Scholarship Grant.
At first, I entered the Osaka University of Foreign

sleep during class hours surprisingly unperturbed by the

Language Studies for my one-year Japanese language

teacher's existence. On the contrary, it is considered very

intensive course. As a neophyte, I came to realize that

impolite to sleep during class hours in my country. This

learning things in Japanese language was, and is still now,

habitual practice may be interpreted as a deterioration of

an extremely difficult challenge to hurdle. After a year, I

the great respect of the students toward their teachers and

thought life would somehow change and get better once I

by its context, the educational institution as a whole. In

enter the portal of Osaka Prefecture University or "Fudai",

fact, student-faculty relationship is the core foundation of

but just a few weeks after being formally admitted, it turned

educational development.
Whether the nationalist spirit is deeply embedded in

out to be just another start of a more complicated university

this institution or not, internationalization should likewise

struggle.
Coping with my life in this university has never been

be sought. Though bureaucratically implemented, I think

an easy road! However, after careful and thorough critical

the effort is still insufficient. In reference to my own

analysis of the simultaneous events that occurred along

country's success in internalization, the objective can only

the way, I finally found the root of my educational challenge

be fully achieved by promoting a curriculum that is more

here the cultural foundation of Fudai's education system.

inviting and adaptive to foreign scholars. The existing

Like most other national or prefectural universities in

system of instruction and research here is technically aimed

Japan, Fudai has to live up with the mandates of the

at preparing the students for their immersion into the society

Japanese system, particularly the Osaka Prefecture

through spoon-fed manner.
I think that further evaluation on the existing system of

government.
With this in mind, I first started my effort to familiarize

the university is very important to come up with realistic

the university's customs and traditions, my own laboratory's

approaches that would enhance self-reliance and complete

system of undertaking research, and most of all, my

independence to students. And most of all, to implement

interpersonal relationship with the Japanese constituents.

curricula that would truly cultivate the minds and

Since I finished my undergraduate study in a

motivation of the students as an individual entity and not
as a coordinated group effort only.

westernized-style educational system, Fudai's educational
system (one of the pillars in Japan's foremost educational

From my naivete on the university's cultural dimension

institutions) became a big challenge to me. Like any other

to the level of progress I have earnestly attained and

universities in Japan, Spring classes in Fudai commence

presently enjoying in this university, I am quite certain that

in April which is likewise the start of the summer vacation

all of my past struggles in the context of cultural adaptation

in my country. However, in contrast to the University of

was a huge success and very instrumental in my life now.

the Philippines' system, Fudai has no curriculum for

Looking back on my life 5 years ago and all the struggles

summer classes. Furthermore, first period classes in this

I have carried out from the very start, I feel like I became

university usually starts at 9 a.m. against 7 a.m. in my

a completely new individual now, ever ready for the ever-

country. To my great amazement, students here love to

changing challenges of the international society.
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留学生として今思うこと
ち ん

陳

り ょ く き ん

力均

物質系専攻 材料工学分野 博士後期課程 3年
私が日本に来たばかりのころ，日本の大学は，
私が日本に来たばかりのころ，日本の大学は，
入るのは難しいが，一旦入ったら，本格的なテス
トが少ないですし，レポートを出すことにより単
位を簡単にとることができるし，卒業するのはそ
んなに難しくないという話を聞いたことがありま
す．けれども，私は大阪府立大学に入ってそうい
うことを感じていません．ここで，大阪府立大学
についてどんな印象を受けたか，およびび私の出
身の大学とどう違うのかを簡単に述べたいと思い
ます．
私の出身の大学では，学生が主にテストで単位
がとれますが，大阪府立大学において，単位の採
点のフォームがいろいろあります．テストもあれ
ば，レポートを出すこともあります．大阪府立大
学に入ったばかりの留学生のなかには，テストよ
りレポートを出すことのほうが易しいと思ってい
た留学生が少なくないでしょう．いうまでもな
た留学生が少なくないでしょう．
いうまでもな
く，テストでは，決まっている時間までに試験問
題に解答しなければなりません．その上に，本や，
参考書など資料を調べることもできません．その
一方，レポートを出すことでは，時間の余裕があ
りますし，本や，参考書など資料を調べることが

及び出席している学生に説明することでありま
す．雑誌会中，
す．
雑誌会中，先生をはじめ，
先生をはじめ，学生もこの文献を
学生もこの文献を
めぐって論議したりすることにより，発表する学
生だけではなく，他の学生にとってもいい勉強に
なります．雑誌会は，科学技術の新しい動きの把
握に役に立つと思います．

（p.18
p.18より続く）
より続く）

できます．だからといって，テストよりレポート
を出すことのほうが易しいわけではありません．
良いレポートをだすためには，いろいろな資料を
調べた上で，ポイントをまとめたり，関連するこ
とを結びつけたり，工夫したりする必要がありま
す．いわば，
す．
いわば，レポートを出すことにより，
レポートを出すことにより，学生の
学生の
知識の応用に関する能力を検査することができま
す．大阪府立大学では，
す．
大阪府立大学では，特に大学院において，
特に大学院において，テ
テ
ストよりレポートを出すことのほうが多いという
ことからみると，知識を応用する能力を重視して
いるのではないでしょうか．
大阪府立大学では，ゼミナールが多いです．私
の属している講座において，毎週雑誌会がありま
すし，中間発表も定期的におこなっています．雑
誌会というのは，11 名か 2 名かの学生が外国文献
誌会というのは，
を読んで，そのポイントをまとめたりして，先生
13

最近では，新しい製造プロセスの研究開発によ
り，材料の結晶粒の微細化が達成され，
り，
材料の結晶粒の微細化が達成され，種々の高
速超塑性材料が得られるようになりました．それ
故，かっての生産速度が遅いという超塑性のイメ
一ジは消滅しつつあります．従来より工業的に生
産されてきた超塑性成形品の製造時間が短くても
10分程度以上であることを考えれば，
10
分程度以上であることを考えれば，高速超塑性
成形の生産速度は約 1 秒以内であり，通常の工業
的生産速度に匹敵します．現在，航空機をはじめ，
自動車，家電製品，
自動車，
家電製品，鉄道車輌などの色々な部品が
高速超塑性成形の対象として考えられており，今
後の広範囲な応用展開が期待されています．高速
超塑性は，成形品形状の自由なデザイン性が期待
できるとともに，非常に複雑形状かつ精密な製品
の一体化成形が可能であるため，製造コストの大
幅な低減を可能にします．それ故，
幅な低減を可能にします．
それ故，高速超塑性材
料は，21
21世紀の新しい成形用エコマテリアルとし
世紀の新しい成形用エコマテリアルとし
て大いに期待されています．
現在，超塑性が工業的な加工技術のひとつとし
て新たに見直されている最大の理由のひとつは，
超塑性発現速度の高速化，即ち， 高速超塑性 に
起因していることは明らかです．この度の金属材
料研究助成賞は， 高速超塑性 という新領域を
世界に先駆けて積極的に切り開き，その工業的実
用化への発展に大きく貢献した一連の研究業績に
たいして授与されたものです．

留学生活で感じた日本
Yim, Bongbeen
物質系専攻

機能物質科学分野

本当に時間の流れは矢の如くすぎてしまったよ
うな気がします．日本に来てから，
うな気がします．
日本に来てから，もう
もう 4 年にな

博士後期課程

3年

惑いばかりではありません．心温かい日本の人々
との出会いもありました．日本には色々な国際交
流団体があり，また，外国人留学生のためのボラ
ンティア活動も多いと思います．私のような外国
人留学生は日頃いろいろ困難な状況に置かれま
す．その時，外国人留学生を自分のことのように
助けてくれるボランティアの方々が大勢います．
例えば，留学生やその家族の日本語能力が上達す
るのを助けるために，毎週時間を空けて，留学生
やその家族と話をしてくれる人もいるし，中古品
を集めて，バザーで安く売ってくれたり，留学生
を自分の家に招いたり，遊びに連れていってくれ
たりする人も大勢います．このような方々のお陰
で，住宅を探す時も，
で，
住宅を探す時も，電気製品を買いたい時も，
電気製品を買いたい時も，

ります．日本での留学生活を振り返ってみると，
ります．日本での留学生活を振り返ってみると，
いろいろな体験をし，カルチャーショックとまで
は言えないですが，不思議だと思うことがありま
した．また，
ありがたく思ったこともありました．
その中で，「留学生活で感じた日本」
「留学生活で感じた日本」をテーマと
をテーマと
して，私の意見と感想をお話したいと思います．
して，
私の意見と感想をお話したいと思います．
私が日本にはじめて来たのは，1995
私が日本にはじめて来たのは，
1995 年の冬休み
でした．当時韓国の大学の大学院生だった私は，
でした．
当時韓国の大学の大学院生だった私は，
大学で主催する「日本体験」
大学で主催する
「日本体験」に参加しました．
に参加しました．そ
そ
の「日本体験」というのは，
「日本体験」というのは，日本人の家庭に一週
日本人の家庭に一週
間ホームステイしながら，日本の文化や習慣，日
本語を学び，また，
本語を学び，
また，日本人と触れ合い，
日本人と触れ合い，日本と韓
日本と韓
国の交流を深めるためのものでした．そのおかげ 花見に行きたい時も大きな問題はありませんでし
で，その当時漠然と知っていた日本を正しく理解 た．このようなサポートは，私のような留学生に
し，より身近に感じることができました．
し，
より身近に感じることができました．また，
また， は幸いなことです．
大阪府立大学での44年間の留学生活は私にとっ
大阪府立大学での
日本の社会にも少し触れ，日本の風土，文化そし
て非常に有意義なものでした．本業である研究で
て人情を感じることができました．
は，その道のもっとも優れた研究者の指導を受
その道のもっとも優れた研究者の指導を受
この時の日本に対する印象がよかった私は，韓 は，
国で修士課程を終えて，日本に留学することを決 け，生活においても奨学金のおかげであまり大き
めました．そうして
めました．
そうして 4 年が過ぎ，
年が過ぎ，来年の春には卒
来年の春には卒 な心配もなく日本の生活を楽しむ余裕がありまし
た．また，
また，その生活の中で大学の先生をはじめ，
その生活の中で大学の先生をはじめ，
業です．振り返って見ると，いろいろなことがあ た．
日本人の学生，また，いろいろな国からの留学生
りました．文化の違いによる戸惑いもありまし
りました．
文化の違いによる戸惑いもありまし
とも出会いました．私にとってこのような人々と
た．
日本の食べ方や飲み方が韓国と違っていまし の交流は，韓国にいただけでは絶対に得ることの
た．研究室でのことです．
た．
研究室でのことです．先生をはじめみんな
先生をはじめみんな できないもっとも大きな収穫であったと言っても
揃って食事をする時，私が不思議に思ったのは器 過言ではありません．
また，4
また，4 年間日本で過ごせたことは私自身に
を手に持って食べることです．また，うどんを食
べる時や味噌汁などを飲む時に音を立てて食べる
ことです．韓国では器を手に持ったり，音を立て
て食べ物を食べたりするのは失礼なことです．し

とって大きな自信になりました．どんな人であれ
外国での生活には大きなストレスを伴うもので
す．その中で生活することができたということ
す．
その中で生活することができたということ
は，自分自身のこれからの大きな支えになると確
信すると同時に，一人ではこの留学を成し遂げる
ことはできなかったという当たり前のことを考え
つつ，支えてくださった多くの方々への感謝の気
持ちでいっぱいです．

かし，日本ではそれが普通で，美味しく食べてい
ることを表すことなのだと後で教えてもらいまし
た．日本人と韓国人は顔も似ているし，近い国だ
し，文化的にも習慣的にもあまり変わりがないと
思っていましたが，それは違いました．
思っていましたが，
それは違いました．
私の留学生活はこのような文化の違いによる戸
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う！ 彰
と
顕
で
学長
おめ

日 本 液 晶 学 会「 論 文 賞 (A)
(A)」
」を 受 賞 し て
な い と う

ひ ろ よ し

内藤

裕義

電気・
電気
・情報系専攻

電子物理工学分野

教授

平成 12 年度日本液晶学会「論文賞
年度日本液晶学会「論文賞(A)
(A)」
」を受賞
した．日本液晶学会では「功労賞」，
「業績賞」，
「論
文賞(A)
文賞
(A)」
」，
「論文賞(B)
「論文賞
(B)」
」，
「奨励賞」，
「著作賞」が
「著作賞」
が
設けられており，日本液晶学会の学会賞受賞規定
によれば，
「論文賞(A)
「論文賞(A)」
」
の受賞対象および条件は，
『日本液晶学会討論会等において発表された最優

あることを示すことを目的として，微分幾何に基
づいた変分計算により解析的にパターン形成の機
構解明に取り組むと同時に，偏光顕微鏡による組
織観察によりスメクティックＡ液晶のパターンの
同定とダイレクタ分布を決定する手法を確立して
きた．加えて，理論的手法を発展させることによ

秀論文の著者』となっている．また，
秀論文の著者』となっている．
また，著者の授賞
著者の授賞
理由は『等方相中に形成されるスメクティックＡ
相の形成過程や形態の電場に対する応答などを論
じている．その発展として本論文では，冷却過程
において形成されるフィラメント状のスメク
ティックＡ相および交流電場印加に対する形態の
変化を観察し，その構造を偏光顕微鏡観察とシ
変化を観察し，
その構造を偏光顕微鏡観察とシ
ミュレーションとの対応によって同定した．フィ
ラメント形成という現象自体が生体系の視点から
も興味ある実験であり，解析結果も信頼度が高
も興味ある実験であり，
解析結果も信頼度が高
く，全体としてバランスの良いものと判断され
く，
全体としてバランスの良いものと判断され
る．複雑な秩序形成の問題を等方相から成長させ
る単一のフィラメントを観察することで，複雑さ
を回避させた工夫も成功の一要因であると思われ
る．』となっている．
』となっている．

りソフトマターのパターン形成機構を統一的に解
明できるようになれば，現在でも不明なところが
多い生体膜の生体機能性を明らかにすることや，
液晶，ポリマーのナノメータースケールでの形態
制御の指針を得ることができ，ナノテクノロジー
の発展に寄与すること大であると期待できる．こ
の様にスメクティックＡ液晶のパターン形成機構
に関する研究は，ソフトマターの基礎物性を明ら
かにする上で重要な課題である．一方，このスメ
クティックＡ液晶相のパターン形成は外場印加に
よりある程度制御可能であるため（例えば，微小
球状のスメクティックＡ液晶ドメインのサイズを
電界により制御できる），Whispering Gallery Mode
による波長可変レーザーの実現が期待され，基礎
物性のみならず発光デバイス等への応用の観点か

受賞対象となった論文数は 537 件あり，そのう
ちからの受賞ということは，著者らの数年にわた
る学会活動，米国物理学会速報誌等への論文発表
という地道な活動が評価されたものと感じてい
る．受賞対象となった論文の内容は授賞理由にあ
るとおりであるが，今回の受賞は著者から見ると
大きな研究の流れの中でその一部が評価されたと
いう感がある．
従来，液晶，
従来，
液晶，ポリマー，
ポリマー，生体物質などのソフト
生体物質などのソフト
マターが呈するマクロなパターンに関してはその
美しさから観測対象として興味が持たれていた
が，パターン形成機構を理論的に解明していく試
みは皆無に等しかった．著者らは，スメクティッ
クＡ液晶相と生体膜が双方とも分子配列が層構造
を有する構造類似性のため，巨視的なスケールで

らも興味ある研究である．
研究を開始した当初は孤立無援の状況であった
が，現在では
が，
現在では International Conference on Pattern
Formation of Liquid Crystals における Best
Presentation Awardや今回の受賞が示すように著者
Awardや今回の受賞が示すように著者
らの方向性も少しは理解されてきたようで嬉しく
思っている．勿論，現状は道半ばの状況であるた
め，意欲的で有能な学生諸氏の本研究への参画を
期待したい．
最後に，本研究の端緒を与えて頂いた中国科学
院理論物理学研究所所長欧陽鐘燦教授に深く感謝
する．また，著者の考えに賛同し熱心に研究活動
を展開してくれた学生諸氏，大阪府立大学大学院
特別研究費，科学研究費補助金，関科学技術記念
財団，日本財団，
財団，
日本財団，池谷財団，
池谷財団，住友財団等からのご
住友財団等からのご

現れるパターンにも類似性があることを実験的に
見出すこと，同様に理論的取り扱いにも類似性が

支援に感謝する．
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2000 年 10 月，
月，日本金属学会より技術開発賞を
日本金属学会より技術開発賞を
頂きました．受賞技術は，
頂きました．
受賞技術は，
「歪んだ GaAs 薄膜を用
いたスピン偏極電子線源」です．以下に開発の経
緯などについて説明させて頂きます．
スピン偏極電子とはスピンの揃った電子のこと

電子物理工学分野

教授

殊鋼（株）の新材料開発グループを紹介して頂き
ました．このようにして，
ました．
このようにして，府大，
府大，名大，
名大，大同特殊
大同特殊
鋼の共同研究グループが発足しました．成果はす
ぐに上がり，従来の電子源陰極の
ぐに上がり，
従来の電子源陰極の 40 ％を遙かに

越える 86％の偏極電子を得ることができました．
越える86
％の偏極電子を得ることができました．
1991
年に
Phys. Lett. に発表し，パリティという雑
であり，加速器の線源としての応用が期待されて
おります．スピン偏極電子を得るために，半導体 誌にも掲載されました．共同研究者の名大の中西
を円偏光で励起し，伝導帯電子を外部へ引き出す 先生は高エネルギー物理学分野の賞（西川賞）を
NEC基礎研や筑波
基礎研や筑波
方法が最も有力と考えられています．半導体に
方法が最も有力と考えられています．
半導体に 受賞されております．その後，NEC
の高エネルギー研究所(( KEK)
KEK) の研究者も加わり，
GaAs 基板を用いていた従来の方式では，
基板を用いていた従来の方式では，得られ
得られ の高エネルギー研究所
頻繁に検討会を開きました．このグループで開
このグループで開
る電子の理論的な最大偏極度は 50
50％
％（3:1
3:1）
）に限 頻繁に検討会を開きました．
られていました．本研究では，ヘテロ界面応力に 発，試作した高偏極度スピン電子源は，歪み薄膜
よる内部歪みをもつ半導体薄膜を用いることで， タイプの他，分布帰還型反射層付き歪み薄膜タイ
100％に近い偏りの電子が期待できる偏極電子源
100
％に近い偏りの電子が期待できる偏極電子源 プ，歪み超格子タイプがあります．これらの偏極
電子源は内外の電子・陽電子加速器をもつ施設か
を開発しております．
この高偏極電子源を提案したのは 15 年前にな ら問い合わせがあり，テストされていると聞いて
ります．当時，半導体混晶エレクトロニクスとい おります．現在，さらに二光子励起による偏極電
う科研の特定研究があり，私も研究班に加えて頂 子生成法を提案しており，新たな共同研究のテー
いておりました．混晶作製の目的は，既存の化合 マとしております．
今回の受賞は，素子の作製，特性の改善を続け
物半導体の中間的な特性を得ようとするもので
す．混晶の作製には，結合長の違いによる内部歪 られていた共同研究者の大同特殊鋼（現，大同工
みは困った問題ですが，これを積極的に利用する 業大学）の坂先生が金属学会に投稿された記事に
ことを考えてみました．基板上にわざと格子不整 対して贈られたものです．私は，今まで金属学会
合の状態で薄膜を成長させ，内部に一軸性の内部 は殆ど無縁で，この賞がどのようなものなのか知
歪みを生じさせれば価電子帯を大きく分離でき りませんでした．しかし，共著者それぞれに賞状
る．そこで共鳴励起を行えば，伝導帯に高いスピ を頂き，研究グループに与えられたということで
10年
年
ン偏極度の電子が励起できるのではないかと考え すので，学長顕彰に申請させて頂きました．10
ました．メーカーから組成比制御に失敗して内部 以上の共同研究を通じての交流は非常に有意義
歪みが生じてしまった半導体薄膜を貰い，原理を で，私だけでなく研究室の院生の刺激になったと
確認する実験を行いました．その結果を
確認する実験を行いました．
その結果を 1988 年 思っております．最近，半導体におけるスピン偏
の応用物理学会欧文誌に発表しました．また，以 極電子の物性や応用が注目されておりますが，
前から偏極電子源を研究しておられモットアナラ 我々の開発したスピン偏極電子源が高エネルギー
イザー（電子偏極度測定装置）も開発されていた 物理以外の分野でも用いられることを期待してお
名古屋大学の素粒子研究グループに歪み薄膜電子 ります．
源の原理，素子構造などを説明しました．歪み半
導体薄膜の作製を依頼できるところがなくて困っ
ておりましたが，府大の伊藤進夫先生から大同特
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岡村
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私は，
「超耐熱性炭化ケイ素繊維の開発」の題目
で(社)日本金属学会より 2000
2000年
年 10
10月
月 1 日に技術開
発賞を，日本原子力研究所の瀬口 忠男 開発部長，
日本カ−ボン㈱の市川 宏 開発本部長および武田
道夫 主任研究員と共に受賞いたしました．
主任研究員と共に受賞いたしました．本賞
本賞
は，創意あふれる開発研究を推奨する目的で，
は，
創意あふれる開発研究を推奨する目的で，金
金
属工学ならびにこれに関連する新技術・
属工学ならびにこれに関連する新技術
・新製品な
どの独創的な技術開発に携わった技術者に対して
授けられます．この受賞に対して学長から平成
授けられます．
この受賞に対して学長から平成 13
年度の顕彰を受けました．非常にありがたく思い
年度の顕彰を受けました．
非常にありがたく思い
ます．
超耐熱性炭化ケイ素（SiC）
SiC）繊維の開発について，
通常の SiC 繊維のことから説明いたします．SiC 繊
維は連続繊維として，有機−無機変換法により現
維は連続繊維として，
有機−無機変換法により現
在製造されています．この方法は，
在製造されています．
この方法は，有機物質の特
有機物質の特
徴である成形性を活かして，SiCなどの難焼結性セ
SiCなどの難焼結性セ
ラミック材料が，直径約
ラミック材料が，
直径約 10 μ m の高強度繊維とし
て得られることに特徴があります．出発物質であ
て得られることに特徴があります．
出発物質であ
る有機ケイ素ポリマ−の，ケイ素と炭素を主骨格
る有機ケイ素ポリマ−の，
ケイ素と炭素を主骨格
とするポリカルボシラン（
とするポリカルボシラン
（PCS）
PCS ）から高強度 SiC繊
SiC 繊
維が，矢島聖使先生により世界に先がけて
維が，
矢島聖使先生により世界に先がけて 1975 年
に開発されました．この頃から本格的に研究され
に開発されました．
この頃から本格的に研究され
始めました比較的新しい研究分野であります．こ
始めました比較的新しい研究分野であります．
こ
の繊維は現在プラスチック系複合材料の強化繊維
商品（以下
商品
（以下「商品
「商品N
N」と表します）として使用され
ています．
我々は材料工学分野の高温材料学研究グル−プ
において，SiC
において，
SiC 繊維
繊維（商品
（商品 N）の微細組織構造を調
べ，ケイ素
べ，
ケイ素 ‑ 炭素 ‑ 酸素
酸素（
（Si-C-O
Si-C-O）
）結合の骨格から
なる非晶質に SiC 微結晶
微結晶（結晶の大きさ
（結晶の大きさ：
：約 2nm
nm）
）
が少量，均一に分散した特異な組織を有している
が少量，均一に分散した特異な組織を有している
ことを明らかにしました．この組織が高強度を有
ことを明らかにしました．
この組織が高強度を有
する起因です．さらに
する起因です．
さらに Si-C-O 非晶質は 1200
1200℃以上
℃以上
の高温において熱分解し，SiO
の高温において熱分解し，
SiO ガスや CO ガスの発
生が起こり，繊維形態が変化して，
生が起こり，
繊維形態が変化して，強度が急激に
強度が急激に
減少することを明確にして，高温強度向上のため
減少することを明確にして，
高温強度向上のため
に酸素の低減を提案しました．
商品 N は，
は，PCS
PCS の溶融紡糸を行い，
の溶融紡糸を行い，熱酸化不融
熱酸化不融
化法を用いて酸素による高架橋により，PCS
化法を用いて酸素による高架橋により，
PCS 繊維
を不溶・
を不溶
・不融の状態にした後，
不融の状態にした後，焼成して製造され
焼成して製造され
ています．熱酸化不融化の際に
ています．
熱酸化不融化の際に 10
10mass
mass％以上の酸
％以上の酸
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素が導入され，この酸素が高温熱分解の起因と
素が導入され，この酸素が高温熱分解の起因と
なります．従って，我々は，放射線架橋反応を利
用した，酸素を必要としない放射線照射不融化
用した，
酸素を必要としない放射線照射不融化
方法を開発し，酸素濃度が
酸素濃度が11 mass％以下の，
mass％以下の，1600
℃付近の温度まで耐熱性がある低酸素 SiC 繊維
を開発しました．さらに，放射線照射不融化PCS
放射線照射不融化 PCS
繊維の焼成雰囲気を制御することにより 1800
1800℃
℃
付近まで特性が変化しない超耐熱性を有する化
学量論組成のSiC
学量論組成の
SiC繊維を開発いたしました．
繊維を開発いたしました．これ
らの繊維は現在，商品
らの繊維は現在，
商品 H‑N
H‑N‚‚ および商品 H‑N‑S と
して製造され(( 商品名は仮称），
して製造され
，高温特性や高温
高温特性や高温
耐酸化特性が優れていることが明確にされまし
た．
放射線照射不融化方法が開発されたことによ
り超耐熱性SiC
り超耐熱性
SiC繊維が開発され，
繊維が開発され，工業化されまし
た．この成果は，基礎研究は本学で行われ，放射
線照射に関わる開発は日本原子力研究所，およ
線照射に関わる開発は日本原子力研究所，
およ
び工業化は日本カ−ボン㈱で行われました，産
び工業化は日本カ−ボン㈱で行われました，
産
官学の共同開発によるものであります．超耐熱
官学の共同開発によるものであります．超耐熱
性 SiC 繊維，
繊維，商品
商品 H-N‚ および商品 H-N-S および
参考のため通常の繊維 , 商品 N‚ の主な特性を表
1 に示します．現在超耐熱性 SiC 繊維はセラミッ
クス系複合材料の強化繊維に用いられています．
セラミックスの欠点である脆さを克服した，高
セラミックスの欠点である脆さを克服した，
高
靭性セラミックス複合材料が得られ，超高音速
靭性セラミックス複合材料が得られ，
超高音速
輸送機用エンジンの耐熱部材や発電用高効率ガ
スタ−ビンの耐熱部材として開発が進められて
います．
最後にこのたびの受賞および顕彰に際して，
高温材料学研究グル−プの下尾 聰夫先生，片瀬
嘉郎先生，成澤
嘉郎先生，
成澤 雅紀先生ならびに本研究に携
わった多くの大学院生と学生諸君に感謝いたし
ます．
表 1 炭 化 ケ イ 素 ( SiC ) 繊 維 の 主
な特性

商品 N
S i C1.34 O 0.36
3.0
220
1.4
2.55
14
10 3 -10 4
2.97(25℃ )
2.20(500 ℃ )

SiC 繊 維
商 品 H-N
S i C1.39 O 0.01
2.8
270
1.0
2.74
14
1.4
7.77(25℃ )
10.1 (500 ℃ )

商 品 H-N -S
S i C 1.05
2.6
420
0.6
3.10
12
0.1
18.4(25℃ )
16.3(500 ℃ )

1200

1600

1800

非晶質

微結晶質

結晶質
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金属は強く，硬い材料なので，昔からさまざま
な用途に利用されてきました．しかし，その優れ
た特性は，同時に成形加工することが難しいとい
う問題点でもあります．金属材料を使用する際に
は，使用用途にあった形状形態にどれだけ精密か
つ迅速に成形加工するか，ということが課題にな
ります．[鉄は熱いうちに打て
[鉄は熱いうちに打て]]の格言にあるよう
に，金属材料の加工の原点は，職人が赤く灼けた

図1 ギネスブックに掲載された8000％以上の

教授

5

10

超 塑 性 ひ ず み 速 度 ， s ‑1

4

鉄を力一杯ハンマーで叩くことです．この過程を
繰り返し行うことで最終形状を作り出すわけです
が，この方法では生産性はかなり悪くなります．
が，
この方法では生産性はかなり悪くなります．
他方，古くから，硬い材料のひとつであるガラス
材料がよく使われています．ガラスは，ガラス細
工と言われるように，高温では水飴のような流動
性を有し，比較的容易に製品の最終形状を付加す
ることができます．昔より，金属材料がガラス細
工のように容易に成形加工できることが金属材料
分野における大きな夢でありました．
近年，この金属材料における夢を実現可能にし
たのが""超塑性 ((Superplasticity
たのが
Superplasticity)"
)"です．
です．
まさしく，
超塑性材料とは，「水飴のような変形をする金属
材料」と表現することができます．この水飴のよ
うな超塑性状態は，内的因子である材料の微細均
一組織（平均結晶粒径が 10 μ m 以下）
一組織（平均結晶粒径が
以下）の微視的
の微視的
制御と，外的因子である温度（融点の半分以上の
高温）と適切な変形速度などの力学条件が与えら
れた場合に発現します．その最大の特徴は，通常
では決して得られない数百％あるいは数千％にも
およぶ巨大な均一伸び値が得られることです．現
在，超塑性の最高伸び値は，当研究室において達
成された 8000％以上で，
8000 ％以上で，チャンピオンデータと
チャンピオンデータと
して世界記録事典にも掲載されています（図
して世界記録事典にも掲載されています
（図 1）．

材料工学分野
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図 2 超塑性変形速度の結晶粒径依存症

通常の材料の均一伸び値が大きくてもせいぜい数
十％程度であることを鑑みれば，このような大き
な超塑性伸び値の達成は全く驚愕に値する現象な
のです．
しかし，従来の 10
10μ
μ m 程度の結晶粒径を有する
材料の超塑性発現のための変形速度（
材料の超塑性発現のための変形速度
（10 −５〜

10 −４ s −１）は，
は，実際の工業生産速度と比べてか
実際の工業生産速度と比べてか
なり遅く，超塑性のさらなる工業的な応用展開を
阻む最大の問題点でした．この問題にたいして，
阻む最大の問題点でした．
この問題にたいして，
我々の研究グループでは，種々の最適化された材
料プロセスを駆使し，従来の遅い超塑性変形速度
を大幅に改善し，10 −２ s −１程度以上の高速にお
いて超塑性が発現する 高速超塑性材料 の開発
に成功しました．特に，ナノおよび擬ナノスケー
ルの結晶粒径を有する材料が，1 〜 10 −３ s −１以
上の非常に大きな変形速度で 1000％程度の超塑
1000 ％程度の超塑
性伸び値を示すことを明らかにしました（図２）．
そして，
そして，この一連の新しい高速超塑性にたいし
この一連の新しい高速超塑性にたいし
て，
「正の指数を有する超塑性
「正の指数を有する超塑性（
（Positive Exponent
Superplasticity）
Superplasticity
）」という新しい専門用語を導入し，
従来の超塑性である「負の指数を有する超塑性
従来の超塑性である
「負の指数を有する超塑性
（Negative Exponent Superplasticity）
Superplasticity）」と対比させる
ことで特徴づけました．現在，世界的にもこの表
現が認知されつつあるのは，この研究内容の進歩
性・独創性に起料は，21
21世紀の新しい成形用エコ
世紀の新しい成形用エコ

超塑性最高伸び値（アルミニウム青銅合金）

（p.13
（
p.13 に続く）
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日本環境化学会技術賞
および大気環境学会学術賞を受賞して

お

物質系専攻

今回，相賀前学長から先生の最後の仕事の一つ
として，学長顕彰を受けることができたのは，府
立大学に携わるものとして特別な思いであった．
他にも大阪府立大学には多くの優れた分野がある
が，環境分野はその最も顕著な一つであり，その
環境分野の一つの講座の前教授が相賀先生であ
り，他の一つの前教授が私だからである．
り，他の一つの前教授が私だからである．
学長顕彰の対象となったものは，二つの受賞で
ある．一つは，
ある．
一つは，日本環境化学会から
日本環境化学会から 超音波によ
る有機塩素化合物の分解 に対して与えられた技
術賞である．水に超音波を照射すると，溶解して
いる気体が気泡になりそれが断熱的に崩壊すると
きに瞬間的に 5000
5000℃，
℃，数百気圧の高温・
数百気圧の高温・高圧反応
場が生成する．このような反応場では，
場が生成する．
このような反応場では， 109℃/s

という，急加熱，超急冷が実現でき，しかも高温・
高圧の微小気体が常温・常圧の周りの液体に囲ま
れた不均一反応場となっている．このような反応
場では，マクロには常温の水中で，分解しにくい
代表であるフロンの分解も容易に起こる．同様に
四塩化炭素，クロロエチレン，
四塩化炭素，
クロロエチレン，PCB
PCB，
，ダイオキシ
ンの分解無害化が起こる．気相反応場での反応で
あるため，水から気体中へ濃縮される，いわゆる
疎水性の，しかも蒸気圧の比較的高い化合物の分
解反応が速い．超音波だけの照射でなく，オゾン
の反応やフェントン試薬による酸化反応の効率を
増加するためにも超音波は有効である．また微粒
子を生成することも可能である．使用禁止になっ
たフロンや塩素化合物の処理には莫大な処理費用
と 2 次公害の可能性がある．水溶液中の超音波気
相反応は 2 次公害の無い，排ガスを排出しないゼ
ロエミッション技術と言える．まだまだ分からな
い事は多いが，魅力ある研究対象である．
い事は多いが，
魅力ある研究対象である．
もう一つは，大気環境学会から 大気汚染物質
の測定方法・
の測定方法
・測定機器の開発，それらを利用した
大気汚染物質の分布・
大気汚染物質の分布
・挙動の解明，新たな大気反
応過程と処理技術の研究 に対して与えられた，
学術賞である．最初に手がけたのが二酸化窒素の
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微量定量法の開発である．偶然，アルカリ性ルミ
ノール水溶液が NO とも NO ２−とも発光を生じな
いのに，気相のNO2 と反応して化学発光を生ずる
ことを見出した．この反応に適した気―液接触型
反応器を開発し，それを基にして，オゾンと NO2
の同時定量，硫黄酸化物の微量定量，ホルムアル
デヒドの定量へと，応用が進んでいった．
デヒドの定量へと，
応用が進んでいった．
従来，大気化学の研究はほとんどが気相反応に
ついて研究がなされてきた．しかし実際の大気で
は水が凍る，水が蒸発するといういわゆる反応中
に相が変わる現象が多くあり，その過程で反応が
どのように変化するかについては全く考えられて
いなかった．水が凍結するときに，亜硝酸の硝酸
への酸化反応速度が数十万倍も加速されることが
分かったときには，データを見ても信じられない
思いであった．凍結過程では硫黄酸化物の酸化反
応も促進されるし，酸化剤としても溶存酸素だけ
でなく，過酸化水素，金属イオンでも促進される．
一方，水が蒸発するときの溶質の挙動も興味深
一方，
水が蒸発するときの溶質の挙動も興味深
い．亜硝酸，
い．
亜硝酸，塩酸，
塩酸，有機酸の水溶液から水が蒸発
有機酸の水溶液から水が蒸発
するときにかなりの部分が気相に逃散する．亜硝
酸の窒素への還元反応が促進される．自然界には
まだまだ分からないことが多い．折角，新しい講
座に移ったのであるから，さらにチャレンジしよ
う．区切りとして，今回の賞を与えられたのは，
う．区切りとして，
今回の賞を与えられたのは，
自由に常識はずれの研究に没頭することを許して
下さった，恩師の宗森信先生，
下さった，
恩師の宗森信先生，多くの先輩，
多くの先輩，一緒
一緒
に研究をしてくれた坂東さん，竹中さんはじめ多
くの学生たちの力が大きい．深く感謝をしたい．
くの学生たちの力が大きい．
深く感謝をしたい．

鳥人間コンテスト結果報告
う ち だ

た く ま

内田

卓磨

電子物理工学科
今年度の鳥人間コンテスト，結果は
今年度の鳥人間コンテスト，
結果は 2000m の飛
行で第 4 位という結果に終わりました．当日のフ

４年

の偏りなど）が大きな歪みとなって出てくること
があります．それらをきちんと考慮し余裕のある
設計ができていなかったと思います．そのため機
体にもゆとりがなく信頼性の欠落したものとなっ
てしまいました．結果として機体破損，一からや
り直しということを繰り返してしまい，十分な
り直しということを繰り返してしまい，
十分な
セッティングすらできませんでした．設計
セッティングすらできませんでした．
設計・
・製
作・調整
調整・
・検討．
検討．これらは全て等価でなければな
これらは全て等価でなければな
らないと思います．今回のように全体を見渡すこ
となく設計してしまうと上手く行かないもので
す．あらゆるトラブルを想定し，対策を練りなが
ら行うべきだと思います．そしてこのことは今後
（社会に出たとき）全てのことについて言えるこ
（社会に出たとき）
全てのことについて言えるこ

ライトではテイクオフの際にプラットホームで垂
直尾翼を擦ってしまい破損，危うく垂直落下する
ところでした．幸いにも舵は利いたので激風の
ところでした．
幸いにも舵は利いたので激風の
中，力尽きるまで無心でペダルを踏み続けること
ができました．私はこのことを誇りに思います．
ができました．
私はこのことを誇りに思います．
過去のチーム記録は約 10km，
10km ，昨年度は約 8km
8km．
．
それに比べて今年は 見劣りする 失敗した と
よく言われます．しかし，
よく言われます．
しかし，私は今回も素晴らしい
結果だと思います．というのは今回も全く別種の
新しい機体で臨んだからです．確かに同じ機体，
新しい機体で臨んだからです．
確かに同じ機体，
似通った機体を作れば記録は簡単に伸びるので
しょうが，私たちは常に
しょうが，
私たちは常に 斬新性
個性的 を
とだと思います．
求め， 不可能への挑戦 を続けてきました．ディ
今回，これらのことを設計者のみならず全員が
フェンディングチャンピオン等は関係なく常に 学んだことはひじょうに価値のあることと思いま
チャレンジャーでした．そして今回もそうでし
チャレンジャーでした．
そして今回もそうでし す．そして今後も常にチャレンジ精神を忘れるこ
た．
となく物事の本質をつかみつつも新しい方向性を
今回，飛行距離が伸びなかった原因は設計が机 探求していきます．
上の計算のみで終わってしまったことです．人力
最後になりましたが皆様のご声援の下，全力を
飛行機のような極限状態で飛行している乗り物は 尽すことができたことを深く感謝いたします．
少しのずれ（風や温度などの自然現象から製作時

鳥人間コンテストを終えての反省
も り も と

森本
数理工学科
今回の Windmill Club のリーダーをしていまし
た森本といいます．
さて，今回の結果は惜しくも第
さて，
今回の結果は惜しくも第 4 位という結果
に終わりました．なぜ今回はこのような結果に終
わったのでしょうか？このことについては大きく
分けて 2 つの点があります．
まず第一点ですが，これは機体についてです．
まず第一点ですが，
これは機体についてです．
今回の機体をまず説明すると，歴代の中では小型
高速機に分類される機体で，とくに歴代機体の中
で機速が一番速くなるように設計された機体で
す．一般に高速機になればなるほどパイロットに
要求される出力は大きくなります．したがって，
要求される出力は大きくなります．
したがって，
人力飛行機というエンジンが人間である限られた
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条件の中でうまく出力の釣合いを考えて設計しな
ければなりません．特に高速機であれば出力が大
きくなってしまうので気をつけなければなりませ
ん．また設計した値と実際に製作して飛ぶ飛行機
とでは大きく性能がずれてしまいます．もちろん
そのずれを少しでも小さくできるようにいろいろ
考えて製作するのですが，必ずずれは生じます．
考えて製作するのですが，
必ずずれは生じます．
そこで，今回の場合ですが，まず機体を歴代機体
の中で１番速い機体にすることにこだわりすぎて
しまい，パイロットに無理がかかる出力になって
しまったこと，つまり製作などによる性能低下分
の余裕があまりなかったことと実際の飛行時に設
計点からずれたときのこと((例えば設計としたと
計点からずれたときのこと

きと違う機速で飛んだ場合)があまり考慮されて
きと違う機速で飛んだ場合)
いなかったことが原因の一つだったと思われま
す．これは設計についてでしたが，次に製作とし
ては製作時間の配分に失敗したところがありま
す．このクラブはあくまで鳥人間コンテストを目
指しているので11年間という時間の制限がありま
指しているので
す．そのなかで効率よく設計，製作し調整するた
めには全体が見えていないといけません．全体の
流れが見えていて数々の制限の中で何に重点をお
くべきか，つまり何が重要で何が重要でないかを
見極めなければなりません．今回はこの点でも細
かいことにこだわりすぎて時間を浪費し，製作の
仕上げや調整に時間がかけられなかったのも一つ
の要因です．
次に第二点としてチームについてです．どちら
かというと今回はこの点が一番大きい原因だと思
います．まず私たちのクラブはおかげさまで多く
の部員で構成されています．昔の少人数でやって

で後から問題が生じました．第一点であげた機体
の設計製作についても全体をもっと密にして動い

ていれば，早いうちから回避できた問題かもしれ
ません．
以上，今回の問題点であると思えるところをあ
げましたが，もちろん今はこれら問題に対処しつ
いた時と比べてチームをまとめるということ自体 つも次の鳥人間コンテストでリベンジできるよう
がどんどんむずかしくなっています．そこで今回 次のリーダーを中心にがんばっています．実際に
は（厳密にいうともう一代前の途中から）今まで はいままでは設計製作は中心になる代がほとんど
は鳥人間が終わった時の２回生が中心となって， 取り仕切っていました．基本的には変わりません
つまりリーダーやパイロットや設計者や会計など が，今回からなるべくチーム全体で話しあって進
のクラブの核としてやっていたのですが，多人数 めています．
めています．また，
また，話し合う場においても，
話し合う場においても，今ま
今ま
では２回生にやることが集中しすぎるということ でのように多人数が一気に話し合うような発言し
でもう一つ上からリーダーを出すということでい にくい場ではなく，まず細かくいくつかのグルー
きました．しかし，３回生の後期ともなるとだん プに分けて，その場で話しあった内容をまとめて
だん忙しくなってくるために，あまりクラブに出 全体で話し合うようにしています．こうすると１
られずお互いの役割があいまいになってしまい， 回生からも意見が出て，よりよいミーティングが
うまくクラブを動かせませんでした．このことだ できる思います．つまり，今までよりもいろいろ
けに限らず，簡単にいうと全体的にコミュニケー な面に対してチーム全体でやっていこうというよ
ション不足が問題だったと思います．このような うにしています．今のところ前よりもいい感じに
ことから，なかなか上のいままで培ってきた技術 クラブが動いていると思います．
が伝わりきらなくなってしまい，いろいろな場所

このクラブは多少苦しいときもありますが大学
の授業では学べないような実際の社会や現実で役
に立つさまざまなものを学べる場所だと思いま
す．僕自身もうあと少しでクラブを引退すること
になりますがこれまで学んだこと，特に今回の問
題などをできるだけ下に伝えて，より優れたクラ
ブにしていくようがんばります．
最後になりましたが今回数々の人達が僕たちの
クラブを応援してくださり本当にありがとうござ
いました．今回の件をより大きくステップアップ
するための踏み台にしてこれからも精一杯がんば
りますのでこれからも応援よろしくお願いしま
す．
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工学部の皆さんは，食事や買い物で生協に行く
とき，府大池
とき，
府大池（大池）
（大池）がきれいになったことに気
がきれいになったことに気
が付いておられますか？ 2000 年の夏から，
年の夏から，工
工
学部の中原教授と私，農学部の中野教授と和田野
教授が中心となって，共同研究として池の浄化に
取り組んでいます．府大のすぐそばにある にさ
んざい古墳 の堀を見ると分かりますが，
の堀を見ると分かりますが，最近，
最近，

は相当なもので，一番多いところで 60
は相当なもので，一番多いところで
60cm
cm と水深
の半分もあります．浄化実験を始める前の水中お
よび底泥には冨栄養化の主な原因物質である有機
物と窒素，リン化合物がかなりの高濃度でありま
した．しかも底泥中に含まれるクロムや鉛の濃度
は極めて高く，しかも還元雰囲気で硫化物の臭い
がしました．どこからこんなに有害物質が流れて

堺市内の多くの溜池には アオコ が発生してい
ます．アオコの厳密な定義ははっきりしません
ます．
アオコの厳密な定義ははっきりしません
が，蛍光を持った緑色のシアノバクテリア（藍藻）
の Microcystis と Anabaena が一般的で，
が一般的で，これを多
これを多
く含んだ水は悪臭(( かび臭
く含んだ水は悪臭
かび臭)) がしますし，
がしますし，また
また
Microcystis からはミクロシスチンが，Anabaena
Anabaenaか
か
らはアナトキシンなどの生物毒が生産されるの
で，魚やひどいときにはウシや羊にも被害が生じ
るときがあります．夏に，水が濃い緑色になって
いるときには，1mLの水の中に含まれるアオコは
mLの水の中に含まれるアオコは
1000 万以上，時には 1 億以上になることもありま
す．このような，
す．
このような，見栄えの悪さ，
見栄えの悪さ，悪臭，
悪臭，生物毒に
生物毒に
よる魚やその他の生物の被害の原因となるアオコ
を減らそうとする努力は多くの都道府県でなさ
れ，その処理法としてマイクロアクアシステムの

きたか不思議なくらいでした．化学系の先生か
きたか不思議なくらいでした．化学系の先生か
ら，かなり昔に，池にいらなくなった金属ナトリ
ウムを叩き込んだら水柱があがったと，聞いたこ
とがあります．その他，多くの有害金属も入れて
しまったのかもしれません．ともかく桜の時期に
多くの人が集まる池の水がこれでは困りますし，
何とか底泥も含めて浄化ができればと願っていた
ところに，大阪府から予算が付いて池の浄化が始
まったわけです．未だ全てが終わったわけではあ
りませんが現在までの経過を少し記してみましょ
う．

有効性を明らかにするために上記の共同研究が始
まったわけです．
大池というたいそうな名前が付いていますが，
府大池は面積が 8,755 m2 で，水量は 6,000m3，水

深は平均で 0.8
0.8m
m，池の中心でも 1.15
1.15m
m と浅い小
さな池です．しかし長年に渡って堆積した底泥層
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表１ 府大池汚濁と浄化目標
項目

浄化目標値

当初(2000.
5.8平均)

2001.3.12
結果
7.22

pH

6.0〜7.5

9.05

COD

5.0mg/L 以下

25.2

6.0

SS(浮遊物質)

15.0 以下

29.0

5.0 以下

DO(溶存酸素)

5.0〜9.0mg/L

15.3

6.7

全リン
全窒素

0.1 以下
1.0 以下

0.7
2.26

0.04 以下
0.8

クロロフィルa

50μg/L 以下

102

4.1

透視度

40cm 以上

15.6

59.4

表 1 に示す様に，平成 12 年 5 月の浄化実験前の
水質はひどいものでした．10
10ヵ月後の平成
ヵ月後の平成13
13 年 3
月の値を初期値と比較しますと，透視度は目標値
をクリヤーして充分改善されました．有機物の汚
れの指標である COD（化学的酸素要求量）も約
も約1/
1/
4 まで減少し，目標値に近づいています．
まで減少し，目標値に近づいています．またア
またア
オコの発生と関連する全窒素，全リンの値も目標
値をクリヤーし，かなり浄化されたことが分かり
ます．また水も，低層の酸化還元電位が
低層の酸化還元電位が‑53
‑53mV
mVか
か
ら +148mV
+148 mV と還元性から酸化性に変化しており，
微細空気による池全体の酸化が進んでいることが
うかがえます．しかし
うかがえます．
しかし , 夏になり , 池全体にヒシ
が繁茂し，水中の溶存酸素が減少しだしました．
が繁茂し，
水中の溶存酸素が減少しだしました．
ヒシやホテイアオイは光合成をしますので，水中
の窒素やリンを除去しますが，冬に枯れてそのま
ま水中に放置しますと，逆に有機物が増え，窒素
やリンも溶け出し，かえって水質汚濁の源になり
ます．とくに
ます．
とくに , ヒシは忍者のマキビシでご存知の
ように，鋭い刺のある実が秋になると底の泥の中
に沈んで，翌年にまた芽を出します．
に沈んで，
翌年にまた芽を出します．そこで
そこで 8 月
27 日から 10 日間かけてこのヒシを取り除く作業
をしました．ヒシを抜く際に底の泥が舞い上がり
一時，透明度が落ちました．水の浄化には色々な
方法がありますが，府大池のように溜池で，メダ
カ，鮒，
カ，
鮒，鯉，
鯉，雷魚，
雷魚，沼エビ，
沼エビ，ザリガニ，
ザリガニ，蛙，
蛙，シマ
シマ

ムを選んだわけです．しかしこのシステムでは
ムを選んだわけです．しかしこのシステムでは
どのような機構で水の浄化ができるのかはよく
分かっていません．微細気泡を水と一緒に放出
分かっていません．
微細気泡を水と一緒に放出
すると，浮力が小さい微細気泡は遠くまで水中
すると，
浮力が小さい微細気泡は遠くまで水中
に留まり水に酸素を送り込むことはよく理解で
きますが，電磁場が空気にどのような変化を与
きますが，
電磁場が空気にどのような変化を与
えるのか，ノズルから放出した気泡と水の流れ
えるのか，
ノズルから放出した気泡と水の流れ
が，汚染物質にどのような作用をするのかは
が，汚染物質にどのような作用をするのかは
はっきりしていません．最近の研究で，ノズルか
ら水を勢いよく放流するとキャビティーが発生
し染料で色のついた水がきれいになるという報
告がありました．私達の研究結果からも，水に超
音波を照射すると，キャビティーの崩壊ととも
音波を照射すると，
キャビティーの崩壊ととも
に 5000
5000℃，
℃，数百気圧以上の高温
数百気圧以上の高温・
・高圧反応場が
水の中に生成し，フロン，
水の中に生成し，
フロン，PCB
PCB，
，ダイオキシンが
簡単に分解することが明らかになっています．
電磁波の影響についてはさらに検討しなければ
なりませんが，府大池は確実に浄化されていま
なりませんが，
府大池は確実に浄化されていま
す．私も生協の帰りには必ず池を巡るようにし
す．
私も生協の帰りには必ず池を巡るようにし
ていますが，鳥や蛙の数は増えているようです．
まだ分からない作用機構を明らかにし，生態系
まだ分からない作用機構を明らかにし，
生態系
にやさしい水処理法として，このシステムを用
にやさしい水処理法として，
このシステムを用

ヘビなどが生息する池では，薬品を入れたり，オ
ゾン処理をすることができません．そこで電磁場
をとおった微細気泡を水と一緒にノズルから放出
する，薬品を全く使わないマイクロアクアシステ

いた浄化法が広がっていくことを願っています．
また私達も，きれいになった池を汚さないでい
また私達も，
きれいになった池を汚さないでい
つまでも大切にしたいものです．
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機械系専攻
航空宇宙工学分野
助教授

電気・情報系専攻
電気・
数理工学分野
講師

す な だ

み ず ぐ ち

砂田

し げ る

茂

水

（2001.10.1 着任）

分野に着任致しました．専門は流体力学で，現在
までは生物の推進メカニズムの解明，及び生物の
推進器官を模擬した小型流体機器の開発を目指し
ていました．今後は，生物だけでなく航空機の推
進の研究にも積極的に取り組みたいと思います．
着任直前には経済産業省に併任しており，産学連
携の業務に携わっておりました．大阪には，優れ
た技術を持ったベンチャー企業が多数あると伺っ
ております．企業との連携により，大学のアイデ
アに基づく技術を社会に広められたら素晴らしい
と考えております．ご指導，ご鞭撻のほどよろし
くお願い致します．この機会をお借りしまして，
くお願い致します．
この機会をお借りしまして，
着任に当たりお世話になりました皆様方に厚く御
礼申し上げます．
機械系専攻
海洋システム工学分野
助手

勝井

つ よ し

毅

(2001.10.1 着任
着任))

茨城県つくば市にあります産業技術総合研究所
から 10 月１日付けで，
月１日付けで，機械系専攻航空宇宙工学
機械系専攻航空宇宙工学

か つ い

口

Welcome

と き ひ ろ

辰博

（2001.10.1 着任）
日本鋼管株式会社より，10
10月
月 1 日付けで機械系
専攻海洋システム工学分野の助手に着任しまし
た．これまでは三重県津市にある造船所に勤務
た．
これまでは三重県津市にある造船所に勤務
し，300m
し，
300m ほどの大きな商船のそばで仕事をして
いました．大阪は
いました．
大阪は 2 年半ぶりですが，
年半ぶりですが，どこへ行く
どこへ行く
のも車という津での生活にすっかり慣れてしまっ
たのか朝の通勤ラッシュは少々こたえます．専門
は船舶流体力学で，会社では商船の抵抗推進性能
に関する研究を行っていました．
府立大にお世話になるのは初めてですが，先生
方や学生のみなさんの豊かな感性に触れながら成
長していきたいと考えています．よろしくお願い
します．
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京都大学大学院理学研究科から着任しました．
京都に十数年．福岡に十数年．
京都に十数年．
福岡に十数年．他いろいろです．
他いろいろです．
専門は非線形非平衡系におけるパターン形成現象
や動的要素の集団現象のメカニズムを数理・物理
的に考えることです．自然が織りなす豊かな事象
には，まだまだ未踏の峰々があり，フロンティア
は，必ずしも極微の世界や宇宙の彼方にだけある
のではなく，たとえば一片の雪や多種多様な生き
物達の振舞いなど，ごく日常的な情景にも見え隠
れしています．この身近なフロンティアをみなさ
んとともに探究していきたいと思っておりますの
で，今後ともよろしくお願いいたします．
で，
今後ともよろしくお願いいたします．また，
また，
この場をお借りして，着任に際してお世話になっ
た方々に御礼申し上げます．

