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研究クローズアップ

新任教員紹介

いよいよ平成 16
16年
年 4 月から国立大学の法人化がスタートしました．
本号では一年先行してスタートした国立大学 の法人化の現状につい
て，国立大学の先生方に寄稿して頂きました．
て，
国立大学の先生方に寄稿して頂きました．

一年先行してスタートした

国立大学の法人化
―鳥取大学の事例―
ふくい

副井

ゆたか

裕

鳥取大学工学部長
平成 16 年 4 月 1 日より全国の国立大学は法人化
されました．私の勤務する鳥取大学は
されました．
私の勤務する鳥取大学は『国立大学
『国立大学
法人鳥取大学』として，
法人鳥取大学』
として，新生スタートを切りまし
新生スタートを切りまし
た．4 月 8 日には大勢の来賓，
た．4
日には大勢の来賓，教職員等を招いて，
教職員等を招いて，
法人設立式典及び祝賀会を開催しました．法人化
によって大学の自主・
によって大学の自主
・自律性を高めることがで
き，学長のリーダーシップの下，
き，
学長のリーダーシップの下，魅力ある大学づ
魅力ある大学づ
くりを機動的かつ戦略的に行うことができる，な
どのメリットがあると言われています．しかしな
がら法人化されて何が変わり，何が変わらなかっ
たか，まだ十分な実感が湧いて来ません．
たか，
まだ十分な実感が湧いて来ません．
私は大阪府立大学工学部を昭和39
私は大阪府立大学工学部を昭和
39年
年 3月に卒業
し（電気 12 期），
，修士を終えて昭和
修士を終えて昭和 41
41年以来鳥取
年以来鳥取
大学に勤務しています．大阪府立大学は平成
大阪府立大学は平成17
17年
年
4 月より独立行政法人化されると聞いています．1
年先行する法人化の例を紹介するよう編集委員の
依頼を受け，卒業生の一員として少しでも参考に
なることがあればと，本文を書き始めた次第で
なることがあればと，
本文を書き始めた次第で

の 4 学部からなり，学部入学定員は
学部からなり，学部入学定員は 1,100 名，
名，大
大
学院生を含めて学生総数は約 6,300 名（うち工学
部・工学研究科約 2,600 名）
名）程度の中規模地方大
程度の中規模地方大
学です．工学部は
学です．
工学部は 8 学科で構成され，学部入学定
員は 450 名です．
名です．また，
また，大学院は博士前期課程，
大学院は博士前期課程，
後期課程が設置されています．33 大学の合併が予
後期課程が設置されています．
定されている大阪府立大学とは設置形態（府立か
国立か），規模，
，規模，学部構成など大きく異なります
学部構成など大きく異なります
が，法人化で目指すところは同じだと思います．
が，
法人化で目指すところは同じだと思います．

す．
鳥取大学は地域学部，医学部，
鳥取大学は地域学部，
医学部，工学部，
工学部，農学部
農学部

以下これまでとの相違点を中心にして，項目別
に説明します．
１

中期目標 ・ 中期計画
中期目標・
目標や計画を立て，それに基づいて評価が行わ
れることは，これまであまり経験がないことで
れることは，
これまであまり経験がないことで

の代表 6 名と役員
名と役員55 名の計
名の計17
17名の委員からなって
名の委員からなって
います．しかし最終決定より前に，複数の候補者
について講師以上の教員，課長補佐以上の事務員

す．平成
平成16
16年度以降の
年度以降の66 年間にわたる「中期目標・
中期計画」と「平成 16 年度の年度計画」を大学と
してまとめ，すでに文部科学省に提出しました．
してまとめ，
すでに文部科学省に提出しました．
これらに基づいて，年度末や中期
これらに基づいて，
年度末や中期 6 年の終了時に
は，実績報告と評価がなされることになります．
は，
実績報告と評価がなされることになります．
大学及び工学部として，どのような中期目標
大学及び工学部として，
どのような中期目標・
・中
期計画，年度計画を立てるかは難しい判断です．
期計画，
年度計画を立てるかは難しい判断です．
組織
学長へ権限集中（私立大学での理事長と学長を
兼ねる役割）して意思決定の機動性を高める組織
としました．組織図をご覧下さい．役員は学長と
5 人の理事
（大学の規模によって数が異なります）
で構成され，
「役員会」が最高意思決定機関です．
「経営協議会」は大学の経営に関する重要事項を
「経営協議会」
は大学の経営に関する重要事項を
取り扱い，私立大学の
取り扱い，
私立大学の「理事会」
「理事会」に相当します．
に相当します．

等による意向投票を行います．この結果は参考に
されますが，最終的な学長適任者は「学長選考会
議」で決定されます．
議」
で決定されます．また，
また，学長の解任について
学長の解任について
もこの会議で取り扱います．
学長の任期は「中期目標
学長の任期は
「中期目標・
・中期計画」
中期計画」の期間と
の期間と
一致させ，66 年としました．
一致させ，
運営費交付金
予算の仕組みが変わりました．旅費と校費，学
部分と研究科分の区別がなくなりました．役員の
増加や新しい組織のために人件費が増えたこと，
大学として支払う保険代金や監査人費用などの支
出増によって，工学部に配分される予算は昨年に
比べて10.7
比べて
10.7％減りました．
％減りました．もっと大幅に学部への
配分が減った大学の例も聞いています．大阪府立
大学はどうなるのでしょうか．今後効率化係数の

委員は 12
12名で，
名で，その半数は学外の，たとえば県知
事，企業経営者，
事，
企業経営者，私立大学学長，
私立大学学長，作家などの方に
作家などの方に
お願いしています．
「教育研究評議会」は従来の評議会と異なって，
教育研究に関する重要事項のみを取り扱います．
学部には副学部長制が導入されました．総務担
当と教務担当の22名の副学部長が学部長指名で就
当と教務担当の
任し，学部長の業務を支えています．
任し，
学部長の業務を支えています．
学長選考と任期
従来，助手以上の全教員で選挙を行っていまし
たが，法人化後は
たが，
法人化後は「学長選考会議」
「学長選考会議」で候補者の選
で候補者の選
考を行うようになりました．「学長選考会議」
「学長選考会議」は
は
「経営協議会」の学外委員
の学外委員66 名，
「教育研究評議会」

導入などで，毎年交付金は減ります．節約の努力
と外部資金（科研費，
と外部資金
（科研費，奨学寄附金等）
奨学寄附金等）獲得に先生
獲得に先生
方の努力が期待されているところです．
就業規則
法人化によって，職員には労働基準法等が適用
されることになり，具体的な労働条件等はあらた
に定められた「就業規則」によることになりまし
た．
「就業規則」
「就業規則」とは，
とは，労働者の給与，
労働者の給与，労働時間，
労働時間，
休日，休暇や職場内の規律等を定めたものです．
休日，
休暇や職場内の規律等を定めたものです．
教員には「専門業務型裁量労働制」が導入されま
した．休暇の取り方，兼業の取り扱いなどが大幅
に変わりましたので，説明会を開催して周知に努
めています．

国立大学法人 鳥取大学
学長選考会議 （１７人）
代表者

経営協議会 の学外委員代表者
教育研究評議会 の学長・理事以外 の代表者
役員（ 総数の１／３以下）

代表者
６人
６人
５人

・学長の 選考、解任の審査等

役
経営協議会 （１２人）
学長（議長）
理事、副学長及 び職員から ５人
学外委員（非）
６人（１／２以 上）
（経営に関する重要事項 ）
・中期目標の意見、 中期計画及び年 度 計 画の
うち経営に関するもの
・学則（経営部分 ）
、会計規定、役員報酬 ・
給与・退職手当 の支給基準等の制定・ 改廃
・予算の作成，執行及 び決算
・組織の運営状況 の点検評価
・その他経営に関す る重要事項

学長（議長 ）

員

会 （６人）
理事（５人）

監事（ ２人）
教育研究評議会 (２２人)

（学長の意思決定 に先立ち審議）

学長（ 議長）
・中 期 目 標についての意 見 及び年度計画に 関
理事 のうち
する事項
副学長
・文部科学大臣 の認可・承認事項
学部長
・予算の作 成、執行及び決算
学長指名
の部 局 長
・学部、学科等重要 な組織の設 置・廃止
副学部長
・その他 役 員 会が定める重要事項

２人
１人
４人
１０人
４人

（教育研究 に関する重要事項 ）
画
規則

部局長会議（ ２３人 ）

・中期目標の 意見、中期計画及び 年度計
の う ち教育研究に関するもの
・学則（ 教育研究部分 ）
、その他 重 要な
の制定・ 改廃
・教員人事
・教育課程 の編成方針
・学 生の修学上の助言・指導等
・入学、 卒業、在籍、学位授与の方針
・教育研究状況 の点検評価
・そ の他教育研究に関する重要事項

教

学長（議長 ）
、理事（５人
） 、副学長（）
２人 、
学部長(４ 人)、学長指名 の部局長( １１人)

授

会

各学部長等 、各学部等の教 授

・大学運営に関する 学内意見の集約
・大学運営に関する部局間 の調整

・学部の中期計画 、年度計画の策 定
・諸規程の制定、改 廃
・教員の選考
・重要な組 織の設置、廃止
・学生の定員
・教育研究活動 の状況の評価

2

代議員制
工学部の意思決定の機動性を高めるため，教授
会に代議員制を導入しました．重要事項以外の案

費の削減と事務担当者の負担軽減を図りました．
このような新しい試みや，文部科学省「21
21世紀
世紀COE
COE
プログラム」，
「特色ある大学支援プログラム」等

件は，議題に応じて代議員会（学部長，
件は，議題に応じて代議員会
（学部長，副学部長
副学部長
2 名，
名，88 名の学科長），
，入試委員会
入試委員会（総務担当副学
（総務担当副学
部長，88 名の委員），学務委員会（教務担当副学部
部長，
長，委員
長，
委員 8 名）
名）のいずれかで最終決定できるよう
のいずれかで最終決定できるよう
にしました．教授会は人事，
にしました．
教授会は人事，規則改正，
規則改正，入学
入学・
・卒
業関係が中心で，予算に関しては審議事項ではな
くなりました．
その他
国立大学は横一線の体制から法人間の大競争時
代になりました．各大学が知恵を絞ってアイデア
を出しています．鳥取大学では4
鳥取大学では4月中新入生の『無
料朝食会』を開催しました．
料朝食会』
を開催しました．新入生と教官，
新入生と教官，新入
新入
生同士の交流の場になったようで，おおむね好評
でした．また
でした．
また JTB と提携し，
と提携し，パソコンで出張手続
パソコンで出張手続
きができるようになりました．これにより出張経

の採択は多くのマスコミにも取り上げられ，大学
の評価を高めることにつながるものと期待してい
ます．
以上，法人化にともなって「変わったこと」
以上，法人化にともなって
「変わったこと」を
を
中心にして，説明しました．
中心にして，
説明しました．これまで
これまで「国家公務
「国家公務
員」として種々の法令や規則で身分が保護
員」
として種々の法令や規則で身分が保護・
・保障
されていたことのありがたさが，「法人職員」
「法人職員」と
と
なって初めて分かりました．法人化にはデメリッ
トもありますが，今こそ法人化移行のメリットを
生かし，地域に開かれた個性輝く大学の構築を目
指して，大学と教職員
指して，
大学と教職員・
・学生が一体となって知恵
を出し，努力することが求められています．
を出し，
努力することが求められています．
法人化を追い風として新生『大阪府立大学』が
ますます発展することを祈って，パソコンのス
ますます発展することを祈って，
パソコンのス
イッチを切ることにします．

実験室での国立大学法人化
いなづ

稲津

こうじ

晃司

東京工業大学
フロンティア創造共同研究センター
新生 東工大
さる44月１日に国立大学法人法をはじめとする
さる
法令にしたがって国立大学法人東京工業大学が設
立されて（いわゆる法人化して）
立されて
（いわゆる法人化して）から
から 3ヶ月近く
が経ちました．今日は工事の物音も事務係からの
メールも少ないようです．おっと，今度の火曜日
は安全管理室の 月例安全点検 か．点検項目の
か． 点検項目の
チェックに実験室を回らなくちゃ．

体の様子の変化が気にかかることは滅多にありま
せん．それでも新しい動きを頻繁に見聞きしてい
る印象はあります．留学フェアーなどの種々のイ
ベント，広報誌，ホームページの充実といった広
報活動の活発化によるところが大きく映り，法人
化したからこそ，という動きは目立たないのです
が，知財取り扱いの一元化，中小企業との産学連
携強化，さらに包括的国際協力推進等は，やはり
法人化して東工大独自の戦略的運営体制により実
現したアクションといえるのでしょう．このよう
に東工大，少なくとも私の周辺では，法人化によ
る研究活動へのネガティブな影響は見られませ
ん．

国立大学東京工業大学は，国立大学法人を設置
者として 新生 してからも，法人設立準備期間
してからも，法人設立準備期間
やそれまでに勝るとも劣らず活発です．法人職員
としての教員になったことによって強制される
（と感じる）ことや，
（と感じる）
ことや，日々の研究活動には本質的
日々の研究活動には本質的
な影響が（まだ？）
な影響が
（まだ？）ないため，
ないため，44 月以降に大学全
3

法人化後の日常業務
もちろん日常での変化もあります．経理業務の
効率化を進めるために全学的にウェブベースの物

討されるようになり，度重なる検討・修正のため，
実際に動き始めるまでに時間がかかっています．
契約締結での大学の裁量があることは独自に対応

品等請求システムが導入されました．このシステ
ムでは非接触 IC 付き ID カードと PIN による認証
を経て教員各自で予算を執行，管理できます．部
局の事務係を経由せずに会計課契約係でやりとり
できるため，教員サイドでの処理さえ遺漏なけれ
ばこれまでに比べて迅速な予算執行が可能となっ
たはずなのですが，システムの立ち上げに付きも
のの種々のトラブル，使用者が慣れるまでの時間
もあり，スムーズな運用までにはもう少しかかり
そうです．この他にも事務の合理化により教員や
研究室が事務係を経由せずにできる手続きが増え
たのは良いのですが，事務係の方々に任せきりに
していた部分はもとより，その他の手続きでも変
更点が多く，教員向け事務手続き案内の新冊子が
配布されてはいるものの，今更ながら事務手続き

できて良い一方，大学のスタンスへの理解を得た
上で双方に実効性がある契約を迅速に締結するに
はケーススタディの蓄積が必要なようで，スムー
ズに産学連携を開始できるまでにも少し時間がか
かりそうです．
実験室での法人化
しかし，実験室に身をおく私にとって，法人化
準備段階から現在までで最も大きな出来事は，法
人化により企業同様に適用された労働安全衛生法
関連の対応です．結果的には大きな変更は法規制
化学物質を取り扱う実験室への局所排気設備の追
加設置と旧式配電盤の更新だったのですが，この
ための度重なるハザード調査と書類作成，査察へ
の対応，設備の導入や更新の稟議等々でかなりの
時間と労力の投入を強いられました．事務掛や担

を覚えるのに一定時間がかかりそうです．
産学連携活動での変化もあります．知財の取り
扱いを含め，東工大の企業との窓口は産学連携推
進本部に一元化されました．産学連携推進本部
進本部に一元化されました．
産学連携推進本部
は，大学技術移転関連事業
は，
大学技術移転関連事業（東工大
（東工大 TLO 事業）
事業）に
に
ついて（財）
ついて
（財）理工学振興会と緊密に連携しつつ，
理工学振興会と緊密に連携しつつ，
刷新された協力形態の下，産業界と学内各教員お
よび大学の効果的な連携のために活動し，実際，
よび大学の効果的な連携のために活動し，
実際，
窓口が一元化したことで問い合わせ先に迷わずに
すみ，また教員が行う事務も減り，
すみ，
また教員が行う事務も減り，助かります．
助かります．
しかし，契約形態が一律に決まっていたこれまで
の国立学校と企業法人の共同とは異なり，法人対
法人の契約となったことで共同研究契約の締結時
に契約書条文が企業側の知財担当者等に詳細に検

当教官からのメールが来るとげんなりしました．
それまでも安全，衛生面の改善に注力してはいま
した．特に試薬等については，
した．
特に試薬等については，東工大は
東工大は 3 年程前
に TITech ChemRSというウェブベースの化学物質
ChemRSというウェブベースの化学物質
安全管理支援システムを導入し，PRTR
PRTR法で必要と
法で必要と
なるデータ等がほぼ自動的にまとめることがで
き，今回の規制物質の使用量算出もこのシステム
のおかげで労力は少なかったはずです．が，それ
でも結構な仕事でした．これは自分がしなければ
ならない仕事なのだろうか？以前からの指摘に少
しでも対応してもらえていたら…．もっと簡便に
有効な調査ができるはずなのに．作業中にこんな
恨み言が出るときもありました．方針や趣旨を明
確に知らされないままに，とにかくこれを出せ，
確に知らされないままに，
とにかくこれを出せ，
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といった形だったからかもしれません
（方針決定用の調査でもあったのでやむ
を得ませんでした）．
局所排気設備の設置が決まってから
も何かとバタバタしました．工期中に
も何かとバタバタしました．
工期中に
は排気設備を使用する実験ができない
のに，工期見積もりは大雑把で
工期見積もりは大雑把で11月末か
ら実験が制限されはじめ，その後工期
ら実験が制限されはじめ，
その後工期
がずれこんでいったために実験計画が
台無しになった学生もいて，このため
台無しになった学生もいて，
このため
実験の工夫を要しました．独立ではな
実験の工夫を要しました．
独立ではな
い工程を複数の業者が施工するため，
遅れが遅れを呼んだのです．どのよう
遅れが遅れを呼んだのです．
どのよう
な工事をして何が設置されるのかも，
その時にならないと分からない状態で，
工事に協力しようにも対応できず，一
工事に協力しようにも対応できず，
一
方で簡単に動かしたり停止したりでき
ない設備を動かしてくれといわれる始
末でした．年度末が迫ると昼夜を問わ
末でした．年度末が迫ると昼夜を問わ
ず工事となり，別で新棟建設も並行さ
ず工事となり，
別で新棟建設も並行さ
れていたので騒音，振動漬けになりま
れていたので騒音，
振動漬けになりま
した．
年度も変わった 4 月中旬，ようやく局所排気設
備工事が完了しました．工期中すっぽりと防塵
備工事が完了しました．
工期中すっぽりと防塵
シートに包まれていた研究棟がやっとベールを脱
ぐことになりました．現れたのは
現れたのは10
10年程前に世間
年程前に世間
を騒がせた某教団の毒物製造設備よろしく外壁に
大きな塩ビ配管を多数まとった姿でした．
（写真）
（写真）
当の化学系の私達も見慣れるまでに抵抗があった
のですから化学物質を取り扱わない研究室の人々
の目にはかなり異様に映ったことは想像に難くあ
りません．芳しくない風評もキャンパス内にちら
ほらと立ったようです．周辺住民にも異様な姿に

（ C ） 2004 東京工業大学

All rights reserved.

過された実験室でのリスクが回避できるように
なったことは，日常での手間ひまが増したにして
も，教職員にも学生の皆さんにも良いことは間違
いありません．安全衛生への意識が高まる教育的
効果も期待されます．この意識の向上の現われか
老朽化した床材など基本実験室設備の大改修に踏
み切る研究室もあり，実験室環境の改善に輪がか
かったようです．おかげで建物内のどこかで工事
が依然続いていて落ち着かない日が続きますが．

見えるに違いない，周辺自治会に事務局から説明
文書が配布されました．
5 月に開催されたオープンキャンパスや一般の
方々との交流のためのミニ大学祭でも，訪問者が
キャンパスに立ち入ってあの建物を見たとたんに
悪い印象をもちかねないと危惧され，配布するパ
ンフレットに説明のイラスト（上図）を折り込む
ことに急遽決まりました．誤解を避けるためと分
かってはいても化学系研究室が鼻つまみにされて
いるようでやるせない気がしました．ですがこれ
で実験室での有害物質への暴露の危険性は低減
し，この他の消火器の増設，定期安全点検，試薬，
廃液の安全な取り扱いの強化等により，従来は看

おわりに
今回の法人化に関連しては東工大に限っても莫
大な費用と膨大な労力を要したに違いありませ
ん．完全ではないにせよ研究室での負担が少なく
できたことには，恵まれた大学であるとの印象を
新たにします．研究教育機関として法人化が良い
選択であったかどうかの判断は時間を経てみない
ことにはできないと思います．良い事づくめで
ことにはできないと思います．
良い事づくめで
も，悪い事づくめでもありません．大学が法人格
をもつことで広がった可能性を積極的に活かすこ
とが当分の間，職位，職種を問わず構成員の新し
い使命になるのではないかと思っています．
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「知的財産権をめぐる最近の動きと
大阪府立大学の現状」
きた

喜多

まさみ

雅美

知的財産ブリッジセンター
間でライセンス契約して技術移転を行ったり，大
学からスピンオフした研究者が起業する途が開か
れていました．
1995年に科学技術基本法を制定し，
1995
年に科学技術基本法を制定し，科学技術立
国を目指す我が国においては，この米国の例など
的財産推進計画の決定など，知的財産活用のため を参考として，これまで大学の中に眠ってしまい
がちであった科学技術のシーズを発掘して特許等
の環境が短時間で整備されてきました．
これに先立ち米国では「1980
1980年特許商標法修正
年特許商標法修正 の知的財産として権利化すること，ならびに個人
法（通称
（通称：
：
「バイ・
「バイ・ドール法
ドール法（
（Bayh･Dole Act
Act）
）」）」 帰属から機関帰属への移行に基より知的財産の組
が制定され，連邦政府の資金提供によって完成さ 織的かつ有効な活用を通じて，学問や技術の成果
れた発明を，大学
れた発明を，
大学・
・非営利団体，
非営利団体，中小企業が自分
中小企業が自分 を社会に還元するための体制整備を進めるべきで
の帰属にすることができるようにし，特許化のロ あるという意見が，上記施策や知的財産基本法の
イヤルティー収入を発明者や科学技術のための研 背景になっています．
これとは別に，2001
これとは別に，
2001 年 6 月に文部科学省から，
究開発に還元することを可能としていました．こ
国立大学の
2004
年独立法人化を前提に，大学の
年独立法人化を前提に，
大学の
のため米国の大学等では技術移転機関
（Technology Licensing Organization：
Organization：TLO
TLO）
）が 構造改革の基本方針（いわゆる遠山プラン）が示
「トップ 30
30」
」の育成を目指し，COE
の育成を目指し，COE（center
大学内または外の組織として設立されるようにな され，
excellence）プログラムが導入されました．こ
り，政府資金の援助を受けて得られた研究成果
り，
政府資金の援助を受けて得られた研究成果 of excellence）
プログラムは研究，教育，社会的貢献，
社会的貢献，知
知
が，大学等の所有として特許化され，
が，
大学等の所有として特許化され，大学
大学・
・企業 の COE プログラムは研究，教育，
的財産から成っています．
知的財産権に関する法整備状況
2002 年 2 月，
月，我が国の産業競争力強化，
我が国の産業競争力強化，経済の
再活性化を目指して小泉首相主導で知的財産戦略
会議が開催され，知的財産戦略大綱の決定，知的
財産基本法の発効，知的財産戦略本部の設置と知

図 1 知的財産ブリッジセンターの組織
6

知的財産ブリッジセンター設立の経緯
大学の知的財産活用による我が国の産業
再活性化を図るという国の方針に従って，

大阪府大

2003 年 7 月に遠山プラン実現の一環として
大学知的財産本部整備事業が公募されまし
た．研究型大学を指向する大阪府立大学は
た．
研究型大学を指向する大阪府立大学は
大阪女子大学，大阪府立看護大学とともに
大阪女子大学，
大阪府立看護大学とともに
2005 年 4 月の統合
月の統合・
・独立法人化を控え，産
独立法人化を控え，産
学連携の窓口を一本化し大阪地区の産業再
生の一翼を担うべく，この事業に
この事業に33大学連名
で応募し，全国
で応募し，
全国 34 大学
大学・
・機関の一つに公立
大学としては唯一採択され，88 月に「知的財
大学としては唯一採択され，
産ブリッジセンター」の名称で知的財産本
産ブリッジセンター」
の名称で知的財産本
部が設立されました．

学内各学科 （女子大、看護大を含む）

マネジメントグループ
学外PR
学内PR
学内意識改革
講習会
学外講師

知財化
出願件数
目利き
第三者機関の評価

協業企業

ホームページ
プレスリリース
企業needs
学内seeds

ルール
出願方法
各種手続き

ブリッジグループ

届出書
既存発明の把握
研究内容の翻訳

ライセンス
独占的実施権
契約書

信金→自治体へ展開
企業情報のDB化

共同研究/受託研究

事業化
共同研究の発展
府大発明の活用

図 2 知的財産ブリッジセンターの役割
機関帰属の意義
大阪府立大学では，今年
大阪府立大学では，
今年 4 月に知的財産権関係
規程が改正され，教職員，学外研究者および学生
の知的財産権は原則機関帰属になりました．機関
帰属とは，文字通りの意味では大学の研究者の知
的財産が全て大学に帰属するということになりま

知的財産ブリッジセンターの組織と役割
知的財産ブリッジセンターは，大阪府立大学で
研究を行う教職員のためにあるもので，大阪府立
大学における研究者の成果物を権利化・保護する
と同時に，研究，
と同時に，
研究，産業，
産業，社会に活かしていくため
社会に活かしていくため
の支援活動をしています．その組織は，
の支援活動をしています．
その組織は，図
図 1 に示
しますように知財マネジメントグループと知財ブ
リッジグループから成り立っていて，コーディ
リッジグループから成り立っていて，
コーディ
ネーターとして実際に活動しているメンバーは総
勢 16 名です．
図 2 は 2 つのグループの具体的な役割を示して
います．知財マネジメントグループの役割は，主
に知的財産の発掘・
に知的財産の発掘
・権利化支援，学内の特許意識
向上のための教育研修，知的財産に関する諸規定
の整備です．知財ブリッジグループは，大学にお
ける知的財産を活用するため，学内シーズの把
ける知的財産を活用するため，
学内シーズの把
握，地元企業を中心にニーズの収集，および技術
移転や共同・受託研究の推進活動支援を担当して

すが，大阪府立大学では単に帰属先を大学に一本
化するだけでなく，大学で創出された知的財産を
一元的に適切に管理し，有効活用を図ることを目
的にしています．大学に帰属された知的財産を，
的にしています．
大学に帰属された知的財産を，
その内容，有用性，
その背景などをもとに判断し，
大学で有効活用を図るもの，大学から企業等に技
術移転するもの，研究者に返還して有効活用を図
る（例えば大学発ベンチャー）ものなどに峻別す
ることが重要です．知的財産ブリッジセンター
ることが重要です．
知的財産ブリッジセンター
は，このような帰属された知的財産を適切に管理
し，効率的に活用するためのシステムの構築に努
力しています．

います．
発明の権利化 ・ 活用までの流れ
発明の権利化・
図 3 には，大阪府立大学において発明された知

知的財産ポリシーについて
知的財産ポリシーは，大阪府立大学がその研究
成果を社会に還元する際の基本方針で，今年
成果を社会に還元する際の基本方針で，
今年 6 月
の評議会で採択されました．その内容は，大阪府
立大学の使命と責務，研究成果の活用に関する考
え方と知的財産の位置づけ，具体的な知的財産等
の取扱い方針，知的財産権等に関する教職員およ
び民間企業との関係などから構成されています．
今後はこの知的財産ポリシーに則り，大阪府立大
学の知的財産権を一元的に管理・活用していくこ
とになります．

的財産の権利化・活用までの取扱いの流れを示し
ました．教職員の方々が研究の成果として発明を
行ったと判断された場合，知的財産ブリッジセン
ターにＡ44一枚の簡単な事前発明届出書を提出し
ターにＡ
ていただきますが，その後は，知的財産ブリッジ
センターが大阪 TLO と共同しながら，責任を持っ
て権利化およびその活用までの全ての支援活動を
行います．例えば届出していただいた発明が既に
公知かどうかの先願調査，明細書作成の実務も
公知かどうかの先願調査，
明細書作成の実務も
行っております．
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また，企業との共同・
また，企業との共同
・受託研究の結果として生
じる知的財産権，および知的財産権の活用のため
のライセンス活動などには契約が必須です．これ

発明のインセンティブ
知的財産ポリシーでは，知的財産権の取得を促
進するためのインセンティブとして，①知的財産

ら契約文の検討，内容変更などのアドバイスも
ら契約文の検討，内容変更などのアドバイスも
行っています．

化の貢献度を教職員等の評価に反映する，②知的
財産権の譲渡，実施許諾等による収入を創出者，
財産権の譲渡，
実施許諾等による収入を創出者，
創出者が所属する部局，知的財産ブリッジセン
創出者が所属する部局，
知的財産ブリッジセン
ターおよび大学に還元する（還元の比率は細則で
定める），と明記されています．
，と明記されています．②は実施補償金
②は実施補償金
と呼ばれるものです．更に出願補償金として，
と呼ばれるものです．
更に出願補償金として，11
件当り出願時に発明者に特許権の場合 1 万円，特
許権以外では55千円交付されることになっていま
許権以外では
す．発明者が複数の場合，これらの金額を貢献度
比率で配分します．

学術論文と知的財産権
大学の使命として，研究，教育に加えて社会貢
献が加えられました．教職員の研究成果を学術論
文として発表するだけでなく，特許など知的財産
権として登録し社会に還元することが要請されて
いるわけです．しかし当然のことながら全ての研
究成果が特許になることはないでしょう．研究成
果が発明にあたるかどうかは，実際に研究に携
果が発明にあたるかどうかは，
実際に研究に携
わっていて内容を熟知している教職員の方々の判
断にお任せしており，知的財産ブリッジセンター
は発明と判断されたものの権利化の支援をしてい
るわけです．また教職員の方々が自分の研究成果
が発明かどうかの判断に必要な知識を提供するた
めの講習会も随時開催しています．
また，研究成果が特許など知的財産権として公
表されれば，学術論文の発表以上に産業界からの
事業化や事業化を目指した更なる共同・受託研究
の申し出が増える可能性があります．これも大学
の社会貢献の一つでしょう．知的財産ブリッジセ
ンターは，ただ単に産業界からの申し出を待つだ
けでなく，積極的に大学の方から産業界に出向い
ていって，所有する知的財産権の活用を働きかけ
る活動も行っています．

教員等

①定期的情報交換
研究
②事前届出書
発明

③インタビュー

知的財産
ブリッジセンター

学内
知財
発掘

⑤申請

⑧yes
出願

連絡先
知的財産ブリッジセンターでは，皆様の知的財
産に関する様々なご相談に応じるべく体制を整備
してきております．どのような相談でも，以下の
連絡先にお気軽に声をおかけ下さい．
場所：
場所
：先端科学研究所一階事務室内
TEL：
TEL
：072‑254‑9872
072‑254‑9872（内線
（内線 2981
2981）
）
FAX：
FAX
：072‑254‑9874
072‑254‑9874（内線
（内線 2983
2983）
）
担当：
担当
：喜多雅己

④出願方法
⑤大学で承継

⑥no

発明審査会
⑥yes

ライセンス

出願

維持管理

も当然機関帰属の対象となります．
特許法では，発明者の要件に関する規定はあり
ませんが，一般には「真に知的財産を生み出した
創出者」とされています．
創出者」
とされています．また，
また，発明が共同でな
発明が共同でな
された場合は全員が共同発明者になります．逆
された場合は全員が共同発明者になります．
逆
に，①単なる管理者，
に，
①単なる管理者，②単なる補助者
②単なる補助者（研究者の
（研究者の
指示に従い単にデータ収集または実験を行った
者），③単なる後援者
，③単なる後援者・
・委託者は共同発明者にな
れません．特に②が学術論文の共著者とは異なる
点です．
学生，大学院生の場合，共同発明者であるには，
「②単なる補助者」の範囲を超え，
「②単なる補助者」
の範囲を超え，発明の過程で
発明の過程で
重要なアイデアの提供などの寄与をする必要があ
ります．その判断は，事情を一番よく把握されて
いる，指導者である教職員の方々におまかせしま
す．

⑦no
大阪TLO

学生， 大学院生の取扱い
学生，大学院生の取扱い
知的財産権関係規程では，対象者は「本学の教
職員並びに学生と外来共同研究者」となっていま
す．従って，
す．
従って，学生，
学生，大学院生が発明した知的財産
大学院生が発明した知的財産

ライセンス

E‑mail：
E‑mail
：kitam@jimu.osakafu‑u.ac.jp
図 3 特許出願の流れ
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研究クローズアップ

「物質中の電子状態を直接観測する
―光電子分光法―」
みむらこうじろう

三村功次郎
電気・
電気
・情報系専攻

数理工学分野

講師

1. はじめに
我々の研究グループ「数理工学分野
我々の研究グループ
「数理工学分野・
・固体物性
研究グループ」で研究対象としている遷移金属や
希土類を含む化合物は，電気的・
希土類を含む化合物は，電気的
・磁気的に興味深
い性質を示すことで知られています．例えば，金
属 ‑ 絶縁体転移や超伝導状態への転移，また強磁
性，反強磁性といった磁性の転移などがあげられ
ます．これらの性質は，遷移金属や希土類中に含
まれる電子 ‑ 電子間の相互作用により生じます．
したがって，物質の性質を理解するには，結合状
態などの電子状態を調べればよいわけです．
我々の研究グループでは，光や電子を用いた実
験手法 (光電子分光法や発光分光法など
(光電子分光法や発光分光法など)
) により
遷移金属や希土類化合物の電子状態を直接観測
し，上記物質群が示す特異な性質の物理的解明を
目指しています．本稿では，特に私が専門として
いる光電子分光に話題をしぼってお話しします．

図 1. 光電子分光実験の模式図
する電子を磁場によって曲げる際に発生するシン
クロトロン放射光 (SR)
(SR)です．
です．SR
SR は非常に広いエ
ネルギー範囲に分布しているため，必要なエネル
ギーの光を自由に選択して実験に用いることがで
きますし，何より実験室光源よりも強度が
きますし，
何より実験室光源よりも強度が 2 〜 3
桁強いというアドバンテージがあります．皆さん
は SR
SRと聞いてもピンと来ないかも知れませんが，
と聞いてもピンと来ないかも知れませんが，
西播磨の SPring‑8 といった施設名は聞いたこと
があると思います．我々は，
があると思います．
我々は，実験室だけでなく，
実験室だけでなく，
全国 SR 施設での実験も積極的に行っています．
それではこれから，実際に得られた光電子スペ
クトルの例をみていきましょう．

2. 光電子分光法
光電子分光実験の模式図を図 1 に示します．エ
ネルギー一定の光を試料に照射した際，試料表面
から真空中に電子が放出されます．この現象は
から真空中に電子が放出されます．
この現象は
「光電効果」として知られています．
「光電効果」
として知られています．光電子分光
光電子分光
法とは，光電効果により放出された電子の運動エ
ネルギー (速さ
(速さ)
) とその個数を電子エネルギー分
析器により検出することで，物質中の電子状態に
関する情報を得る実験手法です．検出結果は，運
動エネルギーを横軸，電子の個数を縦軸に並べて
表示され，これを
表示され，
これを「光電子スペクトル」
「光電子スペクトル」とよびま
とよびま
す．通常は，横軸を結合エネルギー ((イオン化に
イオン化に
必要なエネルギー)) に焼き直して表示します．
必要なエネルギー
実験に使用する光源は，大きく分けて
実験に使用する光源は，
大きく分けて 2 種類あ
ります．ひとつは実験室光源で，我々は特定の光

3. 測定例1:
測定例 1: 物質内部と表面の電子状態は異
なる！ ―CeSi
― CeSi の光電子スペクトル―
希土類 Ce (セリウム
( セリウム)) を含む化合物は，
を含む化合物は，電気
電気
的・磁気的に非常に多様な性質を示すため，広く
研究が行われています．希土類化合物CeSi
希土類化合物 CeSi は，電
子スピンがサインカーブの如く配列するという面
白い磁気構造をもっています．この性質は，Ce
Ceが
が
持つ f 電子に起因しています．よって
電子に起因しています．よって f 電子が特
に強く観測される22種類のエネルギーの光を利用
に強く観測される
して測定を行いました．
図 2 が CeSi の光電子スペクトルです．図の下部
が 122.3 eV の光エネルギー(h
の光エネルギー(h ν)で，上部が h ν
= 882.4eV で測定したスペクトルで，それぞれつ
で測定したスペクトルで，それぞれつ
くばの Photon Factory，
Factory，西播磨の SPring‑8 での

エネルギーをもつ紫外線や X 線を利用していま
す．もう一つは，真空中で光速に近い速さで運動
9

実験で得られたものです．2 つのスペクトルはい
実験で得られたものです．2
ずれも f 電子状態を直接観測したものですが，全
く形状が異なっていることに気付くでしょう．実

ブラウン管や蛍光灯に使われているのはご存じで
しょうか．その化合物
しょうか．
その化合物 EuPd2Si2 は，
は，温度によっ
温度によっ
て Eu
Eu原子価を大きく変える性質を持っています．
原子価を大きく変える性質を持っています．

は，遷移金属や希土類化合物は表面と内部 ((バル
バル
ク) で電子状態が全く異なることが知られていま
す．図
す．
図 2 の 2 つのスペクトルは，試料に照射する
つのスペクトルは，試料に照射する
光エネルギーが異なるため，試料から放出される
電子の運動エネルギーも異なります．これがミソ
でして，電子の運動エネルギーが異なると，電子
が物質表面から出てこられる深さの平均値が変わ
ります．図
ります．
図 2 の場合だと h ν = 882.4eV で測定し
たスペクトルの方が物質のより深い部分からの電
子を検出しています．そうです，もうお分かりに
なると思いますが，図
なると思いますが，
図 2 の下部のスペクトルが表
面の f 電子状態を，一方，
電子状態を，一方，上部のスペクトルはバ
上部のスペクトルはバ
ルクff電子状態をより顕著に観測したものになる
ルク
わけです．

このような現象を価数転移と呼んでいます．この
物質は 160K
160Kを境に低温側で
を境に低温側で2.8
2.8 価に，高温側では
2.3 価に転移します．我々はこの物質の価数転移
価に転移します．我々はこの物質の価数転移
を電子状態から議論するため，SPring‑8
SPring‑8にて
にて h ν
= 700eVの光を用いて光電子スペクトルの温度依
700eV の光を用いて光電子スペクトルの温度依
存性を観測しました．
図 3 に試料温度 20 〜 300K で得られた光電子ス
ペクトルを示します．図の
ペクトルを示します．
図の 0 〜 0.7eV の構造は 2
価の Eu に，
に，66 〜 11eV の構造は 3 価の Eu に起因し
た構造です．興味深いのはこれらの構造の温度依
存性です．温度上昇に伴い，
存性です．
温度上昇に伴い，22 価に起因した構造
の強度は増加し，逆に
の強度は増加し，
逆に 3 価に起因した構造は減少
することが分かります．この結果は，
することが分かります．
この結果は，EuPd
EuPd2Si2
の Eu 原子価が温度によって変化することを電子
状態の立場から明らかにしたものです．Eu
Eu化合物
化合物
の価数転移に伴う電子状態の変化を光電子分光か
らここまでクリアに観測した例はこれまでなく，
我々は世界に先駆けて価数転移の観測に成功しま
した．

図 2. CeSi の光電子スペクトル
さて，ここで重要なのは，両者のスペクトルを
比較することでバルクと表面の f電子状態に成分
比較することでバルクと表面のf
分けできてしまうという点です．物質の性質を理
解する上で重要な性質はバルクの電子状態に反映
されますから，バルクのみの
されますから，
バルクのみの f 電子状態を抜き出
すことが本質的に重要になります．実際我々は，
すことが本質的に重要になります．
実際我々は，
図 2 のスペクトルをバルクと表面の f 電子状態に
分離し，得られたバルク f 電子状態からCeSi
電子状態から CeSiに生
に生
じる奇妙な磁気構造の起源に対する足がかりを得
るところにまで来ています．
4. 測定例2:
測定例 2: 性質の変化を電子状態から直接
観測！ 〜 EuPd 2 Si2 の光電子スペクトル〜
希土類 Eu (ユウロピウム
( ユウロピウム)) は，
は，蛍光体として
蛍光体として
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図3. EuPd2Si2の光電子スペクトルの温度依存性
5. さいごに
足早に解説しましたが，興味がありましたら遠
慮無く研究室を訪ねて実験装置を見てください．
優しい先輩が丁寧に指導してくれますよ．
またこれらの成果は，会田修教授をはじめとし
た数理工学分野・固体物性研究グループのスタッ
フ・学生や，測定試料を提供していただいた方々
の協力により得たものです．この場でお礼に代え
させていただきます．

研究クローズアップ

航空機の排気ガスと環境破壊
なかや

しんじ

中谷 辰爾
機械系専攻 エネルギー機械工学分野

助手

近年の人間活動のグローバル化，経済活動の拡
大，産業の発展などにより，航空機需要が年々増
大しています．航空輸送への需要の増大ととも
大しています．
航空輸送への需要の増大ととも
に，航空機の排気ガスの量が増大しています．航
空機の排気ガスの量は，自動車の排気ガスの量と
比べると小さいながらも，それらの排気ガスは成
層圏および対流圏における高層大気に直接排気さ
れることにより，環境に及ぼす様々な影響が考え
られます．
航空機の排気ガス中には二酸化炭素（CO2），水
蒸気（H2O），窒素酸化物（NOx ），硫黄酸化物（SOx
），すす
，すす（
（Soot
Soot）
）や未燃炭化水素など様々な化学
種が含まれます．これらの化学種は地球環境に
種が含まれます．
これらの化学種は地球環境に
様々な影響を及ぼします．それらの化学種が地球
環境に及ぼす影響の一つとして地球の温暖化が考
えられます．京都議定書などにより削減指標が決
められているCO
められている
CO2が温室効果ガスであることはも
とより，H2O
とより，
H2O や大気中に含まれるオゾン（
や大気中に含まれるオゾン（O3）や

図1

1992 年の亜音速機排気ガス成分による放

射強制力の平均値，IPCC
射強制力の平均値，
IPCC Climate Change 1992

メタン（CH4），排気ガスによって形成される雲，
メタン（
，排気ガスによって形成される雲，
すすの放出などは地球の温暖化に寄与します．排
気ガス中に含まれる CO2 や H2O などは直接地球
の温暖化に寄与すると考えられますが，一方で排
気される NOx ，SOx や H 2O などの排気により，
大気中に含まれる O3 ，N2O や CH4 といった温室
効果ガスの濃度に影響を及ぼすことにより，気候
変化に寄与します．これらの化学種の温室効果は
放射強制力とう指標で表されます．1992
1992年の亜音
年の亜音
速機による排気ガスの地球規模で一年間平均した
値の分布を図11 に示します．航空機の排気による
値の分布を図
CO2を除いても温室効果に影響を及ぼしているこ
とがわかります．航空機の使用量の伸びが年間
とがわかります．
航空機の使用量の伸びが年間
3.1%，
3.1%
，燃料の消費量の伸びが年間 1.7% といった
ような予測の元に航空輸送および経済活動が成長

図2

2050 年の航空機排気ガス成分による放射

強制力の平均値，IPCC
強制力の平均値，
IPCC Climate Change 1992

約 5 倍に達することになります．図
倍に達することになります．図 2 には亜音速

機の排気ガス成分の放射強制力の他に，超音速機
の排気成分の放射強制力が示されています．いく
つかの化学種の放射強制力の大きさが超音速機の
排気ガスの場合，亜音速機と比較して大きく異な
ることがわかります．超音速機は成層圏飛行する
していくというシナリオによると，2050
2050年にはこ
年にはこ ため，上部対流圏や下部成層圏を飛行する亜音速
の放射強制力の平均値が図 2 に示されるように， 機より高い高度を飛行するためです．一般的に排
11

気ガスが及ぼす影響は，飛行高度の違いによって
大きく異なることが知られています．
地球の温暖化以外に，航空機の排気ガスが環境
に及ぼす影響として成層圏 O3 の破壊が考えられ
ます．ローランド博士がフロンガスによる
ローランド博士がフロンガスによるO
O3層の
破壊を指摘し，ファーマン博士により，極域にお
けるO
ける
O3ホールが発見されて以来，高層大気におけ
る O3
O3濃度の変化は常に注目されています．
濃度の変化は常に注目されています．フロン
に起因する ClOx と同様に，
と同様に，排気ガス中に含まれ
排気ガス中に含まれ
る NOx や HOx もまた O3 を触媒的に破壊すると考
えられます．また，これらの化学種の挙動は光化
学反応を含み高度によってその挙動が変化するの
に加え，様々な化学種と相互作用することにより
複雑な挙動を示します．超音速機などが成層圏を
飛行すると，それらの排気ガスにより
それらの排気ガスによりO
O3を破壊す
ると言われており，1970
1970年代からその影響が危惧
年代からその影響が危惧
さ れ て お り， ア メ リ カ の 超 音 速 機（ S S T

図3

LIF 法を使用した 2.67kPa のチェンバ内
におけるプルームの測定

図4

2.67kPa の雰囲気中でのプルーム拡散過
程における NO 分布の数値計算結果

《Supersonic Transport》
Transport》）計画が頓挫した原因の
一つとなりました．また，スペースシャトルやロ
ケットの打ち上げ時による固体ロケットブースタ
（SRB
SRB《
《Solid Rocket Booster》
Booster》）の燃焼ガス中に含
）の燃焼ガス中に含
まれるCl
まれる
Cl は航路周辺の
は航路周辺のO
O3を大きく破壊すると言
われております．今後，
益々の航空機の高速化と，
宇宙機の増大，スクラムジェットエンジン
（Supersonic Combustion Ramjet）
Ramjet）や A T R
（AirTurbo Ramjet）
Ramjet）などの空気吸い込み式エンジ
ンを使用した高速飛翔体が高層大気を飛行するこ
とになると，これらの排気ガスの影響は無視でき
ないと考えられます .

れらの化学種は気相反応のみでなく，SOx やすす
れらの化学種は気相反応のみでなく，SOx
やバイオマスの燃焼に起因するエアロゾルやPSC
やバイオマスの燃焼に起因するエアロゾルや
PSC
（Polar Stratospheric Cloud）
Cloud）などを含む粒子を
含んだ不均一系の反応を含み，それらの影響を見
積もるには様々な不確定性が含まれており非常に
複雑です．図 1や図
や図22 のような予想においても，非
常に大きなエラーバーが示されており，これらの
研究結果は使用している様々なモデルや条件の違
いにより，得られる結果は大きくばらついていま
す．排気ガスなどに起因する地球環境の変化を正
確に見積もる上でも，様々な部分において現象を
正確に捉える必要があり，またモデル化する必要

があり，今後も色々な形態で様々な基礎研究が行
われる必要があると考えられます．
これらの排気ガス成分の地球環境に及ぼす影響
我々の研究グループでは，航空機の排気成分が
に関する研究は，様々な研究が行われています．
に関する研究は，
様々な研究が行われています． 環境に及ぼす影響に関する影響を調べる上で，航
人工衛星を使用することにより，大気中に含まれ 空機から排気された直後の拡散過程のプルーム中
る O3 などの化学種の濃度やエアロゾルの量を測 での反応挙動と，排気プルームが十分拡散した雰
定し，一方で地球規模のスケールを考慮した各化 囲気中における光化学反応を含む反応挙動を，成
学種の挙動の数値計算が行われているのに加え， 層圏レベルの低圧雰囲気において，
層圏レベルの低圧雰囲気において，LIF
LIF 法，
法，紫外
紫外
実験室内においていくつかの反応系に着目した実 吸光光度法，
吸光光度法，FT‑IR
FT‑IR を利用し，
を利用し，非接触で計測を行
非接触で計測を行
験が行われています．それらに加え，航空機の排 い調べてきました．
い調べてきました．同時に反応性流体の数値計
同時に反応性流体の数値計
気直後の排気ガス成分の挙動を調べた研究とし 算，詳細化学反応を使用した反応解析を行うこと
て，NASA
て，
NASA などによる，ER‑2
などによる，ER‑2 を使用した，ER‑2
を使用した，ER‑2 や により，
により，これらの現象を詳細に調べてきました．
これらの現象を詳細に調べてきました．
コンコルドの排気プルームの直接計測，成層圏に その例を図 3 と図 4 に示します．今後はこれらに
に示します．今後はこれらに
おける化学種濃度の直接計測などの直接計測を始 加え，凝縮を含む過程を考慮したプルーム中にお
め，数値計算による排気プルームの拡散過程の調 ける化学種の挙動および不均一系を考慮した化学
査，翼端渦の影響，
査，
翼端渦の影響，Box
Box 法を使用した研究など
種の挙動の測定および数値計算，より大スケール
様々な研究が行われています．しかしながら，こ での数値計算等を行っていく予定です．
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新

任

機械系専攻
機械システム工学分野
助教授
崔
貴生
(H16.4.1 着任
着任))
平成 8 年 3 月に神戸大学大学院自然科学研究科
博士課程を修了し，和歌山大学システム工学部助
手を経て，平成
手を経て，
平成16
16 年 4 月 1 日付けで機械系専攻機
械システム工学分野の助教授に着任いたしまし
た．出身は中国長江の中流にある湖北省で，日本
に来て15
に来て
15年目です．
年目です．
私の専門はシステム制御理論
と応用です．これまでは大規模
と応用です．
これまでは大規模・
・分散制御システ
ム , ハイブリッド
ハイブリッド・
・切替えシステムと制御につい
て研究してきましたが，今後はこれらに加えて，
て研究してきましたが，
今後はこれらに加えて，
非線形システムと実時間制御 , 群知能と制御 , デ
ジタル信号処理などに挑戦したいと考えていま
す．府大の素晴らしい先生方にご指導頂きなが
す．
府大の素晴らしい先生方にご指導頂きなが
ら，研究と教育に邁進したいと思いますので，何
卒ご指導，ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げま
す．
機械系専攻
機械システム工学分野
講師
よねやま

紹

機械系専攻
エネルギー機械工学分野
助手
なかや

本年 3 月に東京理科大学を退職し，4
月に東京理科大学を退職し，4 月から機
械系専攻機械システム工学分野の講師を務めてい
ます．和歌山大学に所属していた経験もあり，関
西の生活が初めてというわけではありません．現
在は機械計測工学研究室に所属していますが，こ
れまでの専門分野は材料力学・
れまでの専門分野は材料力学
・実験力学
実験力学・
・光計測
などです．今後は，
などです．
今後は，これまでの研究を基礎とし，
これまでの研究を基礎とし，
新しい計測・
新しい計測
・評価法の開発と応用を軸としなが
ら，新たなテーマにチャレンジして行きたいと考
えています．また，これまでの助手としての経験
を活かしながら，大阪府立大学における教育に貢
献していきたいと思います．よろしくお願いいた
します．

しんじ

中谷 辰爾
（H16.4.1 着任）
平成 16年
平成16
年3月に東京大学大学院工学系研究科航
空宇宙工学専攻博士課程を修了し，44 月 1 日より
空宇宙工学専攻博士課程を修了し，
機械系専攻エネルギー機械工学分野の助手として
お世話になることになりました．東京から
お世話になることになりました．
東京から 9 年ぶ
りに大阪に戻り，大阪の雰囲気を思い出してきま
した．私の専門は航空機の排気成分が成層圏オゾ
ンに及ぼす影響に関する研究で，それに加え反応
性流体に対するレーザー計測，反応性流体の数値
計算，化学反応解析，火花点火機関の数値計算な
どを研究しています．科学の発展に貢献し，大阪
府立大学の発展の一端を担えるように，教育
府立大学の発展の一端を担えるように，
教育・
・研
究活動に専念したいと思います．若輩者ですが，
究活動に専念したいと思います．
若輩者ですが，
ご指導，ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま
す．

機械系専攻
航空宇宙工学分野
助手

さとし

米山
聡
（H16.4.1 着任）

介

しげ

しょういち

重
尚一
（H16.4.1 着任）
宇宙航空研究開発機構（JAXA
宇宙航空研究開発機構（
JAXA）
）より，
より，2004
2004 年 4
月 1日付けで工学研究科航空宇宙工学分野に着任
いたしました．私の専門は気象学で，米国航空宇
宙局（
宙局
（NASA
NASA）
）と JAXA との共同で打ち上げられた
熱帯降雨観測衛星(TRMM)
熱帯降雨観測衛星
(TRMM)の降雨レーダーから潜熱
の降雨レーダーから潜熱
加熱を推定するアルゴリズムの開発をして参りま
した．本学におきましても，潜熱加熱アルゴリズ
ムの開発・
ムの開発
・改良を引き続き行うとともに，TRMM
TRMM後
後
継ミッションとして予定されている全球降水観測
計画(GPM)
計画
(GPM)に向けたマイクロ波放射計降雨推定に
に向けたマイクロ波放射計降雨推定に
関連した研究を行っていく所存です．私の実家は
大阪ですが，大阪での暮らしは高校卒業以来久し
ぶりで楽しんでおります．まだ慣れない面も多々
ございますが，ご指導・
ございますが，ご指導
・ご鞭撻のほど，
ご鞭撻のほど，よろしく
よろしく
お願いいたします．
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電気・情報系専攻
電気・
電子物理工学分野
助手
こばやし

物質系専攻
応用化学分野
教授

たかし

おがわ

小林 隆史
(H.16.4.1 着任
着任))
上智大学大学院博士後期課程修了後，理化学研
究所で 3 年間の任期制研究員を経て，平成 16 年 4
月に本学に着任いたしました．専門は機能性有機
材料の光物性で，主にレーザー分光を用いて研究
を行っています．この分野は，電子情報通信機器
の製品開発と密着しているので応用研究ばかりが
注目されていますが，例えば
例えばSi
Si半導体におけるバ
半導体におけるバ
ンド理論に相当するような基礎理論が欠落してい
るため，材料開発やデバイス設計のかなりの部分
を偶然やマンパワーに頼っているのが現状です．
このような状況を打開することを目標に，内藤教
授とともに実験家の立場から機能性有機材料の基
礎理論の構築を行いたいと思っています．行き当
たりばったりの技術開発も陰でこっそり継続しま
すが．
電気・情報系専攻
電気・
経営工学分野
助手
のじま

あきや

小川 昭弥
（H16.4.1 着任）
平成 16 年 4 月 1 日付けで，奈良女子大学理学部
化学科から物質系専攻応用化学分野に着任いたし
ました．大阪生まれの大阪育ちです．専門は有機
合成化学ですが，特にヘテロ原子や遷移金属の未
知なる反応特性の解明とその特性を活かした新合
成手法の開発を主なテーマとして研究してきまし
た．今後は，
た．
今後は，種々の元素の複合反応特性や，
種々の元素の複合反応特性や，各元
各元
素の触媒機能，光化学特性について追求していき
たいと考えております．ますますの御指導，御鞭
撻をどうぞよろしくお願い申し上げます．また，
撻をどうぞよろしくお願い申し上げます．
また，
着任に際しましてたいへん御世話になりました
皆々様にこの場をお借りいたしまして厚く御礼申
し上げます．

物質系専攻
応用化学分野
助手

ゆうすけ

能島 裕介
(H.16.4.1 着任
着任))

たけうち

まさと

竹内

雅人

平成 16年
平成16
年3月に神戸大学大学院自然科学研究科
博士後期課程を修了し，44 月 1 日付で電気
博士後期課程を修了し，
日付で電気・
・情報
系専攻経営工学分野の助手に着任いたしました．
これまで，ファジィ制御やニューラルネットワー
ク，遺伝的アルゴリズムなどの計算知能手法を用
いて，様々なロボットの行動獲得に関する研究を
行ってきました．現在は，
行ってきました．
現在は，対象をロボットから
対象をロボットから
データ集合へと換え，ファジィ識別器の設計に取
り組んでおります．そのため，対象の違いによる
ギャップを感じつつも，日々新たな視点が得られ
ることに喜びを感じております．今後，様々な視
点から議論できる研究の場や教育の場を創ること
を目標とし，貪欲に勉強していきたいと思いま
を目標とし，
貪欲に勉強していきたいと思いま

平成 14
14年
年 3 月に本学博士後期課程を修了し，日
本学術振興会の特別研究員を経て，平成 16
16年
年4月
1 日付けで物質系専攻応用化学分野の助手に着任
いたしました．生まれも育ちも大阪で，このたび
府立大の教員となり，大阪府以外の学校には通っ
たことがない生粋の大阪人です．学生時代から酸
化チタン光触媒の研究を行っており，日頃から環
境とエネルギー問題には大きな関心を持っていま
す．また，昨年イタリアのトリノ大学に半年間ポ
スドク研究員として留学させて頂いたのですが，
国際交流研究の大事さを強く感じています．府大
から世界に発信できる研究を目指すとともに，教
育者としても尽力していくつもりです．今度とも

す．何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます．

ご指導，ご鞭撻のほどよろしくお願い致します．
ご指導，
ご鞭撻のほどよろしくお願い致します．

(H.16.4.1

14

着任))
着任

物質系専攻
化学工学分野
教授
こんどう

物質系専攻
化学工学分野
助手

かずお

ながみね

近藤 和夫
(H16.4.1 着任
着任))

しんすけ

長嶺 信輔
信輔
(H16.4.1 着任
着任))

岡山大学より，着任しました．私は，民間企業，
国立大学等をいろいろ経験して，こちらに来まし
た．もともとの出身が京都なので，
た．
もともとの出身が京都なので，関西がいい
関西がいい
な・・との思いのもとに本大学に来ました．
との思いのもとに本大学に来ました．研究
研究
は，微小めっき技術という分野で，電子機器に用
いる接点や配線材料等のめっきプロセスに関する
ことです．例えば，金バンプという接点は直径が
数 10
10ミクロン程度で，
ミクロン程度で，皆さんのお持ちの携帯電話
に必ず 1000 個程度入っていますし，
個程度入っていますし，パソコンの
パソコンの
マイクロプロセッサにも銅めっき配線(0.1
マイクロプロセッサにも銅めっき配線
(0.1ミクロ
ミクロ
ン程度))が汎用されるようになりました．
ン程度
が汎用されるようになりました．法人化
法人化
をひえて新しい大学にかわっていく本大阪府立大
学の，何らかのお役にたてればと，
学の，
何らかのお役にたてればと，微力ながら
微力ながら

岡山大学大学院自然科学研究科より平成 16年
岡山大学大学院自然科学研究科より平成16
年4
月 1日付けで物質系専攻化学工学分野の助手に着
任いたしました．学生時代を京都で過ごして以
任いたしました．
学生時代を京都で過ごして以
来，33 年ぶりの関西での生活に懐かしさを覚えて
来，
いるところです．研究は学生時代より，液相内の
微細秩序構造を利用したナノ構造性固体材料の開
発を行っています．今後は開発した材料の機能を
活かしたアプリケーションへと研究を展開させて
いきたいと考えております．教員となって
いきたいと考えております．
教員となって 3 年が
経過し，そろそろ研究，教育面共に自分のスタイ
ルを確立させるべく，精進する所存です．何卒ご
指導，ご鞭撻の程よろしくお願いいたします．
指導，
ご鞭撻の程よろしくお願いいたします．

願っております．何卒，ご指導
願っております．何卒，
ご指導・
・ご鞭撻，
ご鞭撻，よろし
よろし
くお願いいたします．
物質系専攻
化学工学分野
助手

物質系専攻
化学工学分野
講師
うちだ

かみお

ひろひさ

えいじ

内田 博久
(H16.4.1 着任
着任))

神尾 英治
(H16.4.1 着任
着任))

平成 16 年 4 月 1 日付けで，
日付けで，物質系専攻
物質系専攻 化学工
学分野 プロセス基礎講座
プロセス基礎講座((分離工学グループ
分離工学グループ))に
着任いたしました．これまでは，東京農工大学工
学部化学システム工学科に勤務いたしておりまし
た．専門分野は，化学工学，特に超臨界流体工学，
分離工学および工業物理化学で，これまでは超臨
界流体の溶媒特性の解明ならびに材料創製および
高度分離への応用に関する研究を行ってきまし
た．府大では，主に亜臨界水を利用した有機性廃

平成 14年
平成14
年9月に同志社大学工学研究科工業化学
専攻博士課程（後期課程）を修了し，同年 10月よ
10 月よ
り平成16
り平成
16年
年3月まで岡山大学にて産学官連携研究
員を勤め，平成
員を勤め，
平成16
16 年 4 月 1 日付けで物質系専攻化
学工学分野の助手に着任いたしました．専門は分
離工学で，これまでマイクロカプセルの調製やそ
れを用いた金属イオンの収着・分離に関して研究
を行ってきました．現在は吸着
を行ってきました．
現在は吸着・
・分離に関する研
究を行っております．この度始めて助手という立

棄物の資源・エネルギー化に関する研究に従事し
ております．今後，研究および教育の両面で府大
に貢献できればと考えております．最後に，着任
に際してお世話になった皆様方に御礼申し上げる
とともに，今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろ
しくお願い申し上げます．

場に立つことで研究者及び教育者となりました
が，分からない点も多く，未熟であることを改め
て感じております．教育
て感じております．
教育・
・研究に精進していきた
いと思っております．ご指導，ご鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします．
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新しいホームページができ
ました！

物質系専攻
材料工学分野
助教授

来年からスタートする新工学部 /新工学研究科
来年からスタートする新工学部/
のホームページができあがりました．
瀧川 順庸
新ホームページは
(H16.4.1 着任
着任))
http://www.osakafu‑u.ac.jp/new̲u/top.html
平成 16 年 4 月 1 日付けで，物質系専攻材料工学 から工学部 / 工学研究科をクリックして下さい．
分野に着任致しました．これまでは，東京大学大 TECHNOVATION（テクノベーション）をテーマとし
学院工学系研究科材料学専攻博士課程を終了後， た，とてもきれいでわかりやすいホームページで
名古屋にあります財団法人ファインセラミックス す．
す．ぜひ一度ご覧下さい．
ぜひ一度ご覧下さい．
センターにて研究を行っておりました．専門分野
はセラミックスの機械特性に関する評価・解析お
よび組織制御で，中でも高温塑性，特殊環境下で
の変形・
の変形
・破壊挙動に関する研究を行ってきまし
た．最近は特に，
た．
最近は特に，人工関節，
人工関節，人工歯冠といった強
人工歯冠といった強

たきがわ

よりのぶ

度を必要とするバイオセラミックスに強い関心を
持って仕事を進めております．この分野の研究に
は様々な分野の先生方や企業の方々との連携が不
可欠であり，新たなチャンスを見つけるべく積極
的に取り組んで行きたいと考えております．宜し
くご指導ご鞭撻をお願い申し上げます．

学内ご昇進おめでとうございます！
(2004.4.1 現在）
みむら

こうじ

機械システム工学分野

教授

三村

耕司

エネルギー機械工学分野

教授

たかひら

高比良裕之

ひろゆき

数理工学分野

講師

三村功次郎

電子物理工学分野

教授

平井

電子物理工学分野

助教授

和田

やすだ

講師

情報工学分野

助教授

まつおか

まさや

応用化学分野

講師

松岡

雅也

材料工学分野

助教授

松井

みむらこうじろう

ひらい

わだ

よしひこ

安田

雅昭

よしおか

みちふみ

吉岡

理文

まつい

義彦

まさあき

電子物理工学分野

としゆき

利之

けんじ

健司

大阪府立大学（
大阪府立大学 （ Osaka Prefecture University）
University ） 大学院工学研究科広報専門委員会発行
（〒 599‑8531堺市学園町
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航空宇宙工学))，勝井辰博
勝井辰博((海洋システム工学
海洋システム工学))，米山俊昭
米山俊昭((数理工学
数理工学))，哲也
哲也((電子物理工学)
電子物理工学)，
太田正哉(( 電気電子システム工学
太田正哉
電気電子システム工学)) ，荻原昭夫
荻原昭夫(( 情報工学
情報工学)) ，森澤和子
森澤和子(( 経営工学
経営工学)) ， 野原愼士( 応用化学
応用化学)) ，安田昌弘
安田昌弘(( 化
学工学)
学工学)，千星 聡(
聡(材料工学
材料工学))，竹中規訓
竹中規訓((機能物質科学
機能物質科学))
＊ニュースへのご投稿やご意見を常時受け付けています．ご投稿は，所属，氏名，投稿原稿タイトル，本文（１ページ 1600
字相当で，1/4
字相当で，
1/4，
，1/2，
1/2，１ページのいずれか）
１ページのいずれか）を広報専門委員へ，
を広報専門委員へ，または電子メールで上記アドレスへご提出下さい．
または電子メールで上記アドレスへご提出下さい．
ご意見は様式を問いません．re
ご意見は様式を問いません．
re University）
University）大学院工学研究科広報専門委員会発行

16

