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 平成 29 年 4 月　

平成 29年度大阪大学澪電会総会・講演会・懇親会のご案内

 澪電会会長　亘　信二

拝啓　陽春の候　会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 29年度澪電会総会ならびに懇親会を下記の通り開催いたします。昨年は約 150 名の卒業生や先生
方が出席され、大盛況でした。母校の先生方を交えて、先輩、後輩、同期生の方々が一堂に会して旧交を温めつつ、
情報交換を行う絶好の機会でございます。また、総会・懇親会にあわせて日頃ご無沙汰の同期会を企画される
のもよろしいかと存じます。
昨年同様、本年も講演会を企画いたしました。最新の話題についてご講演いただく予定ですので、皆様お誘
いあわせの上、多数ご参加下さりますようご案内申し上げます。
 敬　具

記

日　時： 平成 29 年 6 月 2 日（金） 17：00 ～ 21：00

会　場： 新阪急ホテル（〒 530-8310　大阪府大阪市北区芝田 1－1－35、TEL：06－6372－5101）
 講演会・総会「花の間」、懇親会「紫の間」

次　第：  1 ．講演会 17：00 ～ 18：30
 　　「レーザーを用いた次世代半導体製造用極端紫外（EUV) 光源の開発」
 大阪大学　レーザーエネルギー学研究センター　教授　　西村　博明　先生
 　　「パワーレーザーの歩みとともに」
 大阪大学　レーザーエネルギー学研究センター　教授　　宮永　憲明　先生
  2 ．総　会 18：30 ～ 19：00
  3 ．懇親会 19：00 ～ 21：00

会　費： 学部卒業平成 20 年度（H. 21. 3 卒業）以降の方　　　　 7,000 円
 学部卒業平成 19 年度（H. 20. 3 卒業）以前の方　　　　10,000 円
会費は当日申し受けます。懇親会のみのご参加も歓迎いたします。

準備の都合上、出欠のご返事を　1）同封のはがき、もしくは　2）下記の要領で澪電会メールアドレス宛に、
5月 19 日（金）までにお知らせください。

2）メールの場合： (1) 講演会・総会へのご出欠 （出席 または 欠席 とご記載下さい）
 (2) 懇親会へのご出欠 （出席 または 欠席 とご記載下さい）
 (3) ご芳名・卒業年・学科／コース
 (4) 自宅・もしくは勤務先のご住所 （郵便番号もご記載下さい）

上記項目を明記の上、メール件名を「H29 澪電会総会の出欠」として、澪電会メールアドレス
reiden＠pwr.eng.osaka-u.ac.jp　宛にメールをお送りください。
 以上

表紙について

　表紙の“澪電”は、熊谷信昭大阪大学元総長（通信・昭和28年旧制）の揮毫によるものです。
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会長ごあいさつ

澪電会会長　亘　　信二
（通信・昭和50）

縁を大事に

会員のみなさま　ますますご健勝のこととお喜び申し
上げます。
日頃より澪電会の活動にご協力を賜りありがとうござ
います。昨年の 6月に会長を拝命してからはや 8か月余
が経ちましたが、同窓会の活性化をめざし役員一同 力
をあわせて取組んでおります。
10 月から 11 月にかけて東海、北陸、中国、四国の各
支部の総会へ出席させていただきました。残念ながら九
州支部へは所用のため参加は叶いませんでした。各支部
の総会・見学会では各エリアに在住の会員各位と懇親を
深めることができました。各支部とも何年にもわたり活
動を続けておられます。私が思っているよりもたくさん
の方々が各エリアに居られ活躍されています。お話しを
する中で各支部の悩みは名簿のメンテナンスであるとの
こと。会員が当該支部に異動になってもなかなか情報が
伝わってこない。会員相互の連絡・コミュニケーション
には最新の名簿が不可欠であり、これを整備したいとの
ことでした。澪電会としても名簿の整備は重要な事業で
あり各支部との連携をとって会全体の名簿と各支部の名
簿をしっかり整備をすすめ、支部の活動をサポートして
いきたいと考えています。そのためにも澪電会名簿の整
備を怠ることなく継続して進めなければなりません。個
人情報保護の観点から、名簿の開示の仕方へ配慮するこ
とや住所や連絡先を勤務先の企業に問合せることも憚ら
れるようになり、昔に比べてメンテナンスの制約が多く
なってきている中、会員皆さまのご理解ならびにご協力
が欠かせません。
人事異動で部署や勤務地が変わったり、結婚や家の購
入などで居住地を移転された際など連絡先の変更は是非
ともご本人から情報をいただけるようお願いします。す
でに連絡先のわからない方については、その消息をご存
知の会員がおられたら澪電会へ変更のお知らせをいただ
くようお伝えいただくこともお願いしたいと思います。
澪電会の活動へのご意見を頂戴するにも、また事業の
予定やイベントのご案内をするにも名簿があってこそで
す。会員相互のコミュニケーションにとっても然りであ
ります。同期や研究室、就職された企業内で懇親会など
をされておられたら澪電会の名簿との摺り合わせもお願
いしたいところです。
私は卒業して 42 年になりますが、30 年ほど前に上司

（会員）から会費の納入を自動引落しにすること、でき

るだけ総会にも出席するよう促されました。またリク
ルートのため大学へ何年か訪問する機会がありそのたび
に事務局へ立ち寄り安井さんにコーヒーをご馳走になっ
たことや、幹事をやらせていただいたことで澪電会の存
在が身近になるとともに見学会にも参加して縁を広げる
ことができました。
卒業すると大学とはどうしても疎遠になりがちです。卒
業してからも大学・研究室の動きに関心をもつような企画
やイベントが必要であります。HPでの情報発信を充実さ
せメールマガジンの活用や名簿の修正や閲覧もWEBでで
きるように検討することも今後の課題と考えています。
いまやスマートフォン花盛り。住所がわからなくても
電話番号がわからなくてもメールアドレスさえわかれば
情報伝達に事欠きません。とくに若い世代の方はわれわ
れとは段違いにこうしたツールを使いこなしています。
是非ともメールアドレスを登録いただき変更があれば澪
電会事務局へお知らせください。卒業時には居住地も決
まっていない場合もあるかもしれませんが携帯電話やス
マートフォンのメールアドレスはおそらく変えないで
しょうから。また大学も生涯使えるアドレスを用意して
いるのでこれを使う手もいいかもしれません。
さきほど縁が広がったと申しました。縁は異なもの味

なもの。袖振り合うのも多生の縁。合縁奇縁。縁にちな
んだ言葉があります。人と人が知りあったり親しくなる
のは何かきっかけがあるのでしょう、たまたま同席した
り同じ釜の飯を食ったりとか趣味が同じだったりとか。
それが縁があったということではないのでしょうか。私
は、新入社員には「せっかく入った会社である、縁があっ
て入社したのだから縁を大事にして頑張ってほしい。会
社も縁があって入った社員を粗末にはしない、大事な人
材として処遇する。」と常々言ってきました。大阪大学
の工学部、電気系で学んだ縁を繋ぎ広げていきたいもの
と考えています。阪大生の特色は「群れない」ことだと
いう見方もきいたことがあります。しかし同窓会は衆を
頼んで何か示威行為をするとか圧力をかけるものではあ
りません。同窓という縁を通して交遊を深め広げるもの
であります。同窓生を介してさらに人脈が広がると思い
ます。ある意味、同窓会は同窓を縁にした異業種交流会
と言えると思います。縁を大事にしたい。４月の東京支
部総会にも出席するつもりです。澪電会の縁がさらに深
まることを期待しております。
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講演会からの話題

昭和 45 年に大阪大学工学部電気工学科に入学し、4
年生の研究室配属では、山中千代衛先生の門を叩きま
した。其の頃山中研究室は、レーザー核融合研究の立
ち上げ期にあたり、研究室全体が沸き返っている状態
であり、若手の先生、先輩達は、走り回っていました。
この空気の中で、大いに刺激を受け大学院に進み、大
徳寺龍光院住職 小堀南嶺和尚との出会いにより、米
国留学を決め、博士課程 1年次に、米国ニューヨーク
州ロチェスター大学で、研究を進めることになりまし
た。ロチェスター大学では、レオナルド　ゴールドマ
ン教授のもと誘導ラマン散乱、誘導ブリルアン散乱に
関して論文をまとめることができ、PhD 取得後 2 年
間続けてロチェスター大学研究員として滞在し、計 8
年間の滞米生活を送りました。1985 年（昭和 60 年）
に大阪大学工学部電磁エネルギー工学専攻 レーザー
工学講座 山中龍彦研究室の助手に職を得、その後電
気電子情報工学専攻 先進電磁エネルギー工学コース
高強度レーザー工学領域という研究室をもたせてい
ただき、無事最終年度を迎えることができました。
研究内容は、学生の間（アメリカ時代）は、レーザー

プラズマ非線形相互作用でした。強度の高い位相の
揃ったレーザー光がプラズマに進入すると、レーザー
光電磁波（横波）と電子プラズマ波、イオン波（縦波）
が絡み合い、レーザー光をエネルギー源として、巨大
な振幅の電子プラズマ波に非線形に成長します。この
絡み合う組み合わせは、千差万別であり様々な現象を
引き起こします。PhD での研究が契機になり、その
後ロチェスター大学は、このテーマを重点的に取り上
げることになりました。レーザー核融合研究は、最後
までこの非線形相互作用と格闘する羽目になるので
すが未だ決着はついていないのが現状です。阪大に戻
り、レーザー核融合研究に軸足を据えて、x線光学、
重水素燃料を用いた高密度爆縮、状態方程式、高速点
火手法と様々なテーマに展開することができました。
夫々のテーマは、やればやるほどその面白さが募ると
いうのが実感でした。幸い国内外の若手研究者（博士、

レーザープラズマ脚下照顧 ポスドク）を育てる愉しみも持つことができました。
20 人を超える研究者が今や中堅以上として国内はも
とよりリヴァモア研（米）、中国科学技術大学など世
界に散らばって活躍しているのを見ることができま
す。最終年まで 6年間にわたり大阪大学図書館副館長
として利国学図書館を担当し、電子ジャーナルの価格
高騰に対して闘ったのも良い思い出です。
大学以外の活動では、1989 年（昭和 64 年）に慣性
核融合科学国際会議を三間先生と立ち上げに奔走し
ました。この会議は、現在も継続開催されています。
2014 年（平成 26 年）には、国内の 20 余り在るプラ
ズマ関連学会すべてが参加する「プラズマ科学連合」
の代表として「プラズマコンフェレンス 2014」を新
潟において開催し、1000 人の参加を得て成功させる
ことができました。また、科学研究費の仕組みを作る
学術振興会学術振興センターにおいてプログラムオ
フィサーとして、科研費に内側から参加する機会を得
たのも貴重な経験でした。この中で、「科研費の細目」
見直し作業が行われ、そのプロセスで「プラズマ学」
という中項目を確立する機会に恵まれたのは幸いで
した。こうした活動により微力ではありましたがプラ
ズマ科学の発展に貢献できたのではと思います。
最終年度を忙しく過ごしていた平成 28 年 4 月に突
然、欧州連合のレーザープロジェクトの一つである、
Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics 超 高
強度レーザー核科学研究所長（ブカレスト　ルーマニ
ア）就任への打診が舞い込み、2016 年（平成 28 年）
9月に欧州への赴任となりました。この研究所の主要
装置は、10PWの世界最高強度を持つ 2ビームのレー
ザー装置及び 19.5 MeV の光子エネルギーを持つガン
マ線ビーム装置の二つです。これらを自在に組み合わ
せたプラズマ核科学の新しい分野確立への挑戦が求
められています。所長職を通じて欧州と日本の科学の
絆の強化にも心を砕きたいと思っています。
http://www.eli-np.ro/
此処まで非常に多くの方々に、支えられ、世話にな
り、教えていただきながら、やってまいりました。電
気系の皆さまには、長い間お世話になりありがとうご
ざいました。電気系の益々の発展を祈ります。

田　中　和　夫
（昭和49年電気）
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話　　　題

一昨年の 8 月 26 日付で総長を拝命してから、既に 1
年 9カ月近くが経過しました。その間の澪電会の皆様か
らの有形、無形のご支援、ご協力に深甚なる感謝の意を
表します。
2016 年は、大隅良典先生がノーベル生理学・医学賞を
受賞され、日本人研究者の 3年連続のノーベル賞受賞と
いう快挙に国民が挙って沸きました。日本発の基礎研究
のレベルの高さに、世界全体が惹きつけられている、と
言っても過言ではありません。しかし、受賞公表後、大
隅先生、さらに過去の日本人受賞者の多くが、異口同音
に、「30 年後において日本が今回のような快挙を成し遂
げることは難しい」旨を発言されたことは非常に印象的
でした。特に近年顕著になっている、大学における基盤
的な経費の不足による研究力の源の枯渇と言うべき危機
状況に鋭く言及されました。
実際、2004 年の国立大学法人化以降、運営費交付金は
過去 12 年間で 12％（1470 億円）もの減少となり、その
結果として教員雇用の不安定化、若手研究者のポスト減、
さらには博士課程入学者の減少といった弊害が顕在化し
てきています。パーマネントなポジションのために使え
る基盤的経費は継続的に減額されており、このままでは、
大阪大学でも遠からず人件費を賄えなくなる恐れが出て
きています。このような基盤的経費の削減によって、自
由な発想に基づく研究を行うための環境が著しく劣化し
たことは明らかです。そうした中、競争的資金、とりわ
け全分野にわたって自由な発想に基づく学術研究を支援
する唯一の制度である科研費に期待される役割・機能は
広がってきていることも確かです。
私は、大阪大学総長として、また、文部科学省の科学
技術・学術審議会学術分科会研究費部会長として、これ
らの危機的状況に対して、新聞紙上を含めてさまざまな
機会を捉えて善処を求めてきました。日本発の基礎研究
が、世界を惹きつける存在であり続けることができるの
か、「学術の中心」としての大学が国民の負託に応えること
ができるのか、今こそ、足元を見つめ直さねばなりません。
一方、我が国の厳しい財政事情を踏まえると、公的資
金に頼るだけでは活路が開けないことも認めざるを得ま
せん。大阪大学では、企業と大学との連携による従来の

学術・基礎研究の危機と大阪大学の挑戦 “How to do”を主体的なテーマとした個の共同研究に止
まらず、“What to do”段階をはじめとする包括的な課
題に関する「共創 (co-creation)」を推進しており、以下、
その取組について紹介します。
寄附金等は、使途の制限が無く基礎研究への活用に適
しているが、必ずしも成果がでるとは限らず、また時間
も要するため、企業としては株主などへの説明が困難で
あり、継続的な多額の寄附は期待できないのが実態です。
一方、共同研究、受託研究は、実用的な研究成果の創出
が求められるため、基礎研究よりも応用研究に投資され
る傾向が顕著です。このことから、本学では研究成果の
優先公開などの仕組みを活用し、これら双方のメリット
をあわせ持つ新たな「産学共創」の枠組みを導入しました。
その最初の事例が、昨年 5月に中外製薬株式会社と締
結した、先端的な免疫学研究活動に関わる包括連携契約
です。同社からの 10 年間にわたる年間 10 億円、総額
100 億円の拠出を通じて、大阪大学免疫学フロンティア
研究センターは、文部科学省の「世界トップレベル研究
拠点プログラム (WPI)」による補助の終了（2016 年度末）
後も、卓越した研究活動を継続的に展開できることとな
りました。その後、大塚製薬株式会社とも包括連携契約
を締結するなど、産学共創を進めてまいります。
このほか大阪大学では、同様の「共創」関係のもと、
国際的に活躍する卓越した若手研究者の育成、社会の負
託に応え得るイノベーション人材を育成する大学院教育
プログラム、さらには既成の枠にとらわれない多様な男
女協働推進について、産業界等との間で開始するなどパ
ラダイムシフトを展開しています。
さて、国立大学法人制度に大きな転機が訪れています。
昨年、国立大学法人法が改正され、指定国立大学法人制
度が創設されました。世界の有力大学と伍する卓越性を
有する法人を指定すべく、本年 4月から国による審査が
行われています。指定された法人は、世界が抱える諸課
題に正面から向き合い、新たな社会・経済システムの提
案や、分野融合、新領域開拓による新たな価値創出と人
材育成の実行が求められています。さらには、国立大学
法人改革を牽引する役割をも期待されています。
新制度の趣旨は、大学と社会との新たな連携の形を提
示し、世界最高水準の教育研究活動を展開することにあ
ると私は捉えています。関西の政財界からの強い要望に
より、「市民主導の帝国大学」として 1931 年に誕生した
大阪大学は、創設期から社会との強固な結びつきの下で
発展を遂げてきました。また、創設以来、生命科学、理
工学をはじめ各分野で優れた実績を上げてきたほか、大
阪外国語大学との統合を経て、その活動は一層幅広いも
のとなりました。そうした伝統と特色、また、大学改革
のフロントランナーとしての役割を踏まえ、大阪大学は
産学共創を強力に推進し、自負と信念を持って指定国立大
学法人として新時代に果敢に挑戦していきたいと考えてい
ますので、引き続きご支援賜りますようお願いいたします。

大阪大学総長
西　尾　章治郎
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話　　　題

昨年 10 月、大阪大学工業会（OKC） 東京支部　「秋の
集い」で「工学が医療を変える」と題して講演をさせて
いただいた。会員が高齢化して健康に関心の高い人が多
かったので熱心に聞いていただき、懇親会の間も質問が
途切れることはなかった。
私は 1965 年に当時の電子工学科に入学して、ノーバー
ト・ウィナーのサイバネティクスに興味を持ち、医用工
学（ME）を指導しておられた宮脇一男教授での卒業研
究を希望した。しかし、希望者多数で抽選になり、残念
ながら落選となった。修士課程では是が非にでもと思っ
たが、先生は大学紛争に嫌気がさして退職された。教授
がいなくなった教室では指導が困難と、宮脇研への配属
は中止された。それでも諦めきれず、大阪府立成人病セ
ンターに勤務されていた大先輩の高橋隆先生に指導を頼
み込んだ。高橋隆先生には、その後も大阪府への就職や
東海大学医学部教授への転職で大いにお世話になった。
応用数学を担当されていた城憲三先生が、工学の「工」
には上の理論と下の実社会をつなぐ縦線の技術という意
味があるとの講義に感動したことを覚えている。実は医
学も医療を目的とした実用的な学問で、工学とよく似て
いる。MEの分野で有名なのは 1972 年に開発されたコ
ンピュータ断層撮影機（CT）である。英国EMI 社がビー
トルズの稼ぎをつぎ込んで実用化して、1979 年にはノー
ベル医学賞が与えられた。私も 1971 年から、電子回路、
逆ラプラス変換、ディジタルコンピュータ、コンピュー
タネットワーク、データベース、統計処理、非線型最適
化などの工学技術を使って、呼吸機能検査装置、重症患
者 24 時間モニタリング、病院情報システム、市町村保
健システム、地域医療情報システムなどを開発した。
例えば、一日数人程度しか処理出来なかった呼吸精密
検査を数十人測定できるようになり、大病院の外来患者
受診時間を 3時間から 1時間に短縮でき、患者側にくわ
えて病院経営にも貢献した。
2004 年に大きな転機が訪れた。私達は日本全国から集
めた約 70 万人の健診結果を非線形最適化法を用いて「純
工学的」に分析して、24 検査項目の男女別・５歳毎基準
範囲（いわゆる正常値）を求めた。その結果が、当日の
臨床医学や健康診断で使われていた基準と大きく異なっ

工学が医療を変える ていたので、新聞やテレビなどの一般メディアでも注目
された。一方、新しい基準を使うとコレステロールや血
圧の患者数が十分の一にもなるので、臨床学会から手厳
しい批判を受けた。しかし、同年 8月 1日のワシントン
ポストに、医師と製薬企業の経済的癒着（COI）により
正常な人を患者にしている診断基準が作られていること
が、臨床医トップから内部告発された。その後、医薬品
試験情報の公開、製薬企業による金銭提供の報告義務化、
診断基準策定委員の COI 告知義務化などにより、2014
年からの診断基準や治療目標が大きく変わることとなっ
た。最近では、「過剰診断」や「多重処方」の解消が社
会的課題となっている。
私も 10 年かけて、開発した医療システムに蓄えられ
ていた、いわゆるビッグ・データを使って、住民の追跡
（コホート研究）や、住民と患者の比較（ケースコントロー
ル研究）を行って、自ら作成した基準の裏付けを取って
いた。その結果は最新の欧米の基準とも一致した。
以下に、日本の医療における矛盾をいくつかまとめた。
1．コレステロール　コレステロールは体に悪いとされ
ているが、細胞膜、脳神経絶縁膜、ホルモン、ビタミンD、
胆汁の必須材料で、悪玉とされている LDL が組織に運
んでいる。特殊な遺伝病以外の一般住民では、コレステ
ロール値の高い方が健康で長生き。コレステロール値の
高い人は脳卒中のリスクが少なく、脳卒中で入院しても
死亡率は３分の１。2015 年の日米食事摂取基準でコレス
テロールの摂取制限は撤廃された。しかし、血中濃度に
対する日本の正常基準は 120 mg/dL 未満だが、欧米は
190 mg/dL 未満である。
2．血圧　この 50 年間で収縮期血圧は約 20 mmHg 低
下しているのに、高血圧患者数は約 10 倍になってい
る。これは診断基準が下げられたことが原因である。日
本の正常基準は年齢にかかわらず 130 mmHg 未満だが、
2014 年の米国政府委員会（JNC8）では年齢別になって
60 歳 150 mmHg と、昔の「年齢＋ 90」に戻った。
3．糖尿病　日本ではカロリー制限のために脂質を減ら
して、炭水化物は 60 % カロリー（1日 260 g 程度）とし
ている。米国糖尿病学会は 2004 年に食後血糖値を上げ
るのは脂質ではなく、炭水化物（糖質）のみとした。米
国政府は 1日 130g としていた炭水化物の摂取推奨量を、
2015年に廃止した。脂質とタンパク質を摂取していれば、
体内での「糖新生」により必要量は合成される。
4．メタボ　欧米ではメタボ健診をしていない。疾病予
防効果より、弊害の方が大きいとしている。なお、日本
では肥満の定義はBMI が 25 以上、OECDでは 30 以上。
5．がん　発症率と死亡率の比較をすれば、治療より予
防が重要と分かる。日本ではやっと 2016 年から発症率
データを全国的に集め始めた。
日本の工学が持つ高い技術と、医療消費者としての科
学的視点から、医療の変革に貢献できる。

東海大学名誉教授
大　櫛　陽　一
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退職された先生方の近況

北山　研一（通信・昭和 49・M51、大阪大学名誉教授）

2016 年 3 月に退職してからはメールなども一切読むこともなく、毎日サンデーですの
で読書＆音楽鑑賞三昧に明け暮れ、それらに飽きればジョギングに出かけたりワンちゃ
んと遊んだり、日が暮れればワインをたしなむ…などという退職後の夢のような暮らし
とはほど遠く、退職前と変わらない日常になっています。
早速、昨年 4 月から浜松にキャンパスがある光産業創成大学院大学に籍を得ておりま
す。この大学へ…と挨拶しますと、たいがいは「？」という反応が返ってきます。本学は 
2005 年に晝間（ヒルマ）輝男氏（浜松ホトニクス会長）により設立され、そのミッショ
ン『今世紀における光技術の重要性を認識し、光技術を使った日本発の新しい産業を創成
するために、社会が求めるニーズをもって新産業創成を志す人材を養成する』が文字通り
大学名となっています。小柴昌俊教授の 2002 年ノーベル物理学賞「ニュートリノの観測」
や梶田隆章教授の 2015 年ノーベル物理学賞「ニュートリノの質量証明」は岐阜県神岡鉱
山地下 100mに設置されたカミオカンデという観測施設から生まれました。同会長がカミ
オカンデに設置された 1000 本余の 20インチの光電子増倍管を採算を度外視して提供され
たという逸話はよく知られているところです。当大学院大学はバイオ、医療、レーザ加工
プロセス、エネルギー、情報システム分野の光技術に特化した博士後期課程だけの小じん
まりとした大学です。初代学長は旧電子情報エネルギー専攻の中井貞雄先生、現学長の加
藤義章先生も大阪大学の教授からの転進ということもあり、大阪大学の特にレーザー核融
合分野と関係が深く、現在も数名の先生が関係しておられます。ではそこで何を？昨今流
行の IoT (Internet of Things) の 3 つの基本技術は「観る（センシング）」、「繋ぐ（通信）」、
「創る（ビッグデータ解析）」です。そこで当大学や浜松ホトニクスに存在する様々な光セ
ンシングのシーズと筆者の専門とする通信技術を融合し、ユニークな IoTサービスを創造
しようと目論んでいるしだいです。大学へは週前半の 3日間、浜松駅前のホテルから登校
しています。
他には、科学技術振興機構 (JST) の CREST プログラム「次世代フォトニクス」の研

究総括と国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT) の R&Dアドバイザーを務めていま
す。かれこれ 40 年余も光通信分野に身を置いてきましたが、CREST で光科学に関わる
ようになり、「光」には広大な裾野が拡がっていて限りないポテンシャルを秘めているこ
とに改めて驚嘆と感動を覚え、今さらながら科学の深淵に触れた気がしています。例えば、
ナノ構造メタメテリアルに発現するプラズモンの研究、ポケットサイズの原子レーザ冷
却で超高感度重力測定を実現し海底の資源探索を目指す研究、アト (10 -18) 秒の光パルス
を使って生体分子の熱化学反応を超高解像顕微鏡で観察し癌治療や創薬につなげる研究、
量子限界を凌駕する究極の超低雑音の光通信の研究等々、知的好奇心を満足させるには
十分です。しかしながら数 10 億円単位の研究費を巧みに配算し成果を最大にするという
研究マネージメントには腐心しています。一方、NICTでは 90 年代中頃に 3年間にわた
り光通信・ネットワークの研究開発の立ち上げに尽力しましたが、その縁で古巣に戻り
有無線ネットワーク分野の自ら研究と委託研究へのアドバイスを行っています。これら
２つの仕事は自分を育ててくれたコミュニティへの「恩返し」のつもりで引き受けました。
それぞれに週一日を充てていますので、結局のところ現役時代と変わらないペースで仕
事を続けていることになります。とは言え、休日には自慢のビンテージのエレキギター
(Fender Telecaster Bigsby1955) を家族に遠慮しながらポロポロ鳴らしたり（まだ奏でる
まではいかない）、志ん朝や談志の落語のDVD鑑賞などで一息ついています。
学生時代の 6年間と 1999 年に教授として赴任してからの 17 年間の計 23 年間にわたり
大阪大学の電気系に籍を置くことができ本当に幸せでした。お世話になった先生方には
改めて心から御礼を申し上げます。昨今、大学の選別に厳しさが増し運営費交付金の配
算額にも影響が及んでいるようですが、自信を持って教育研究に励んでいただきたいと
思います。電気系と澪電会のますますの発展を祈念しますとともに、旧北山研究室のOB
の各方面での活躍を楽しみにしています。
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母校のニュース

4学期制開始

大阪大学では、創立 90 周年にあたる 2021 年を見据
え、大阪大学憲章の基本理念を実装するための自己変
革の指針を「OU (Osaka University) ビジョン 2021」
として掲げています。「OUビジョン 2021」の一つの
柱である教育ビジョン「Open Education」に基づく
教育改革の一環として、平成 29 年 4 月より、全学で「4
学期制」が導入されます。
これまでの 2学期制では、1年間を 4月 1 日から 9
月 30 日までの第 1学期と 10 月 1 日から 3 月 31 日ま
での第 2学期に区分していましたが、新しい 4学期制
では、春学期、夏学期、秋学期、冬学期という四つの
学期により以下のように区分されます。
・春学期：4月 1日～ 6月中旬
・夏学期：6月中旬～ 9月 30 日
・秋学期：10 月 1 日～ 12 月上旬
・冬学期：12 月初旬～ 3月 31 日
各学期には 8週間の授業実施期間が設けられること
になり、従来の学期単位で開講されていたセメスター
科目と通年単位で開講されていた通年科目に加え、
ターム科目が新たに導入されます。ターム科目は各学
期単位、すなわち 8週間で完結する科目で、1単位の
場合は週に 1回、2単位の場合は週に 2回開講されま
す。そして、これまで学期単位で開講されていたセメ
スター科目は春・夏学期または秋・冬学期の 2学期に
わたって開講されることになります。また、通年科目
も従来通りに開講することが可能です。ターム科目の
導入により、例えば、同一科目を週 2回開講すること
で学生がその内容を集中的に学ぶことができます。さ
らに、カリキュラム構成の柔軟性が増す、といった効
果も期待されています。
平成 29 年度は 4学期制の初年度であり、電気系の
学部、大学院のカリキュラムでも、まだターム科目の
数はけっして多くはありませんが、今後、グローバ
ル人材の育成を目指して精力的にカリキュラムの改
革を進めることで、4学期制のメリットがより明確に
なってくるかと思われます。例えば、従来に比べ、学
期の区分が詳細化されることで、学生がより柔軟に履
修計画を立てることが可能になり、工夫次第では、海
外の大学で開講されるサマースクールへの参加や短
期留学、インターンシップへの参加など、貴重な経験
を積むチャンスが広がることが期待されます。

また、卒業もしくは修了の要件さえ満たせば、新し
い春～冬学期の区分で、必要な手続きを経たうえで、
卒業もしくは修了が可能になります。
なお、OUビジョン 2021、4 学期制の詳細はそれぞ
れ大阪大学のホームページ
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/ja/oumode/open2021/
index.html
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/education/academic_
reform/academic_calendar
に掲載されていますのでご参照ください。
 高井重昌（電気電子情報工学専攻・教授、
 電子・Ｄ平７）記

疇地宏教授 最終講義  －画竜点睛－

レーザーエネルギー学研究センター・センター長
で、レーザー核融合学研究部門 教授・疇地宏先生は、
平成 29 年 3 月 31 日をもって 大阪大学を退職される
こととなりました。ご退職にあたり、平成 29 年 3 月
7 日（火）午後 3時 00 分より、レーザーエネルギー
学研究センター大ホールにて、最終講義が 行われまし
た。当日はセンターの教職員、学生はもとより、関連
研究科、学外からも多くのゆかりのある方々にご来聴
いただき、盛況の中、講義が 行われました。
電気電子情報工学専攻先進電磁エネルギー工学講
座・兒玉了祐教授（副センター長）より、疇地先生の
ご 略歴が 紹介されました。また、疇地先生が長年協力
講座の教授として、教鞭をとり、学生指導にあたられ
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澪電会会費納入のお願い

陽春の候、会員各位には益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。日頃より本会の活動にご理解とご支援を
いただき有難うございます。
さて，澪電会のすべての活動は会員の皆様からの会費によって賄われておりますが、近年の社会情勢におい
て本会の財政は非常に厳しい状況にあります。本会の活動を継続し、より活発にするために、なにとぞ平成
29 年度会費（4,000 円）の早期納入（できれば 6 月末日までに）にご協力いただきますようお願いいたします。
特に新しい会員の皆様の納入率が低くなっておりますので、卒業して間もない方々も是非ご協力のほどよろし
くお願いいたします。また、住所等の会員情報の変更がございましたら、速やかにご連絡いただきますようお
願い申し上げます（澪電会ホームページからご連絡いただけます）。
会費の納入方法といたしましては、従来の「銀行口座からの自動振込（ゆうちょ銀行含む）」、「コンビニエ
ンスストアでの支払い（振込用紙の宛先が委託業者 小野高速印刷㈱の「同窓会係」となっております）」に加え、
平成 24 年からはインターネットからの「クレジットカードによる支払い」にも対応いたしましたので、ぜひ
ご利用下さい（詳細は澪電会ホームページの「会費納入方法」をご覧下さい）。自動振込の銀行口座を変更ご
希望の場合は、澪電会事務局までご一報くだされば、折り返し口座変更手続きに必要な預金口座振替依頼書を
ご送付いたします。
なお、大学学部卒業時から 53 年を経過した会員（平成 29 年度会費の場合、学部卒業が昭和 39 年以前の会員）

の会費は免除になっておりますので、納入の必要はございません。また、未納の過年度会費はご請求申し上げ
ないことになっております。皆様のご協力をお願いいたします。

ました理学部物理学科より、岸本忠史教授にご挨拶を
賜りました。
講義は、1979 年夏 大山で開催された勉強会（レー
ザー研夏の学校）の写真から、始められました。当時、
オーバードクターであった疇地先生を中心に集まっ
た若き学生達の写真には、今も研究をともにしている
レーザー核融合の志士達が顔を揃えておられました。
自治会と資本論に没頭し、ランダウ物理学に傾倒、基
本原理から物事を理解しようとする西欧科学の洗礼
を受けた先生の大学時代は、やがて、第一次石油危機
とともに、先生をエネルギー問題の解決を志す学徒と
して大阪大学電気工学科の山中研究室へと向かわせ
ました。講義では、大阪大学の激光レーザーの歴史を
振り返りながら、レーザー核融合の基本原理から、高
速点火核融合の最近の成果まで、大阪大学における
レーザー核融合研究の成果が紹介されました。
先生が、独自に考案された「キャノンボール爆縮」
の成果が、その後の間接照射型方式に関する情報公開
を促したこと。固体密度の 600 倍をこえる高密度爆縮
の実証に成功されたことが、国際的な衝撃となり、そ
の後の米国国立点火施設 (NIF) ならびに仏国レーザー
メガジュール建設を促したことなど、先生の研究成果
が、如何に、レーザー核融合研究のみならず、高エネ
ルギー密度科学を牽引するものであったのかが改め
て理解されました。

講義は、冷戦後の大型研究のあり方、核融合研究
のあり方におよび、「環境、エネルギー、核廃棄物処
理などの社会問題の根源的な解決に道を開くことが、
レーザー核融合科学研究に求められている」と熱く語
られました。目の入っていないドラゴン像の写真は今
もって点火達成に至らないNIF であり、その上に大
書された「画竜点睛」の文字は、多くの成果を残しつ
つも、青雲の志を持って取り組んだ核融合エネルギー
開発の研究現場をその完結をみることなく離れざる
を得ない無念と後を引き継ぐ我々への叱咤激励の言
であったのかと思います。
講義終了後は、先生のご 活躍に感謝の意を込め、セ
ンター長秘書の伊勢利恵さんと博士後期課程 3年の坂
田匠平君から花束が 贈呈されました。その後、懇親会
で は、量子科学技術研究開発機構・菊池満先生と大
阪大学核物理センター・中野貴志センター長にご挨拶
を、量子科学技術研究開発機構関西光科学研究・内海
渉所長に乾杯の音頭をとっていただきました。宴半ば
には、国内外の友人、卒業生からのお祝いのビデオ
メッセージも披露され、旧知・新知共々に、思い出話
に花を咲かせ、最後は、激光XII 号の建設をともにし、
レーザーエネルギー学の発展を支えてこられた京都
大学化学研究所の阪部周二教授に大坂締めにて閉め
ていただきました。

（中井光男（電子・昭和 56 年卒）記）
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新研究室紹介

2015 年 10 月に情報通信工学部門通信システム工学講座に教授として着任しました
宮地充子（みやじあつこ）と申します。北陸先端科学技術大学院大学から赴任しま
したが、クロスアポイント制度で同大学も兼任しております。2017 年 4 月 1 日現在
の構成員は河内亮周准教授、Chen-Mou Chen 特任准教授、Francois Bonnet 特任助教、
Tung Chou 特任助教、奥村 伸也特任助教、大学院生 8 名、学部生 2名、研究生 2名、
天森典子事務補佐員です。海外比率が 30%を越えることから、研究室では日本語と
英語が飛び交います。
我々を取り巻く情報社会では、多種多様なデータが収集され、その解析結果は医

療、産業など様々な分野での利活用が期待されています。しかしながら、意図的に
歪められたデータを用いると正しい解析結果を入手できませんし、解析結果も意図
的に歪められる可能性もあります。データ利活用には改ざんされていないこと（デー
タの完全性）が必須です。情報の秘匿、完全性、可用性を実現する情報セキュリティ
技術は情報社会に安心と信頼を与える技術です。
当研究室は情報セキュリティ技術の基盤研究機関として、最先端の研究成果と優

れた研究者、技術者の輩出に取り組んでいます。研究では、理論研究から実用化を
ターゲットにした企業との共同研究まで、シーズ指向とニーズ指向の双方向から進
めております。具体的には、暗号解読・設計を行う暗号基盤研究、ディジタルデー
タの適切な利用を実現するセキュアプロトコルの研究、IoT機器、クラウド等のセキュ
リティを実現するセキュリティプラットフォームの研究まで幅広くセキュリティ技

術全般を研究しています。次に研究室の学生の人材育成では、情報セキュリティの知識、問題解決能力、コミュニケー
ション能力の開発、さらに文部科学省の高度 IT人材を育成する教育プログラムにおける「セキュリティ分野（Basic 
SecCap）」を運営する連携大学の１つとして、実践的なセキュリティ人材育成に貢献しています。
では具体的な 3つの研究分野について紹介します。暗号基盤研究では高い安全性を小さな鍵で実現できることから脚光

を浴びている楕円曲線暗号の理論的解読や安全な設計、漏洩する消費電力やレーザ照射などの物理的操作により意図的に
発生させた情報等を用いるサイドチャネル攻撃に対する耐性をもつアルゴリズムの設計、さらには、2016 年 2月に米国
標準技術研究所NISTが標準化計画を発表したポスト量子暗号（量子計算機実現時にも安全性が保証できる暗号）の研究
を行っています。理論的解読では、160ビットの楕円曲線暗号の解読にかかる計算量O(280) より高速な解読方法の構築が
課題です。当研究室では楕円曲線暗号の一表現系であるモンゴメリー型式に対する解読方法を提案しており。本解読の改
良とともに解読に耐性をもつ安全な楕円曲線暗号を研究しています。次に、サイドチャネル攻撃に耐性を持つアルゴリズ
ムは消費電力が高くなることが課題です。当研究室では低消費電力で動く楕円曲線暗号のアルゴリズムを研究しています。
ポスト量子暗号の実用化には計算量、鍵サイズが大きな課題です。近年、ポスト量子暗号に楕円曲線が利用できることが
わかっており、当研究室では楕円曲線を用いたポスト量子暗号を含め各種ポスト量子暗号の最適化を研究しています。
次に、セキュアプロトコルの研究では、情報社会の問題や便利を実現する方法をモデル化し、モデルを実現するアルゴ

リズムを構築します。例えば、日常生活における子どもや高齢者の予防安全の実現には、事故の統計的因果モデルの作成
が重要です。これには消防などの救急搬送データ、医療機関の傷害・治療データ・後遺症データや保険会社のデータなど
異なる機関に分散した関連データの統合的活用が必須です。つまり、異なる機関が独立に収集したデータのプライバシを
保護しながら突合すること（分散多機関データ突合）ができると、事故の精密な統計的因果モデルの構築が可能になります。
しかしながら、分散多機関データ突合の実用化にはデータサイズや機関数に依存する処理時間、通信量が大きな課題です。
当研究室では機関数に処理時間が依存しない方式を提案しており、現在、この方式をさらに改良中です。
セキュリティプラットフォームの研究では、各種機器のセキュリティ強化を実現します。現在、セキュリティの機能
を備えない多くの機器が世の中に氾濫しています。例えば、IoT 機器は内部構造の解析が容易なため、秘密鍵が漏洩し
ないことが前提の従来のセキュリティの概念を IoT機器に適用することは困難です。このため、IoT機器内の秘密鍵の
漏洩を前提とするセキュリティプラットフォームの構築が必要です。また、クラウドサーバもデータの暗号化だけでは
十分な安全性の確保はできません。暗号化により、内容の秘匿はできますが、誰がどのデータをどれだけアクセスした
のかという補助情報を漏洩します。補助情報が他の情報と連結することで、別の情報が類推される危険性があります。
そこで、クラウドでは暗号化に加えて、データを保存するメモリのランダム化技術（ORAM）が必須ですが、実用化
にはクライアントとサーバの通信量と計算量が大きな課題です。当研究室では新たなデータアクセス構造を構築し、実
用化可能なORAMを研究しています。 
以上の研究・教育を推進し、澪電会の発展にも貢献できるよう努めてまいります。会員の皆様におかれましては、今

後ともご指導、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

工学研究科
電気電子情報工学専攻
情報通信工学部門
通信システム工学講座

サイバーセキュリティ工学領域

教授　宮地　充子
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新研究室紹介

本領域はその歴史を昭和 33 年に新設された電子工学科第 2講座 電子管設計工
学に遡ることができ、昭和 48 年頃からは光電子工学やレーザ応用分野の研究と
教育を行ってきました。昭和 64 年には光波電子工学講座、平成 8年には集積電
子システム講座集積光電子工学領域に改め、更に平成 17 年からは独法化に伴う
改組により電気電子情報工学専攻量子電子デバイス工学部門エレクトロニクスデ
バイス講座に属し、名称も集積光電子デバイス領域に改名されました。昭和 48
年から 59 年は小山次郎教授、平成 13 年 3 月までは西原浩教授、平成 14 年 8 月
より栖原敏明教授が担当され、平成 28 年 4 月より電子工学部門エレクトロニク
スデバイス講座 量子光電子デバイス領域と改名し、当方が担当しています。現
在のスタッフは当方と上向井助教であり、大学院学生 2名、学部学生 6名ととも
に研究を行っています。
本領域では、小型・省エネルギーな未踏波長光源の実現による低炭素社会への
貢献や、将来の ICT・IoT の発展に必要となるビッグデータ解析や人工知能といっ
た次世代技術を支える量子情報処理システムの開拓を目指し、種々のデバイスの
研究開発を行っています。特に光源集積型波長変換素子や半導体中の量子事象を
利用した量子光源開発、新規材料探索と、これらを集約した光導波路型システム
の開発を行っています。
InGaN 青色発光素子に関する日本人研究者のノーベル賞受賞は記憶に新しい
一方、その光学非線形性に着目した研究は皆無でした。これに対し本領域では、
この光学非線形性を利用した深紫外光源を提案しています。本材料系の光学非線
形性は強誘電体に匹敵しかつ光損傷耐性が高いため高出力化が可能で、実際に
GaN疑似位相整合型波長変換素子の波長変換効率が同帯域の強誘電体を凌ぐこ
とを初めて実証し、現在は青色光源との集積化による超小型深紫外光源を開発し
ています。また広義の波長変換型光源として、2波長半導体レーザを用いた波長
可変テラヘルツ波発生を実証しました。これらは何れもガスレーザを置換できる
ため、劇的な省エネルギー化と応用領域の拡大に繋がります。
また近年の情報処理分野の発展に伴う計算速度向上の要請に反し、トランジス
タの小型化による速度向上は限界を迎えましたが、これに対し量子計算機は超並
列演算が可能であり、上記の速度飽和の解決策となります。そもそも量子情報は
様々な量子状態で表現できますが、このうち「光」を用いる系は緩和時間が長く、
有力視されています。本領域では、これまで培った薄膜結晶成長と微細加工技術
を駆使し、この実現と普及に必須となる量子もつれ光子対光源・単一光子光源（量
子光源）を開発しています。その際、より作製容易な積層導波路によるモード位
相整合や高安定な微小共振器等の新規デバイス構造を提案しています。また新規
材料として交差相関系巨大非線形光学材料に着目し、その物性解明に加え、室温
動作し再構成可能な量子回路の実現を目指しています。更に従来の量子計算の原
理実証実験に用いられた大型レーザやバルク波長変換結晶等の自由空間光学系に
替えて、光導波路を用いた小型化に挑戦しており、光導波路型方向性結合器やマッ
ハツェンダ干渉計を用いた量子ゲートの小型化を進めています。これらの研究開
発により量子計算機の実用化への糸口を拓くことで、気象災害予報、新材料開発、
創薬や人工知能等、暮らしの安全・材料科学・医療・産業の発展を目指しています。
以上の研究を推進することで、澪電会の発展への貢献を目指し努めて参ります
ので、皆様には今後ともご指導ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

工学研究科
電気電子情報工学専攻
電子工学部門

エレクトロニクスデバイス講座
量子光電子デバイス領域

教授　片山　竜二
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教員紹介

電子工学部門、エレクトロニクスデバイス講座、先進電子デバイス基礎領域（近
藤研究室）に所属しております准教授の梶井博武（かじいひろたけ）と申します。
2000 年 4 月に大阪大学先端科学技術共同研究センター（のち先端科学イノベー
ションセンターに改組）に着任以降、フレキシブル・プリンテッド電子光デバイ
スの実現に向けて有機発光素子（有機EL）・受光素子による光リンク素子・光セ
ンサ応用に向けた研究の他、それらの駆動回路を目指し有機トランジスタ、また
融合素子である有機発光トランジスタ等の有機電子光デバイスに関して研究して
おります。溶液塗布による容易な製造プロセスが可能なプリンテッド・エレクト
ロニクスの基盤となる界面工学に基づくデバイス技術を学術的に確立し、そのデ
バイス物理を明らかにすることで、省エネルギーや低炭素社会の実現のような社
会的課題の一つの解になる可能性がある研究に従事してまいりました。今年度か
ら研究室を異動し、有機半導体の枠にとらわれず、より幅広い先進電子デバイス
の実現に向け、協働しながら研究を推進しています。少し分野の違う人の話は新
鮮で、視点の違いに気づかされる事も多く、得るものも多くあります。また一か
ら素子を作製・解析し、学生が「ものづくり・ものつくり」の楽しさとその重要
性を体感し、自ら考え判断し、その解決方法を導き出し、気づきから「分かった」
の感覚を身に着けてもらえるような教育研究活動を引き続き行っていきたいと考

えております。今後、澪電会に携わるお話がございましたら、微力ながら是非お手伝いをさせていただきたいと
思っております。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

電子工学部門
エレクトロニクスデバイス講座
先進電子デバイス基礎領域

准教授　梶井　博武

2016 年 4 月に着任しました猿渡俊介と申します。無線センサネットワークの
研究を起点としてワイヤレスネットワークなどのコンピュータネットワークの研
究に取り組んでいます。
自分の頭の中で描いたものが物理空間上に即座に反映される。私が 15 年前の
卒業論文のテーマを探し始めた時に実現したいと思った研究の最終ゴールのイ
メージです。当時、情報工学を学んでいた私は、パーソナルコンピュータ上、イ
ンターネット上であれば、頭の中で思い描いたものはなんでも具現化できる感覚
がありました。パーソナルコンピュータの中の世界やインターネット上の世界を
ここでは電脳空間と定義します。電脳空間が与えてくれる「想像したものは何で
も具現化できる」という感覚を、物理空間に拡張したいという思いが私の研究の
モチベーションとなっています。
無線センサネットワークは、今でいう IoT (Internet-of-Things) と関係してい

ます。センサを無線通信によってネットワークに接続するための技術です。パー
ソナルコンピュータは基本的にはキーボードとマウスしか入力機能を持っていま
せん。パーソナルな空間を超えて、物理空間全体を電脳空間で扱うためにはセン
サやアクチュエータをネットワークに接続する技術が不可欠であるとの思いから
無線センサネットワークに取り組んで来ました。

私はプログラミングが大好きなので、当初は無線センサネットワークを駆動するオペレーティングシステムに
興味がありました。ところが実際に無線で通信するセンサを触っているうちに少しずつ電波に心惹かれていくよ
うになりました。大きなきっかけとなったのは GNU Radio との出会いです。GNU Radio はソフトウェア無線の
ミドルウェアで、Python を使って電波の送受信機を作ることができます。電波は僕にとってソフトウェアから扱
うことのできる柔らかい万能素材です。電波は通信だけでなく、エネルギーの伝送や、レーダーのように物理空
間の状態を取得するのにも使えるからです。このような経緯もあり、最近はワイヤレスネットワークの研究も行
うようになりました。
センサネットワークやワイヤレスネットワークの研究を推進し、少しでも澪電会の発展に貢献したいと考えて
います。世界的な成果を数多く出している阪大工学部電気系という伝統ある環境で研究ができることを光栄に感
じています。会員の皆様におかれましては、今後ともご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

情報科学研究科
情報ネットワーク学専攻
インテリジェントネットワーク講座

准教授　猿渡　俊介
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卒業生の近況

薗田　洋平（電気電子・M平 23）
ご無沙汰しております。私は平成 23 年 3 月に伊瀬研究室（パワーエレクトロニクス領域）にて博士前期課程を
修了した薗田です。伊瀬研究室では、超伝導ケーブルを適用した直流配電システムに関する研究に携わりました。
この度、近況報告の機会を頂いたので、寄稿させて頂きます。
私は平成 23 年に JR 西日本に電気採用として入社しました。入社 1,2 年目に現場で電気設備の保守業務に携わ
り、入社 3,4 年目に支社で電気設備の工事計画や設計等に従事した後、入社 5年目以降、本社で技術開発に携わっ
ています。
現在所属している技術開発部では、鉄道の安全をより効率的に維持・向上していくため、鉄道オペレーション
のシステムチェンジを目指した技術開発を推進しています。具体的には、安全性向上と地上設備軽減を目指す「無
線式ATC」、省エネルギー化の推進とライフサイクルコストの削減を目的とした「バッテリー電車」等の開発を
進めています。そして、私が従事している開発テーマは「軌間可変電車（フリーゲージトレイン：FGT）」です。
FGTとは、新幹線と在来線の異なるレール幅に対して車輪幅を可変して直通運転する列車のことです。現在、
九州新幹線長崎ルートへの導入に向け、官民一体となってその開発を進めているところです。当社管内の北陸新
幹線敦賀駅が開業した後、敦賀駅でお客様に新幹線と在来線を乗り換えて頂かなくて済むように、当社は北陸ルー
トに適用したFGTの実用化に向けた開発を進めています。新幹線と在来線で地上設備や電力機器が異なるため、
双方で使用可能なものを開発する必要があり、私はこれらの開発に携わっています。
FGTは国内での導入実績がなく、実用化に向けたハードルの高さを感じている日々ですが、世界最高の安全・
安定な鉄道システムを構築した日本の技術力で、必ず実現できると信じています。私ができることは小さいです
が、1つひとつの業務に精一杯取り組み、FGTの実用化に貢献したいです。
鉄道は、大量性・高速性・安定性・安全性・省エネルギー・低炭素といった特性を活かして、社会の発展に大
きく貢献してきましたが、鉄道の主な動力源は電気です。また、鉄道の更なる安全性向上・利便性向上・省エネ
ルギー化等の社会的ニーズに適応することを求められており、電気系統への期待はより一層高まっています。私
は、この期待に応えるべく、鉄道技術者として、電気の技術力向上に努めてまいります。
 （西日本旅客鉄道株式会社）

大本　直輝（先進電磁・B平 23、M平 25）
私は平成 25 年 3 月に田中研究室（先進電磁エネルギー工学コース・高強度レーザー工学領域）で博士前期課程
を修了し、同年 4月に南海電気鉄道株式会社に入社しました。田中研究室ではレーザー核融合炉壁の損耗に関す
る研究に取り組んでおりました。現在は鉄道営業本部　電気部　電気課にて主に変電設備の新設・更新工事の計
画・設計に携わっております。
弊社は大阪ミナミの中心地・難波から和歌山市までを結ぶ南海線、関西国際空港へアクセスする空港線、世界
遺産・高野山へアクセスする高野線からなる総延長 154.8kmの鉄道を運営しております。近年は関西国際空港へ
の LCC就航をきっかけに海外からのお客さまが急増し、電気課ではその対応として駅の行先案内表示盤や自動放
送の多言語対応など各種設備を導入しています。
私は入社以来、変電関係の業務に携わっており、最初の約 3年間は現業職場で勤務しておりました。変電所機
器の点検や大型機器更新工事の図面作成・発注業務を約 1年半経験した後に電力指令へ異動となりました。指令
所は 24 時間体制で電力系統の監視を行っており、平常時は機器の点検や補修等の作業がある場合に変電所の機器
を遠隔操作し、停電・送電を行っていますが、事故発生時には関係各所と連絡を取り出動指令を出したり、機器
を操作したりして早期復旧に取り組みます。1つの操作ミスが作業員の感電死傷事故や列車運行の支障につなが
るので、非常に緊張感と責任感がある仕事でした。ちょうど私の在籍中に約 18 年ぶりとなる電力指令システムの
更新があり、システムの仕様決定や工事に携わることができ貴重な経験となりました。指令所では約 1年半勤務
しましたが、幸いにも大きな事故に遭遇することはなく、平和に過ごすことができました。余談ですが、指令所
は電気部では唯一の 24 時間交代制勤務の職場でしたので夜勤明けや平日休みといった自由な時間が多く、プライ
ベートが非常に充実していました。
現在所属している電気課では鉄道に関わる電気設備の設計・施工・保守管理しております。お客さまが直接利
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用する券売機や改札機等の駅務機器をはじめ、輸送の安全を支える踏切や信号機、駅や電車に電気を供給する電
線路や変電所、駅務機器や変電所の監視・制御を行う通信機器など非常に多くの設備を扱っています。私はまだ
変電所設備、いわゆる強電部門にしか携わっていませんが、今後のキャリア次第では信号・通信といった弱電部
門にも携わる機会があります。別部門への異動は大変ですが、様々な分野を経験できるというのが鉄道会社で総
合職として働く醍醐味ではないかと思います。今後、どの部門の担当者になっても大小様々な工事をミスなく推
進し、安全安心な鉄道輸送を提供できるように業務に取り組んでいきたいと思います。

（南海電気鉄道株式会社）

奥山　達樹（通信・B平 24、M平 26）
私は平成 26 年 3 月に三瓶研究室（電気電子情報工学専攻　ワイヤレスシステム工学領域）で博士前期課程を修
了し、同年4月に株式会社NTTドコモに入社いたしました。入社後の約半年間は、社会人としての基本的なマナー
等の研修を行った後、ドコモショップにて、実際にお客様と直に関わり、お客様が普段どのようなことに満足し、
また不満を持っているか、ということを体感することができました。
半年間の研修後は、幸いなことに、三瓶研究室で無線通信の研究に取り組んでいたこともあってか、現在の部
署である、先進技術研究所 5G推進室に配属され、次世代の携帯電話の通信規格である、第 5世代移動通信シス
テム (5G) の研究に携わっております。5Gでは、近年増加し続ける移動通信トラヒックへの対応や、IoT などへ
の対応といったトラヒックの質的変化に対応するために、通信システム容量の向上、通信速度の向上、低遅延化、
接続可能デバイス数の増加、低消費電力といった各種要求条件を満足することをめざしております。
5Gの実現に向けて日々研究業務に携わっておりますが、研究室時代の研究と大きく異なる点は、高い結果を出
せるアルゴリズムの研究だけではなく、コストや効率などの観点も念頭にしていく必要があることや、研究室時
代には馴染みの薄かった、実際の装置を用いた検証実験を多角的な観点から実施する必要があり、大変な面もあ
りますが、やりがいのある日々を送らせていただいております。
近頃は 5G界隈が盛り上がっており、技術に加え、新サービスなども提案されつつあり、最新技術を肌で感じ
られることにやりがいを感じつつも、多くの方が恩恵を受けられる社会の実現に向けて、地に足をつけた研究開
発業務を継続し、精進していきたいと思います。
 （株式会社NTTドコモ）

佐々木勇和（情報システム・B平 21 年、M平 23 年、D平 26 年）
私は大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻鬼塚研にて助教をしております。阪大の教員が卒
業生の近況を書くというのも珍しいとお伺い致しましたが、せっかくのご縁ですので書かせて頂きます。私は平
成 26 年 3 月に西尾研究室（情報科学研究科マルチメディア工学専攻）にて博士課程を修了後、名古屋大学大学院
情報科学研究科の特任研究員としての 2年間を経て、平成 28 年度 4月に阪大の助教として着任致しました。
それでは、私の近況と致しまして、阪大着任後の 1年間を振り返らせて頂きます。私が所属する鬼塚研はビッ
グデータ工学講座という名前です。研究としては大量のデータを扱っての並列分散処理やデータマイニング、自
然言語処理を主としています。研究室内での生活は博士時代や特任研究員の時とさほど大きな違いはないため、
特に違和感無く働き始めることができました。教授の鬼塚先生、准教授の荒瀬先生のどちらも知り合いであった
ことも大きかったと思います。一方で、研究室外の仕事の多くは初めてでした。授業も初めてでしたし、1年生
ガイダンスや試験監督も経験させて頂きました。学生の時と同じ学び舎でも、立場が違うと全く異なるなという
印象です、鬼塚先生、荒瀬先生を始めとして、多くの先生方に助けて頂いて何とか 1年を過ごせました。授業の
方も、終わりの方で何とか馴れてきたという感じですので、次年度以降も頑張っていきます。 
最後に私の研究の話を少しさせて頂いて終わりにしようかと思います。私の専門分野はデータマイニングや
データベースといったデータ処理に関するものです。最近は、その中でも時空間データを主に扱っています。時
空間データは位置や時間情報をもつデータで、IoT の発展により、ここ数年で何十倍にも増加することが予想さ
れます。そのため、まず大量のデータを使って有益なことができるのかというデータマイニング的な視点と、効
率的なデータ処理方法というアルゴリズム的な視点の両方から研究を行っています。現在は、スマートシティか
ら収集される実データを用いて、直近の未来の状況を予測し、経路を推薦する技術を開発しています。
これから阪大の一教員として、阪大がより魅力的な大学になるように、さらに世界的な研究成果を上げていけ
るよう日々努力していく所存です。今後ともご指導よろしくお願い致します。
 （大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻）
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学生の声

吉田　　翔（電気電子情報工学専攻　システム・制御・電力工学コース・M2）
大阪大学に入学して 6年間が経とうとしています。入学してから多くの人達と出会い、支えられて、今の自分
があるということを実感しています。とりわけ研究室での生活は私を大きく成長させてくれたと思います。
私は現在、電気電子情報工学専攻の高井研究室に所属し、離散事象システムのスーパバイザ制御に関する研究
に従事しています。大学に入学した当初は、電力や半導体などに興味があったのですが、学部三年時に制御工学
の講義を受講したことがきっかけで、より幅広い分野に応用可能なシステムの制御に興味をもつようになり、現
在所属している高井研究室への配属を希望するようになりました。
研究室に配属され、研究を始めてからは今まで学んだことがない、制御に関する基礎研究に悪戦苦闘する日々
が続きました。しかし、先生方や先輩方の熱心な指導により、徐々に研究について理解できるようになり、修士
一年時には国内での学会発表、修士二年時にはアメリカで行われた国際学会に参加することができました。特に
国際学会では、初めての英語で行う発表だったこともあり大変緊張し、質疑応答では詰まってしまうことが多く
ありました。それでも、世界中の人が集まる学会で自身が行った研究について発表できたことは、大変貴重な経
験で、大きな自信になりました。
学会や研究以外における研究室生活においても、多くの思い出があります。夜遅くまで、研究室の友人達と語
り合ったり、週に一度は体育館のコートを借りてスポーツをするなど、大変楽しく過ごすことができました。特に、
毎秋、工学部全体で行われる研究室対抗のスポーツ大会（吹田祭）では、研究室全体でユニフォームを作るなどし、
研究室一丸となって参加しました。結果は振るいませんでしたが、研究室の人たちとの仲がより深まったように
感じます。
来年度からは就職し、社会人となります。大学生活で学んだ知識はもちろんのこと、研究室の先生方や先輩方
と議論するなどして身に付けた、相手の話の要点をつかみ、まとめ、適切に伝える力を武器にして社会に貢献で
きるよう、精進を重ねていきたいと思います。
最後になりましたが、この大学生活 6年間に渡り、熱心に指導していただいた先生方や、一緒に分からない課
題に対して取り組んだ友人達、多くの助言を頂いた先輩方に深く感謝いたします。

錦織　　諒（電気電子情報工学専攻　情報通信工学コース・M2）
私は、電気電子情報工学専攻ワイヤレスシステム工学領域（三瓶研究室）に所属し、B4からの 3年間、無線通
信の信号処理技術に関する研究に従事してきました。折角の機会をいただいたので、大学生活を振り返ってみた
いと思います。
2013年の春に松江工業高等専門学校から大阪大学工学部に3年次編入し、早くも4年が経過しました。入学前は、
大学での授業についていけるか、研究室で上手くやっていけるかなど、多くの不安を感じていたことを懐かしく
思います。しかしながら入学後は、そのような不安は直ぐに消え、私と同じように全国の高専から編入してきた
同志達や、実験・実習を通して知り合った内部生達とすぐに打ち解けることができ、私の大学生活はスタートし
ました。4年生に進級すると研究室配属がありますが、私は編入した当初から三瓶研究室に入る事を決めており、
希望通りに配属が決定しました。当時は、目に見えない電波を使った無線通信について知りたいという単純な理
由で志望しましたが、研究を進めるにしたがって無線通信の世界は想像以上に奥が深いものであることがわかり
ました。これはどのような分野にも共通することだと思いますが、3年間で知ることができるのはその分野のほ
んの一部だけであり、一流になるためには学び続けることが重要であると改めて感じました。
修士課程では、研究内容以外の部分においても、論理的な思考力、プレゼン能力はかなり鍛えられたと実感し
ています。三瓶先生は非常に指導熱心な先生であり、学生に対しても常に真剣で一切の妥協を許さない先生です。
そのような先生の下で過ごし、社会人として、技術者として生きていくための術を教わることができたことに、
とても感謝しています。これは、私が三瓶研究室で過ごした 3年間において、無線通信に関する専門的な知識を
得ること以上に大きな価値があったと思っています。大阪大学で過ごした 4年間で学んだことを糧に、4月から
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は社会人として日々精進していきたいと思います。

橋本　風渡（電気電子情報工学専攻　電子工学コース・M1）
私は現在、電気電子情報工学専攻の集積量子デバイス領域（森伸也研究室）に所属しており、微細な電子デバ
イスのシミュレーションに関する研究を行なっております。まだまだ専門的知識の少ない私にとって、量子力学
に基づいた理論計算は非常に難しく、計算式を理解するだけでも多くの時間を要します。しかし、理論式を元に
作成したプログラムが誤動作なく動き、得られた計算結果から新しい発見があると、それまでの苦労はなかった
ように達成感と喜びで心が満たされます。そのような研究の楽しさと恵まれた環境に感謝し、私は、博士後期課
程に進学する決断をしました。
博士後期課程への進学を考えるにあたり、最初はたくさんの不安がありました。例えば、世間では、博士後期課
程に進むと就職できないと言われています。しかし、大阪大学の博士が就職できないなんてことは決してないと私
は思います。たとえ有名な企業に就職できなかったとしても、自分が楽しいと思う仕事ができているなら、それで
いいと思います。また、博士後期課程に進むと、友人たちが社会で活躍するなか、自分がまだ学生であるため不安
であると言う人もいます。しかし、それはたった数年であり、長い人生を考えると取るに足らないことだと思いま
す。むしろ、学生であるため、責任に縛られることなく、のびのびと楽しく研究できます。楽しみながら大阪大学
の博士号という輝かしい社会的地位を手に入れられると考えれば、一挙両得であり、その権利を捨ててしまうのは
非常にもったいないと感じます。他にもたくさんの不安はありましたが、以上のようなメリットと天秤にかけると、
すべて考える必要のない、ささいな不安であると気付き、博士後期課程への進学を決断しました。
博士後期課程では、他の研究者とのつながりを大切にしながら、研究者として生きていける能力を身につけて
いきたいです。助けていただいたら助けてあげる、という「もちつもたれつ」の精神を大事にすることで信用を
積み重ね、多くの人から信頼されるような研究者になりたいと思っています。その理想への憧れを抱きながら、
より一層身を引き締め、研究に邁進してまいりたいと思います。最後になりましたが、博士後期課程進学の機会
を与えてくださった先生方、進学を喜び、応援してくれている学生の皆様と家族に感謝申し上げます。

谷山　雄基（情報科学研究科　マルチメディア工学専攻・M2）
私は B3 で情報システム工学科目のビジネス情報システム講座（旧薦田研究室）に早期配属し、B4 から 3年間
はマルチメディアデータ工学講座（原研究室・旧西尾研究室）で研究を行いました。括弧内にありますように、
私が各研究室に在籍していたわずかな期間のうちに、マルチメディア工学専攻では教授の退官、着任が多く行わ
れ、現代社会のさらに先の技術を研究する組織に変化していることが学生目線でも感じられました。
そんな中、私はデータの管理や検索に関する技術やこれらの技術を応用したシステムに興味があり、その課題
に対して網羅的に研究を行っている原研究室に魅力を感じ、志望しました。実際に研究室の一員として過ごして
みると、先生・先輩学生一人ひとりが主体的で、少しずつ違った視点から意見し、議論する環境がそこにはあり
ました。そこで、私も「食わず嫌い」にならないように、未知の分野でもできるだけ調べて、「この先輩はこの
ような研究をしているんだ」ということを自分なりに理解しようと試行錯誤する毎日でした。また、学会での対
外的な発表や発表後のコミュニケーションを通じて、研究室では得られない新たな刺激を得ることもありました。
これらの経験は研究に限らず、社会で活躍していくために大切な礎となっていくと思います。
学生生活を振り返ると、学業以外にも部活動というもう 1つ大きな軸がありました。私は軽音楽部 ROCKに
所属し、B3 までは現役として学祭などのイベントに出演、B4 以降はOBとして後輩の指導などを行いました。
2013 年の待兼祭にて、豊中キャンパスの最も大きな野外ステージに立って演奏したことは、3年以上経った今な
お、色褪せない思い出となっています。また、研究室でその腕を披露することになろうとは予想していませんで
した。B3の時に薦田先生がお住まいのマンションにて見ず知らずの住人を前にアコースティックギターで弾き語
りをし、西尾先生総長就任・原先生教授昇任パーティーでは先輩方とともにOB・OGの前で小編成のバンド演奏
をしました。このように、音楽を通じて研究室内外のコミュニティとの一期一会ができたことも、学生時代にし
かできない貴重な経験でした。
来年度からはシステムエンジニアとして社会の荒波に立ち向かっていきますが、研究を通して学び、培った主
体性や洞察力、好奇心を持続し発展させ、社会をリードする一員として精進していきたいと思います。
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会員の方々のご活躍

叙勲・褒章・大臣表彰

西原　浩先生
瑞宝中綬章
樹下行三先生
瑞宝中綬章
浜口智尋先生
瑞宝中綬章
西尾章治郎先生
文化功労者
宮永憲明先生
平成 28 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　科
学技術賞（研究部門）
下條真司先生
平成 28 年度情報化促進貢献個人等表彰　総務大臣
表彰

受賞（学会賞・学会フェロー称号等）

吉野勝美先生
電気学会　名誉員
森　勇介先生
応用物理学会フェロー
半導体オブザイヤー 2016 半導体用電子材料部門　
グランプリ

吉村政志先生
半導体オブザイヤー 2016 半導体用電子材料部門　
グランプリ
牛尾知雄先生
電気学会第 72 回電気学術振興賞　進歩賞
第 34 回（平成 28 年度）大阪科学賞
宮地充子先生
International Conference on Applications and 
Technologies in Information Security (ATIS) 2016, 
Best Paper Award 受賞
情報処理学会 情報規格調査会　国際規格開発賞
前田太郎先生
日本バーチャルリアリティ学会　論文賞 2 件
安藤英由紀先生
日本バーチャルリアリティ学会　論文賞 2 件
CEDECインタラクティブ賞
兒玉了祐先生
松尾財団 宅間宏記念学術賞
レーザー技術総合研究所 レーザー発明 50 周年記念  
泰山賞　レーザー進歩賞
丸田章博先生
日本工学教育協会第 64 回年次大会・国際セッショ
ン　論文賞

個人情報変更・情報提供のお願い
ご住所・ご勤務先などが変更になられた方は、事務局まで随時ご連絡くださるようお願いいたします。変更
のご連絡は同封いたしました総会の出欠届、平成 26 年 3 月に発行いたしました「澪電会会員名簿」に綴じ
込みの「訂正カード」、またはファックス、電子メールでも結構です。また、澪電会ホームページ（http://
www.reidenkai.jp/）の「個人情報の修正」からも変更が可能です。
会員の受賞の情報、同窓会の開催記事などがございましたら、併せて事務局までお知らせください。出来る
限り、本会誌に掲載させていただきます。
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教室情報

平成29年度電気電子情報工学専攻役割分担
大学院専攻
電気電子情報工学専攻専攻長 上田　良夫　教授
電気工学部門長 高井　重昌　教授
情報通信工学部門長 三瓶　政一　教授
電子工学部門長 八木　哲也　教授
電気工学、システム・制御・電力工学コース長 伊瀬　敏史　教授
先進電磁エネルギー工学コース長 兒玉　了祐　教授
情報通信工学コース長 宮地　充子　教授
電子工学、量子電子デバイス工学コース長 片山　竜二　教授

電子情報工学科
電子情報工学科長 中前　幸治　教授
電気電子工学科目長 近藤　正彦　教授
システム・制御・電力コース長 舟木　　剛　教授
先進電磁エネルギーコース長 兒玉　了祐　教授
量子電子デバイスコース長 近藤　正彦　教授
情報通信工学科目長 原　　隆浩　教授
情報通信工学コース長 原　　隆浩　教授

就職担当
電気系就職担当代表窓口 伊藤　利道　教授
電気電子情報工学専攻
電気工学、システム・制御・電力工学コース 舟木　　剛　教授
先進電磁エネルギー工学コース 舟木　　剛　教授
情報通信工学コース 丸田　章博　教授
電子工学、量子電子デバイス工学コース 伊藤　利道　教授
電子情報工学科
システム・制御・電力コース 舟木　　剛　教授
先進電磁エネルギーコース 舟木　　剛　教授
量子電子デバイスコース 伊藤　利道　教授
通信工学クラス 丸田　章博　教授
情報システム工学クラス 鬼塚　　真　教授

電気系人事（平成28年 4月 2日～平成29年 4月 1日）
 平成 29 年 3 月 15 日現在（以降は、予定人事）
新田　直子 准教授 平成 28 年 05 月 01 日 昇　任
末松　尚史 助　教 平成 28 年 08 月 01 日 採　用
今出　　完 准教授 平成 28 年 08 月 01 日 昇　任
田中　和夫 教　授 平成 28 年 08 月 31 日 退　職
(Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics (ルーマニア）へ）
今西　正幸 助　教 平成 28 年 09 月 01 日 採　用
 （附属アトミックデザイン研究センターと兼務）
中嶋　　誠 准教授 平成 28 年 10 月 01 日 異　動
（レーザー研　精密科学・応用物理学専攻協力講座から）
高野　恵介 助　教 平成 28 年 10 月 01 日 異　動
（レーザー研　精密科学・応用物理学専攻協力講座から）
菅野　裕介 准教授 平成 28 年 11 月 01 日 採　用

丸田　章博 教　授 平成 28 年 11 月 16 日 昇　任
谷口　一徹 准教授 平成 29 年 02 月 01 日 採　用
牛尾　知雄 准教授 平成 29 年 03 月 31 日 退　職
 （首都大学東京へ）
藤本　　靖 講　師 平成 29 年 03 月 31 日 退　職
 （千葉工業大学へ）
杉山　麿人 助教 平成 29 年 03 月 31 日 退　職
 （情報・システム研究機構へ）
SU CHUNHUA 助　教 平成 29 年 03 月 31 日 退　職
 （会津大学へ）
廣田　悠介 助教 平成 29 年 03 月 31 日 退　職
 （情報通信研究機構へ）
河内　亮周 准教授 平成 29 年 04 月 01 日 採　用
LIU JIA 助　教 平成 29 年 04 月 01 日 採　用

母校の教壇に立つ本会会員（平成 28年度）
・「電力工学Ⅰ」
 黒田　育央（電気・平 5）
 関西電力株式会社  火力事業本部  火力開発部門
 開発技術グループ  マネジャー
・「電力・エネルギーシステム計画・運用論」
 久保　　浩（電気・昭 52）
 関西電力株式会社  能力開発センター
 工務系統運用研修グループ  系統運用研修主任講師
・「電力・エネルギーシステム計画・運用論」
 大澤　　渉（情報・平 13）
 関西電力株式会社  電力流通事業本部
 系統制御グループ  リーダー
・「プラズマフォトニクス」
 藤田　雅之（電気・昭 58）
 ゼータフォトン株式会社  技術顧問
・「電気電子情報工学特別講義Ⅰ」
 丸谷　祐司（電気・平 6）
 JFE スチール株式会社  西日本製鉄所（福山地区）
 制御部制御技術室  主任部員（課長）
・「電気電子情報工学特別講義Ⅱ」
 安部田貞行（通信・平 5）
 株式会社ＮＴＴドコモ  無線アクセス開発部
 担当部長
・「電気電子情報工学特別講義Ⅱ」
 柳瀬　　晋（通信・昭 61）
 関西電力株式会社  IT 戦略室  チーフマネジャー
・「情報社会と職業」
 上田　　徹（通信・昭 56）
 シャープ株式会社  IoT 通信事業本部
 IoTクラウド事業推進センター  第一サービス開発部長
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平成 29年 3月電気系卒業者・修了者就職先

システム制御電力コース（13 名）
西日本高速道路ファシリティーズ㈱
大阪大学大学院（11）
未回答（1）

先進電磁エネルギーコース（24 名）
クロイ電機㈱
㈱ケイバブック
自営業
大阪大学大学院（21）

■学部卒業生の進学・就職先

■大学院前期課程修了者

量子電子デバイスコース（51 名）
大阪大学大学院（35）
未定（1）
未回答（15）

通信工学クラス（28 名）
㈱朋栄
㈱豊田自動織機
横河電機㈱
大阪大学工学部研究生
大阪大学大学院（16）

東京ガス㈱
奈良先端科学技術大学院大学（2）
日本アイビーエム・ソリューション・サービス㈱
浜友観光㈱
未定（1）
未回答（2）

情報システムクラス（25 名）
㈱カプコン
大阪大学大学院（23）
東京大学大学院

電気電子システム工学部門（49 名）
㈱クボタ（2）
㈱小松製作所
㈱神戸製鋼所
㈱豊田自動織機
JFEスチール㈱（2）
NTTドコモ㈱（1）
エリクソン・ジャパン㈱
キヤノン㈱
キリン㈱
コニカミノルタ㈱
スマック㈱
トヨタ自動車㈱
パナソニック アドバンストテクノロジー㈱
パナソニック㈱
マツダ㈱
ローム㈱
芦屋市役所
関西電力㈱（3）
近畿車輛㈱
九州旅客鉄道㈱
古野電気
三井物産㈱
三菱ケミカル㈱
三菱重工業㈱
三菱電機㈱（2）
住友電気工業㈱
新日鐵住金㈱
西日本鉄道㈱
川崎重工業㈱
大阪大学大学院（2）
中国電力㈱（2）
中部電力㈱
朝日放送㈱
田淵電機㈱

東陽建設工機㈱
日本ガイシ㈱
日本車輌製造㈱
日本信号㈱
日立建機㈱
北陸電力㈱
名古屋鉄道㈱
未回答（1）

情報通信工学部門（31 名）
㈱ケイ・オプティコム（3）
㈱デンソー
㈱資生堂
㈱出雲村田製作所
㈱日立製作所
JFEスチール㈱
KDDI ㈱
NTTコミュニケーションズ㈱（3）
キヤノン㈱
パナソニック㈱（2）
沖電気工業㈱
京セラ㈱
国土交通省
三菱電機㈱（2）
西日本電信電話㈱
大阪大学大学院（3）
東日本電信電話㈱
日本電気㈱
富士通㈱（2）
富士通テン㈱
北陸電力㈱
本田技研工業㈱

量子電子デバイス工学部門（50 名）
㈱ IHI
㈱ NTTドコモ
㈱ Z会エデュース
㈱クボタ
㈱クラレ
㈱コルグ
㈱ジャパンディスプレイ
㈱デンソー
㈱リコー
㈱村田製作所（2）
㈱島津製作所
㈱日立パワーデバイス
㈱豊田自動織機
㈱堀場製作所
JR西日本㈱
キヤノン㈱
ソニー㈱
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱
ダイキン工業㈱
トヨタ自動車㈱（2）
パナソニック㈱（3）
ローム㈱
関西電力㈱（2）
三菱電機㈱（3）
住友電気工業㈱（2）
新日鐵住金㈱
森永製菓㈱
西日本旅客鉄道㈱
川崎重工㈱
川崎重工業㈱
大阪市交通局
大阪大学
大阪大学大学院（3）
日本放送協会
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■大学院後期課程修了者

浜松ホトニクス㈱
富士通㈱
豊田自動織機
北陸電力㈱
未回答（2）

情報科学研究科（27 名）
㈱NSソリューションズ関西
㈱ワークスアプリケーションズ
㈱島津製作所

㈱野村総合研究所
JR西日本㈱（2）
KDDI ㈱
NTTコムウェア
NTT西日本
TIS ㈱（2）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱
キヤノン㈱
ジヤトコエンジニアリング㈱

ダイハツ工業㈱
トヨタ自動車㈱
パナソニック㈱（2）
関西電力㈱
三菱電機㈱
新日鉄住金ソリューションズ東京㈱
西日本電信電話㈱（2）
大阪大学大学院（2）
富士通㈱

電気電子システム工学部門（1名）
未回答（1）

情報通信工学部門（4名）
田淵電機㈱
日本無線㈱

未回答（2）

量子電子デバイス工学部門（7名）
㈱ジャパンディスプレイ
シャープ㈱（2）
松谷化学工業㈱

大阪大学
東京大学物性研究所
未回答（1）

情報科学研究科（1名）
日本電信電話㈱

注意： 会社名等の後ろのカッコ内数字は人数（数字のないものは一人）を表します。調査時（平成 29 年 2 月末まで）に回答
の得られたものを（順不同で）記載しました。

株式会社ダイヘン　　　http://www.daihen.co.jp/
電力供給から金属加工、半導体製造分野まで、社会のニーズに応える先進のものづくりで、ダイヘンは昔も今も、
そしてこれからも社会の発展に貢献し続けます。

匿名企業　1社

澪電会　賛助会員（サポート企業）募集について

陽春の候、会員の皆様方には益々のご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は本会の活動にご理解とご支援を賜り
まして、厚くお礼を申し上げます。
さて、澪電会は会員の親睦を図り、学術の発展および科学技術に関する知識の啓発に寄与することを目的とし、適宜
必要な事業活動を行ってきております。澪電会は明治 45年から大正 2年頃に結成されて（第 1回会報　山口次郎「澪電
会小史」より）以来、今や約 9,000 名の会員を擁する大きな組織となり、会報発行、卒業謝恩会、見学会、新入生歓迎会、
講演会そして支部活動と活発に活動しております。平成 24年度より、電子メイルによる会員の皆様への情報発信も開始
しております。しかし、残念ながら運営の基盤となる会費納入不振のため、財政が極めて厳しい状況になっております。
このような状況のもと、澪電会では、会の趣旨に賛同し、その運営を援助することを目的とする賛助会員（会費年額
50,000 円／一口以上）を企業の方を対象に募ることとなりました。澪電会の会則には、すでに賛助会員が含まれてお
ります。
澪電会にご関係いただく企業の皆様におかれましては、この機会に是非とも澪電会賛助会員にご加入頂けますよう、
ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。なお、ご賛同していだだけますと、賛助会員企業（サポート企業）である
ことを澪電会会員に活動を通じて周知いたします。例えば、電子メイルによる案内では、サポート企業名とそのキャッ
チフレーズ（1行から 2行）をメイル文の最後の方につけて賛助会員企業を周知いたします。さらに、就職を考えてい
る学生との交流の場を提供する企画として昨年度より始めました「卒業生と在校生の交流会」にもご参加頂けます。
ご賛同していただける場合には、澪電会事務局までお知らせください。

e-mail:reiden＠pwr.eng.osaka-u.ac.jp
申込用紙を電子メイルにてご送付させていただきます。
なお、本会に関するご意見やご希望がございましたら、ご遠慮なくお聞かせ下さい。皆様のご協力をお願いいたします。

現在、以下に示します企業の皆様から、ご支援をいただいています。
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澪電会役員

会　長
亘　　信二（通 50） 南海辰村建設㈱

副会長
村上　孝三（子 46） 大阪学院大学
厚海　俊明（子 48） 厚海技術士事務所
三谷　康範（電 56） 九州工業大学
高見　佳宏（電 59） 中国電力㈱
仁木　秀明（電 51） 福井大学
綿森　道夫（子 60） 高知工科大学
片山　正昭（通 56） 名古屋大学
伊藤　利道（電 50） 阪大・工・電電情・子

幹　事
山元　正人（電 53） 日本電気㈱
馬場口　登（通 54） 阪大・工・電電情・通
高木　　洋（通 58） ㈱日立システムズ
 ネットワークス
森　　伸也（子 61） 阪大・工・電電情・子
丸田　章博（通 63） 阪大・工・電電情・通
平田　仁士（子 63） 住友電気工業㈱
西口　芳明（電平元） 三菱電機㈱
高井　重昌（子平 7博） 阪大・工・電電情・気

武仲　正彦（電平 2） ㈱富士通研究所
梅原　岳久（通平 2） 西日本旅客鉄道㈱
三好　秀和（通平 2） 住友電気工業㈱
鶴田　義範 ( 電平 3) ㈱ダイヘン
衣川　嘉之（通平 4） ㈱ NTTネオメイト
前川　浩二（通平 4） 関西電力㈱
松吉　俊満（通平 4） パナソニック㈱
渡辺　健司（子平 4） シャープ㈱
西島　英記（通平 7） ㈱ドコモCS関西
上野　弘明（子平 7） パナソニック㈱
原　　隆浩（情平 7） 阪大・情報科学研究科
久保　　理（子平 8） 阪大・工・電電情・子
平山　昌吾（情平 9） 関西電力㈱
浪岡　保男（情平 14 博） ㈱東芝
衣斐　信介（通平 16 修） 阪大・工・電電情・通
前川　卓也（情平 15） 阪大・情報科学研究科 
岡部　博明（子平 17） 三菱電機㈱
松村　洋平（電平 18） 南海電気鉄道㈱
荒瀬　由紀（情平 18） 阪大・情報科学研究科

監　査
尾﨑　雅則（電 58） 阪大・工・電電情・子

 （平成 29 年 3月現在）

阪大・工・電電情・気：大阪大学　大学院工学研究科　電気電子情報工学専攻　電気工学部門
阪大・工・電電情・通： 〃 〃 〃 情報通信工学部門
阪大・工・電電情・子： 〃 〃 〃 電子工学部門
阪大・情報科学研究科： 〃 大学院情報科学研究科
阪大・レーザー　　　： 〃 レーザーエネルギー学研究センター
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同窓会だより

培ってこられたレーザー技術をもってレーザー核融
合エネルギー開発に敢然と立ち向かわれました。先
生の生きざまの面目躍如としているものと感じて居
りました。名古屋大学プラズマ研究所客員教授時代
(1969-1972) に、阪大山中研から持ち込まれたガラスレー
ザー激光 1号で成し遂げられたパラメトリック異常吸
収の発見、重水素クライオターゲットによるレーザー
核融合中性子発生の実現は、その後の世界のレーザー
核融合研究の機運を一気に立ち上げるものでした。
その後大阪大学に工学部付属レーザー工学研究施
設を設立（1972）され、さらに数年を経ずして大阪
大学付置レーザー核融合研究センターを設立（1976）
されました。世界最大最高性能の激光 12 号の完成と、
それによる爆縮物理の解明によってなされた核融合
に必要な 1 億度に達する高温圧縮、初期燃料密度の
1000 倍に達する高密度圧縮の成功は、世界に大きな
波紋をひろげ、欧米におけるメガジュールレーザー建
設をコアとする大型レーザー核融合プロジェクト発
足のきっかけともなりました。先生によりつけられた
核融合エネルギー開発の道を今若者たちが、先生に頂
いた使命感とともに懸命にがんばっております。
先生はまたレーザーが拓く科学技術、そして社会へ
の大きなインパクトを、その慧眼を以て見通しておら
れました。世界はいま“21 世紀は光の時代”といわ
れるように、レーザー・光技術が未来社会へのイノ
ベーションの源泉として動いています。このような時
代の動き、科学技術の歴史的な展開を洞察され、1978
年に（社）レーザー学会を設立されました。さらに大
学の研究から生まれた新しい科学技術シーズを社会
に還元し、産業の活性化、新展開に資するべく（財）
レーザー技術総合研究所を設立（1987）されました。
このように大事業を成し遂げられた先生の本当の
お心を示して頂いたものと、今も座右の銘とさせて頂
いている言葉を披露したいと存じます。五十年まえ私
共の結婚式で頂いた色紙への先生の揮毫です。

「　学問も事業も　人情のためにある　」

疾風怒涛の人生を駆け抜けられた先生の、大いなる
安らぎをお祈り申し上げます。
（大阪大学名誉教授　中井 貞雄（電気・昭和 36）記）

追　悼
山中千代衛先生を偲んで

本学電気系教室の発展に
多大な貢献をされ、澪電会
第四代会長を勤められた名
誉教授山中千代衛先生が、
去る 2017 年２月 15 日ご逝
去されました。亨年 93 歳で
した。ここに謹んで哀悼の
意を捧げ、ご冥福をお祈り
申し上げます。
先生は 1923 年 12 月 14 日
大阪市にお生まれになり、長じて 1944 年大阪大学航
空学科に入学されました。しかし敗戦により航空学科
は解体され、転科された電気工学科を 48 年にご卒業、
同年大阪大学大学院に入学されました。1953 年電気
工学科助手になられ、同年米国MITに留学、その後
58 年同助教授、63 年同教授に昇任され、1987 年に退
官されるまで電気工学科一筋の人生を歩まれました。
電気工学発展への先生の大きな貢献が評価され、1987
年 5 月創設 100 周年に当たる電気学会の会長に就任さ
れました。先生が会長として実施されたいろんな記
念事業のなかでも、時の皇太子ご夫妻をお迎えして開
催された 100 周年記念式典・祝賀会は、今も語り伝え
られる歴史的イベントとなっています。退官後近畿大
学理工学部教授（1987-90）、姫路工業大学学長（1990-
1995）を務められました。
先生の助教授時代から直接ご指導を受けてきた者
にとって先生から受けた最も強烈な印象は、先生はつ
ねに目標に向かって真正面に、かつ全力で立ち向かわ
れる人であるという事でした。戦争中わが国の命運を
左右する航空学科に入学されたのもそうでしょう。こ
れからという時に我が国は戦争に負けました。多感な
青春時代、無念やる方なかったことと存じます。航空
学科は解体されました。新しい道を選ぶとき、戦後発
展の原動力となる電気工学の分野に進まれました。そ
の後まさに電気の時代となり、我が国は見事復興を遂
げ、世界に冠たる国になりました。
その後の世界的なエネルギー危機に際し、それまで
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澪電会と大阪大学工業会について

澪電会事務局へのお問い合わせ事項で目立ちますのは、「終身会員であるのに会費の請求をしてきた」とい
うことです。これは、大阪大学工業会と澪電会とを混同しておられるためと思われますので、工業会と澪電会
との関係について簡単にご説明いたします。
大阪大学工学部（その前身校を含む）には、学部全体の同窓会「大阪大学工業会」と学科または系の同窓会

（例えば電気系学科であれば「澪電会」）があります。従って、澪電会の会員のうちほとんど全ての方は同時に
大阪大学工業会の会員なのです。すなわち、会員構成の面では澪電会は工業会の下部組織といえます。
ところが、工業会と澪電会とは財政的には全く独立しておりまして、それぞれが独自に会費制度を設けてお
ります。従いまして、工業会会費を既にお支払いになった方、あるいは工業会の終身会員の方からも、澪電会
会費（年会費一律 4,000 円）を頂戴しております。また、澪電会では終身会員制は設けず、毎年会費をお納め
いただいております。
会報や名簿の発行などを含め、澪電会の活動は全て会員各位からの会費に依存しております。澪電会の健全
財政のため、今後とも会費納入につきましてよろしくご協力のほどお願い申し上げます。
なお、勤務先、住所の変更などに関しましては工業会とは別途に、澪電会にもお知らせくださいますよう切
にお願い申し上げます。

ハッピーリタイアメント同窓会

昭和 49 年電気工学科卒業生による同窓会を開催し
ました。
2011 年 7 月に還暦同窓会を浜名湖で開催し、次回

同窓会を 5年後の退職年齢の時期に合わせての開催を
約束していました。これまでの会社人生を振り返りつ
つ輝ける次のステップに向けて、希望を分かちあいつ
つこれからの健勝を祈念して集いたいというのが趣
旨でした。
2016 年 10 月 2-3 日に石川県小松市で同窓会を開催
しました。同期の仲間は 40 名ですが、連絡が着いた
のは 36 名。その内の 22 名が参加しました。ハッピー
リタイアメントと思いきや結果としては、3分の 2が
65 歳を過ぎてもまだ働いていました。

「サンルート小松ホテル」に宿泊し、創業から 170
年の歴史があるという老舗料亭「小六庵」で主宴会を、
二次会はホテルで旧交を温めました。
次回の同窓会は 5年が待てない（5年ももたない？）
とのことで、2.5 年後の 2019 年春に開催する予定です。
 （文責　前川　通）
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澪電会だより

平成28年度  電子情報工学科特別講演会
電子情報工学科入学・澪電会入会歓迎会

平成 28 年度で 8回目となる電子情報工学科特別講
演会、電子情報工学科入学・澪電会入会歓迎会が、い
ちょう祭期間中の 5月 2日（月）に開催された。
電子情報工学科特別講演会は、15：00 ～ 16：30 に

銀杏会館阪急電鉄・三和銀行ホールにて開催された。
電子情報工学科長・中前幸治教授（電子・昭 52）の
司会のもと、情報システム工学クラス・鬼塚真教授（現
教員）による「グラフマイニング技術を用いたビッグ
データ分析技術とその応用」と題する講演が行われ、
最新情報技術を分かりやすくご紹介いただいた。続い
て、前・本田技術研究所主任研究員、自動車技術会フェ
ロー、フェローエンジニアの川合誠様より「自動運転
とヒト～Cars that think and communicate ～」と題
する講演が行われ、最新の自動運転技術について熱
く語っていただいた。両講演とも世間で話題のホッ
トなテーマであり、電子情報工学科 1 年生 90 名、教
職員他 30 名、合計 120 名の聴衆が熱心に講演に耳を
傾けた。
講演会終了後、銀杏会館大会議室において電子情報
工学科入学・澪電会入会歓迎会が開催された。電子情
報工学科・井上恭教授（現教員）の司会のもと、尾崎
雅則幹事（電気・昭 58）からご挨拶と澪電会の紹介
をいただいた。ご挨拶では澪電会の歴史や名前の由来
などについてご説明頂いた。ソフトドリンクでの乾杯
の後、イベント「澪電会を知ろう」に移り、1年生は
お菓子を食べながら五十嵐浩司准教授（現教員）が出
題する講演者の話題や学科、澪電会に関するクイズで
盛り上がった。最後に、成績優秀グループには入会特
別賞の景品が渡された。歓迎会の部は 1年生 66 名が
参加し、教職員他 24 名（合計 90 名）とともに楽しい
ひと時を過ごした。
 （丸田章博（通信・昭和 63）記）

平成 28年  澪電会ホームカミング day

澪電会ではこれまでに会員の皆様に向けて技術見
学会を毎年開催して参りましたが、平成 27 年度から
は形態を一新し、「澪電会ホームカミング day」とし

て開催することとなりました。第一回の澪電会ホーム
カミング day はいちょう祭期間中の平成 28 年 5 月 2
日（月）に開催されました。参加者数は 19 名であり、
これまでに開催してきた見学会と同程度の参加者数
となりました。
ホームカミング day は、学内施設の見学会、巷で
話題の最新の研究トピックや技術動向に関する講演
会、講師の先生をお招きし澪電会学内役員を交えた懇
親会の 3部から構成されました。見学会は本学いちょ
う祭施設見学会に相乗りする形で行われ、吹田キャン
パス内の各研究室にて最新の研究成果を見学しまし
た。講演会は、15 時～ 16 時半に銀杏会館阪急電鉄・
三和銀行ホールにて開催され、情報システム工学ク
ラス・鬼塚真教授（現教員）による「グラフマイニ
ング技術を用いたビッグデータ分析技術とその応用」
と題する講演および、前・本田技術研究所主任研究
員、自動車技術会フェロー、フェローエンジニアの川
合誠様よる「自動運転とヒト～ Cars that think and 
communicate ～」と題する講演が行われました。両
講演とも世間で話題のホットなテーマであり、参加者
の皆様が熱心に講演に耳を傾けました。
懇親会は、講演者の鬼塚教授や川合様を囲んで、会
話の尽きない会となりました。
今年度も、引き続きホームカミング day の開催が
決定しておりますので、みなさまお誘いあわせの上ご
参加頂けますと幸いです。詳細は澪電会のホームペー
ジか会報に同封の開催案内を御覧ください。
 （前川卓也（情・平 15）記）
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平成 28年度  総会・講演会・懇親会

平成 28 年 6 月 3 日（金）大阪新阪急ホテル「花の間」
にて 149 名の参加者を得て開催された。総会に先立っ
て「花の間」にて午後 5時 30 分から平成 28 年度澪電
会講演会が西村博明幹事（電気・昭 50）の司会で開
催された。今回は、田中和夫教授から「レーザープラ
ズマ脚下照顧」と題してご講演いただいた。大型プロ
ジェクトを含む長年の研究教育活動の紹介により、目
指すべき研究教育の姿をお示しいただいた。
引き続き平成 28年度澪電会総会が午後 6時 15 分よ
り同じく「花の間」で行われた。谷口研二会長 (電子・
昭 46) の挨拶の後、森伸也総務幹事 ( 電子・昭 61) か
ら平成 27 年度事業報告が行われ、承認された。谷口
会長、森幹事から、若い世代へのアピールのために 27
年度から開始された新たな取り組みについてのご紹介
があった。また高井重昌会計幹事（電子・平 7博）か
ら平成 27 年度会計収支の報告が行われ、質疑応答を
経て承認された。次に亘信二新会長（通信・昭 50）が
選出され、続いて亘新会長から、新役員 18 名の指名
と承認がなされた。引き続き馬場口登新総務幹事（通
信・昭 54）から平成 28 年度事業計画案が、また原隆
浩新会計幹事（情報・平 7）から平成 28年度予算案の
説明が行われ、拍手をもって承認され無事終了した。
懇親会は午後 7時より、会場を「紫の間」に移して
森幹事の司会のもとに行われた。亘新会長の挨拶のあ
と、濱口智尋大阪大学名誉教授（電気・昭 36）と住友
電気工業株式会社常務執行役員横川正道様（電気・昭
49）からご祝辞を頂戴した。祝電披露の後、西尾章治
郎大阪大学総長の音頭で乾杯し、賑やかな歓談のひと
ときを持った。最後に田中和夫副会長 ( 電気・昭 49)
のご発声のもと万歳三唱を行い、盛会裡に散会した。
 （丸田章博（通信・昭 63）記）

平成 28年度  澪電会卒業生講演会

若い世代に澪電会をアピールする活動の一環とし
て、電子情報工学科の学部 4年生を対象とした卒業生
講演会を平成 28 年 11 月 29 日（火）に開催した。昨
年度は秋季特別講演会と称してはじめて実施したが、
2回目となる今年度は、これから大学院に進学する学
部生に対して、現在企業において研究開発の第一線で
活躍中の先輩に、学生生活で学んだことや、それをそ
の後のキャリアでどう活かしたかを語ってもらい、学
生が将来を考える一助となることを期待した企画で

あることを強調するため、名称を変更して実施した。
講演会は、16:20 ～ 18:00 に吹田キャンパス電気系
メモリアルホールにて開催された。最初に、丸田章博
幹事（通信・昭 63）が澪電会の成り立ちとその活動
内容の説明を行った。続いて、フューチャー株式会
社 CEO 室・池田博樹様（通信・平 5）による「2050
年に社会人として活躍するためには」と題する講演が
行われた。「格安スマホ」の開発秘話、コンビニエン
スストアやプロ野球球団を支える情報通信技術の裏
話、新たな農業技術への挑戦など多岐にわたる分野の
興味深いお話をわかりやすく語っていただいた。続い
て、株式会社東芝 研究開発センター・松岡秀浩様（通
信・平 6）より「工学博士の生きる道（メーカー研究
者編）」と題する講演が行われた。メーカー研究者と
してキャリア選択をした経緯から、入社後の研究者と
しての歩み、メーカー研究者が博士の学位を取得する
ことの意義について詳しく語っていただいた。電子情
報工学科学生 68 名、教員 9名、合計 77 名の聴衆が熱
心に講演に耳を傾け、質疑応答も活発に行われた。
講演会終了後、18:00 よりメモリアルホールに隣接
する学生実験室において懇親会が開催された。講演者、
教員、学生が入り混じって賑やかな歓談のひとときを
持った。最後に、松岡様の恩師である三瓶政一先生（現
教員）に締めのご挨拶をいただき、盛会裡に散会した。
 （丸田章博（通信・昭 63）記）

平成 28年度  卒業生と在校生の交流会

澪電会では、総会以外に同窓生の交流の機会が少な
く、とりわけ現役学生と同窓生との交流の場はほとん
どなかった。そこで、若い世代の同窓生と現役学生の
交流を目的として、第二回卒業生と在校生の交流会を
平成 29 年 3 月 3 日（金）に開催した。本年度は、本
会役員の所属企業、賛助会員企業などにご協力をお願
いした結果、25 社より 56 名の方にご参加頂くことが
できた。また、現役学生は、企業のOB・OGを意識
し始める電気電子情報工学専攻および情報科学研究
科の修士 1年生を中心に 93 名の参加者を得た。
交流会に先立ち、電気系メモリアルホール（E1-115）
にて、丸田章博幹事（通信・昭 63）による開会の挨
拶に続いて、各社の代表の方からショートスピーチ
を頂いた。その後、15:30 より、各社ごとに E1 棟各
教室に分散して、学生と同窓生との交流会を行った。
交流会では、各企業の情報の他、「就職活動の経験談」
や「社会人としての心得」などについて、同窓生なら
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ではの視点から学生に情報提供を行って頂いた。
さらに、17:30 より工学部福利会館・吹田DonDon

において懇親会が開催された。丸田幹事の音頭で乾杯
し、同窓生と学生が入り混じっての歓談によって交流
はさらに深まった。学生からは「この会社のOBと話
をしたかったので、たいへん有難かった」などの意見
が寄せられた。また、同窓生からも、「多くの学生と
直接話ができてよかった。このような機会を来年度以
降も続けてほしい」などのコメントをいただき、たい
へん好評であった。
最後に、年度末のたいへんお忙しい時期に、学生た
ちのために遠路お越し頂いた同窓生の皆様に厚く御
礼申し上げます。
 （丸田章博（通信・昭 63）記）

平成 28年度  電気系卒業祝賀・謝恩会

平成 28 年度電気系卒業祝賀・謝恩会は平成 29 年 3
月 22 日（水）の大阪大学学位授与式当日の午後 6時
30 分から、大阪新阪急ホテル・紫の間において開催
された。学部卒業生ならびに大学院修了生の出席者
数 229 名（情報通信工学コース・情報システム工学ク
ラス、大学院情報科学研究科を除く）、さらにご来賓、
電気系教職員、澪電会役員の方々をあわせて 324 名の
出席を得た。
式典の部は、馬場口登幹事（通信・昭和 54）の司
会で進められた。最初に澪電会会長、南海辰村建設
株式会社 取締役会長の亘信二様（通信・昭和 50）か
ら、向上心を持って新たなステージに臨む重要性を説
いた祝辞を頂いた。次いで大阪大学元総長、大阪大学
名誉教授、大阪大学同窓会連合会会長の熊谷信昭先生
（通信・昭和 28 旧）から、人の人生は人と人との出会
いと関係で決まることの認識の大切さを説いた祝辞
を頂戴した。また、住友電気工業株式会社 常務執行
役員の横川正道様（電子・昭和 49）から、企業にお

けるグローバル化の流れと働き方改革の流れに適切
に対応することの大切さを説いた祝辞を頂戴した。ご
来賓、澪電会役員としてご臨席頂きました澪電会元会
長、大阪大学名誉教授の白川功先生（電子・昭 38）、
澪電会元会長、株式会社ケイ・オプティコム 代表取
締役社長の藤野隆雄様（通信・昭 46）、澪電会前会長、
大阪大学名誉教授の谷口研二先生（電子・昭 46）、澪
電会副会長、大阪大学名誉教授の村上孝三先生（電子・
昭 46）、学内の澪電会副会長、電気電子情報工学専攻
教授の伊藤利道先生（電気・昭 50）の紹介がなされた。
さらに、電気系教員代表として電気電子情報工学専攻
長の上田良夫先生から、変わりゆく社会に関心を持っ
て柔軟に対応しつつ、その中で変わらぬ価値を見出す
力が豊かな生き方のために必要となる旨の祝辞を頂
き、各支部からの祝電が披露された。
この後、パーティーの部が衣斐信介幹事（通信・
平成 16 修）の司会で進められた。まず、谷口研二澪
電会前会長のご発声で乾杯し、歓談に移った。続い
て、大学院の成績優秀者を表彰する菅田‐Cohen 賞
の授賞式が執り行われた。馬場口登幹事より菅田‐
Cohen 賞の趣旨説明が行われ、上田専攻長より大宅諒
君（先進電磁エネルギー工学コース）、小橋淳二君（量
子電子デバイス工学コース）の 2名に菅田‐Cohen
賞（博士）が、柳澤佑太君（システム・制御・電力工
学コース）、萩野尚吾君（先進電磁エネルギー工学コー
ス）、橋本風渡君、毛利文律君（量子電子デバイス工
学コース、五十音順）、高橋拓海君（情報通信工学コー
ス）の 5名に菅田‐Cohen 賞（修士）が授与された。
さらに、学部の成績優秀者を表彰する、楠本賞・工学
賞を受賞した陳博順君（先進電磁エネルギーコース）
ならびに工学賞を受賞した大内智弘君（量子電子デバ
イスコース）、児玉剛征君（情報通信工学コース・通
信工学クラス）の 3名に亘会長より受賞祝いの品が手
渡された。その後、平成 27 度学部卒業生（平成 29 年
修士修了生）澪電会クラス委員に就任された藤川拓也
君（システム・制御・電力工学コース）、松村裕介君
（先進電磁エネルギー工学コース）、小長晃輔君（量子
電子デバイス工学コース）、前田智（情報通信工学コー
ス）の 4名が紹介され、亘会長より記念品が手渡され
た。次いで卒業生を代表して、情報通信工学コース博
士前期課程の高橋拓海君から教職員および澪電会諸
先輩への感謝と将来への決意が述べられた。最後に、
伊藤利道副会長の音頭で万歳三唱し、めでたく卒業祝
賀・謝恩会はお開きとなった。
ご臨席賜り、祝辞を頂きましたご来賓の方々に厚く
御礼申し上げます。またご多用中にも関わらずご臨席
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頂きました電気系教職員の方々に感謝いたします。さ
らに受付業務のお手伝い等をご担当頂きました電気
系の事務補佐員の方々にも感謝申し上げます。

（衣斐信介（通信・平成 16 修）記）

平成 28年度  澪電会東京支部総会報告

2016 年 4 月 22 日（金）東京都港区のメルパルク東
京にて、毎年恒例の東京支部総会を開催しました。来
賓として谷口研二澪電会会長、森伸也澪電会総務幹
事、池田博昌大阪大学工業会東京支部支部長、そして
西尾章治郎大阪大学総長をお招きし、総勢 120 名の参
加を得て、明るく賑やかに旧友・先輩後輩との再会を
楽しみました。
まず、講演会においては西尾先生にご登壇いただ
き、「知の協奏と共創」と題してご講演をいただきま
した。大阪大学創立90周年となる2021年を見据えて、
世界屈指の研究型総合大学へと自己革新を遂げるべ
く、大きなビジョンを示されたうえで、その実現に向
けては「組織の壁」や「専門分野」を超えた、開放性
を機軸とするさまざまな取り組みを進めていくとい
うことを熱く語っていただきました。聴講者からは、
目的意識を持った人材の育成や、グローバル化に対応
した教育のあり方、環境やハード面からのアプローチ
など、多くの質問や提案が出て、西尾総長はひとつひ
とつ丁寧にお答えになり、予定時間を大幅に超えての
ディスカッションが行われました。
引き続いて行われた懇親会では、まず、厚海俊明東
京支部長からの開会宣言があり、続いての池田先生か
らのご挨拶の中では「参加者名簿を見ると半数以上が
平成以降卒業の若い世代であり、たいへん喜ばしい」
との嬉しいコメントがありました。谷口先生からは澪
電会のイベントの紹介や「大阪大学のつどい」の紹介
があり、同窓会活動を活発にしていこうという呼びか
けがありました。また、森先生からは最近のトピックス

として、情報系学科の拠点集約の話をはじめとした変
わりゆく吹田キャンパスの様子のご紹介がありました。
喉も渇いたところで、森先生から乾杯のご発声があ
り、その後は多数の参加の皆様による懇談となりまし
た。会場のあちらこちらで、久しぶりに会う方々の挨
拶、笑い、歓声が飛び交う賑やかなひとときを過ごし
ました。
最後に、本年総会幹事会社を代表して住友電気工業
の中島成様からお礼のご挨拶があり、その後、次回総
会幹事会社を代表して日本電気の山元正人様からの
来年に向けての決意表明、三菱電機の中畔弘晶様のご
発声による全員での万歳三唱を行い、盛会のうちに総
会を終了しました。
 （奥村啓之（通信・昭 62）記）

平成 28年度  東海支部総会・見学会報告

澪電会東海支部は、平成 28 年 10 月 15 日（土）、支
部総会、見学会および懇親会を開催しました。ご来賓
として澪電会会長の亘信二様（通信・昭和 50）、総務
幹事の馬場口登先生（通信・昭和 54）にお出で頂き
ました。支部からは片山正昭東海支部長（通信・昭和
56）をはじめ、昭和 49年卒から平成 27年卒までの 19
名の支部会員が集い、合計 21人の盛会となりました。
総会は、半田赤レンガ建物の会議室にて開催され
ました。半田市は、愛知県の西南部、伊勢湾と三河
湾に囲まれた知多半島の中央に位置し、江戸時代か
ら醸造や繊維など、海運を活かして商業や製造業を
中心に発展してきました。半田赤レンガ建物は、横
浜赤レンガ倉庫なども手がけた妻木頼黄の設計によ
り明治 31 年にカブトビールの製造工場として竣工
し、レンガ建物としては全国屈指の規模です。現在
でもほぼ当時のままの姿を残し、国の登録有形文化
財、近代化産業遺産にも登録されています。総会では、
片山支部長による開会の御挨拶の後、亘澪電会会長
から御挨拶を頂戴しました。議事に入り、平田代表
幹事より活動報告および計画が報告されました。次
に、高田会計幹事より提出された予算案が原案通り
承認されました。また、片山支部長より次年度の幹
事団について今年度の幹事団の留任で推薦がなされ、
拍手をもって承認されました。議事終了後、馬場口
澪電会総務幹事より「阪大と澪電会の現在」という
題で、母校の動向について概説頂きました。内容は、
昨年の西尾章治郎先生の第 18 代大阪大学総長ご就
任、中之島キャンパス再開発事業、箕面キャンパス
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の移転、福利厚生棟の改修工事、電気電子情報工学
科および大学院の入試・改組・就職状況など、創設
120 周年にあたる電気系教室の近況に加え、澪電会活
動状況についてと多岐に及びました。
総会後には、江戸時代交通の要衝として栄え現在
でも江戸時代の風情が一部残る紺屋海道を、見学二
会場と懇親会会場のある半田運河周辺まで徒歩にて
移動しました。幸い好天に恵まれ、涼やかな秋風を
感じながら気持ち良く散策できました。見学会では、
まずは、弘化元年（1844 年）創業の酒蔵をそっくり
生かした國盛酒の文化館を、案内員のご説明を受け
ながら見学しました。江戸と上方の中間に位置する
半田の酒は中国銘酒として愛されました。吟醸酒や
純米酒の区別や、一生（1升）添い遂げる、商売繁盛（半
升）、益々繁盛（2 升半）など、祝い酒として珍重さ
れる由来などのウンチクも教わりながら、当時の酒
造りを楽しく学ぶことができました。利き酒コーナー
では、種々の吟醸・純米酒、果実酒、甘酒などを飲
み比べ楽しみました。ほろ酔いで隣接の半六庭園や
半田運河を眺めつつしばらく時を過ごし、次の見学
会場のMIM（ミツカンミュージアム）へと向かいま
した。MIMは、古くから続く運河沿いの黒塀の景観
とともに、ミツカンの酢づくりの歴史、醸造の技術、
ものづくりへのこだわり、食文化の魅力などを、見
てさわって楽しみ学べる体験型博物館です。ここで
も案内員つきの見学ツアーに参加しました。目の前
に展示された江戸時代の酢作りの工程と、足下の現
在の工場をスマートウィンドウ越しに見比べ、時代
の流れと技術の移り変わりを実感しました。半田か
ら江戸まで酢を運んだ弁才船を再現したものは、長
さ 20 メートルの圧巻の迫力でした。甲板の上で鑑賞
した大型映像もまた、迫力満点でした。
懇親会は、見学会場に隣接する魚太郎・蔵のまち
に会場を移し開催されました。片山正昭東海支部長
のご発声で乾杯し、来賓と会員、会員相互で話が弾み、

松下孝之氏（電子・昭和 49）の音頭のもと、一本締
めで懇親会を終えました。
 （松井龍之介（電子・平 11）記）

平成 28年度  澪電会北陸支部総会報告

澪電会北陸支部は、11 月 5 日（土）に、第 27 回支
部総会を金沢駅前カンファレンスセンター会議室に
て開催しました。本部からは、お忙しい中、亘信二会
長及び森伸也本部幹事をご来賓にお迎えしました。支
部からの総会参加者は 9名で、合計 11 名での総会と
なりました。
当日は天候もよく飛び石連休ともあってたくさん
の観光客が金沢に訪れる中、JR 金沢駅に集合いたし
ました。全員集合後、総会会場となる会議室に徒歩で
向かい、13 時 40 分から支部総会を開催いたしました。
春田支部長の挨拶で始まり、亘会長に挨拶いただき
ました。続いて、平成 27 年度の事業報告と会計決算
報告および平成 28年度の事業計画案等の審議を行い、
了承をいただきました。その後、森幹事から「母校と
澪電会のいま（電気系教室創立から 108 年）」と題し
たご講演をいただきました。また、総会参加者を増や
していくためにはどうしていけばよいか、若年層の参
加者を増やしていくためにはどのようにしていけば
よいか、など本部の方を交えての意見交換をすること
ができました。
総会の後、タクシーにて兼六園へ向かいました。新
幹線開業後、観光客が相当増えているとは聞いていま
したが、入場口にも長蛇の列ができており、実感する
ことができました。また、外国人観光客も相当増えて
おり、いろいろな言語が飛び交っていました。滞在時
間は、1時間半ほどの時間でしたが、自由散策にて各
自楽しんでいただきました。
見学会終了後、午後 5時から金沢駅近くの「地もの
魚と旨い酒 とと屋」に場所を移し、懇親会を開催い
たしました。懇親会では、北陸の新鮮な食材を使った
家庭料理と地酒を味わいながら会員相互の近況報告
を行うなどして、親睦を深めました。今回の総会にも
御年 90 うん才になられる会員も元気に参加いただき
ましたので、毎年恒例となっておりますが、しめのお
言葉をいただきました。最後に、来年度も元気に再開
することを約束し、無事に今年度の支部総会を終える
ことができました。
 （菊池俊行（通・平成 6）記）
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平成 28年度  澪電会九州支部総会報告

澪電会九州支部では、支部総会および懇親会を 10
月 29 日（土）に開催いたしました。本部よりご来賓
として副会長の村上孝三先生、総務幹事の馬場口 登
先生にご出席賜りました。九州支部からは 6名が出席
しました。
開催地は平成 28 年熊本地震の復興支援として大分
県別府市としました。当日は JR別府駅に集合後、お
んせん県おおいたの資源を活用した地熱発電所の一
つである湯山地熱発電所を視察しました。懇切なご説
明を賜り、参加者からの質問にも丁寧にご対応くださ
いました西日本地熱発電株式会社の皆様にはこの場
を借りて厚く御礼申し上げます。その後、日本三百名
山のひとつである鶴見岳を訪れ、あいにくの濃霧でし
たが参加者全員で山頂まで登りました。
支部総会および懇親会はべっぷ好楽において執り
行いました。総会では支部長代理として服部励治氏か
らの挨拶のあと、議事として支部事業ならびに会計報
告を行い、原案どおり承認されました。その後、ご来
賓の村上先生からご挨拶を賜りました。続いて、馬場
口先生からは母校と澪電会本部の近況をご報告いた
だき、電気系や澪電会の様子をうかがい知ることがで
きました。残念ながら例年と比べて参加者数が少な
かったのですが、総会後の懇親会では、こぢんまりと
した雰囲気で懇親を深めることができました。澪電会
ならではのつながりを改めて感じ、とくに若手の会員
にもこの輪を拡げていければと思います。
ご多忙の中、ご出席くださいました皆様方に感謝申
し上げます。今後とも会員皆様のご参加とご協力を切
にお願い申し上げます。
 （渡邊政幸（電気・平 13）記）

平成 28年度  澪電会四国支部総会報告

四国支部では、平成 28 年 11 月 12 日（土）に、設
備見学会・総会と懇親会を香川県高松市で開催しまし
た。昨年 11 月に続き、11 年連続での開催でした。
当日は、本部より亘信二会長、森伸也幹事をご来賓
としてお迎えし、四国支部からは多賀裕司支部長をは
じめ 23 名の参加者を得ることができました。
まず、㈱四国総合研究所に集合した後、泉川雅弘支
部会員をはじめとする、研究員の方々の案内で設備見
学を行いました。四国総合研究所では、電力やエネル
ギーの分野を中心に、バイオ、環境、エレクトロニク
ス、情報・通信、土木・地質などの多岐にわたる研究
活動を行っており、様々な企業との共同研究も積極的
に実施しておりました。
電力会社の実際の需給運用において重要な役割を
担っている、太陽光・風力発電の出力予測システムの
紹介では、システム仕様や予測精度の検証方法などに
関して、活発な質問がありました。また、系統対策用
蓄電池実証システムや模擬配電実験設備など、電力系
統の課題へ果敢に取り組んでいる状況を紹介いただ
きました。特に、高電圧実験設備では、66kV 級電力
用設備を試験することができる耐電圧試験装置を用
いて、汚損碍子の閃絡試験を実施いただき、一同、電
気現象を再確認するとともに、その試験に関心をよせ
ておりました。
総会では、細井の司会で、多賀支部長の挨拶から始
まり、亘会長からのご挨拶を頂きました。多賀支部長
からは、参加頂いたご来賓や支部会員ならびに四国総
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合研究所関係者へのお礼や昨今の四国地域の状況お
よび支部活動活性化への抱負などについて挨拶。亘会
長からは、澪電会本部および各支部の活動近況や、母
校をサポートする体制づくりのお願いや支部への激
励のお言葉を頂戴いたしました。森幹事からは、母校
の学科・研究室の組織や入学者の状況、澪電会本部の
活動状況等を伺うことができ、非常に有意義な情報共
有の場となりました。
引き続き議案審議に移り、細井より平成 27 年度の
決算、平成 28 年度の活動計画や予算および支部長交
代等の議案を提案し、全会一致で承認され、綿森道夫
新支部長の就任挨拶で、総会は無事終了いたしました。
総会の後、懇親会に移り、山下一彦元支部長の乾杯
の音頭により、懇談に入りました。頃合いを見計らい、
参加者による自己紹介と近況報告を行いました。皆さ
んお話好きの方ばかりで、例年にもれず全員が話し終
わるころには、終了予定時刻となり、坂本明雄元幹事
の音頭でお開きとなりました。
ご多忙の中、ご出席いただきました皆様方に、心よ
り御礼申し上げます。
 （細井宏昭（工修・平 17）記）

平成 28年度  澪電会中国支部総会報告

澪電会中国支部では、平成 28 年 10 月 22 日（土）、
川原厳栄堂にて見学・体験後、中国電力小町クラブ
にて支部総会を開催しました。本部から、亘信二会
長、馬場口登先生をご来賓としてお迎えしました。ま
た、中国支部からは、白髭修一（電 S46）、朝山修（電
S48）、高見佳宏（電 S59）、村山薫（電 S60）、相木泰
治（電 H01）、梶山勝哉（通 H05）、野口晋一（電子
H06）、増岡裕樹（通 H11）、灘和久（基礎工 H12）、
福本直紀（通H16）、稲葉大剛（通H18）の 11 名の方
にご出席いただき、合計 13 名の盛会となりました。

当日は、JR 広島駅に集合後、バスで川原厳栄堂へ
移動しました。川原厳栄堂は、創業 100 年以上、広島
県伝統的工芸品に指定されている「宮島焼」の御用窯
をお持ちであり、そこで宮島焼の湯呑あるいは皿を選
んでいただき、それに絵付けをするという体験をいた
しました。個性あふれる絵付けを行いながら、近況を
語らい懇親を深めました。
見学・体験終了後、中国電力小町クラブにて支部総
会を開催しました。総会では、亘会長からご挨拶をい
ただくとともに、馬場口先生から、母校の近況につい
てご紹介いただきました。
総会後、部屋を移動し、懇親会を行いました。懇親
会では、一人ずつ自己紹介と近況報告を行うことがで
き、短い時間ではありましたが、和気あいあいと有意
義な時間を過ごし、来年度の再会を期して散会となり
ました。
今年度も、多数の方にご出席いただき、盛会とする
ことができました。ご多忙の中、ご出席いただきまし
た皆様方に感謝申し上げます。来年度も同時期に開催
する予定ですので、多数ご出席下さいますようお願い
申し上げます。
 （稲葉大剛（通H18）記）
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クラス委員

（電気工学科・電気工学科目・電気工学専攻）
 学部 修士
昭和16年  高田　源次
 20年  樋口　正樹
 22年  山下　義美
 26年  近藤　道治
 28年旧  藤井　克彦
 28年新 30年 辻　　三郎
 29年 31年 升田　公三
 30年 32年 味村　健三
 32年 34年 大川進一郎
 33年 35年 鈴木　　胖
 34年 36年 白藤　純嗣
 35年 37年 松浦　虔士
 36年 38年 濱口　智尋
 37年 39年 黒田　英三
 38年 40年 梅本　隆司
 39年 41年 武藤　成生
 40年 42年 赤澤　堅造
 41年 43年 辻　毅一郎
 42年 44年 佐々木孝友
 43年 45年 朴　　炳植
 44年 46年 谷内田正彦
 45年 47年 織田　守昭
 46年 48年 土師　總一
 47年 49年 大森　　裕
 48年 50年 原　　　格
 49年 51年 田中　和夫
 50年 52年 伊藤　利道
 51年 53年 木村　紀之
 52年 54年 山本　正純
 53年 55年 阪部　周二
 54年 56年 白神　宏之
 55年 57年 伊瀬　敏史
 56年 58年 三谷　康範
 57年 59年 裏　　升吾
 58年 60年 尾崎　雅則
 59年 61年 江川　泰弘
 60年 62年 秋葉　龍郎
 61年 63年 服部　励治
 62年 平成元年 佐伯　　修
 63年 2年 藤井　龍彦
平成元年 3年 森　　勇介
 2年 4年 仙井　浩史

 3年 5年 舟木　　剛
 4年 6年 岩井　　真
 5年 7年 藤田　和久
 6年 8年 板垣　鉄平
 7年 9年 川瀬　博基
 8年 10年 斎藤　貴光
 9年 11年 中島　弘朋
 10年 12年 矢野　雅一
 11年 13年 緒方　晋也
 12年 14年 山下　勝則
 13年 15年 小谷　研太
 14年 16年 犬伏　雄一
 15年 17年 小島　鉄也
 16年 18年 坂本　雅樹
 17年  村井　良多
 18年  吉田　　央
 19年  大曲　祐子

（通信工学科・通信工学科目・通信工学専攻）
 学部 修士
昭和21年  来住　　徹
 25年  竹内　信雄
 26年  長岡　崇雄
 28年旧  福井　淳一
 28年新 30年 末田　　正
 29年 31年 由利　宏二
 30年 32年 倉橋浩一郎
 31年 33年 栗岡　　豊
 33年 35年 宮道　　繁
 34年 36年 樹下　行三
 35年 37年 西原　　浩
 36年 38年 野村　康雄
 37年 39年 （調整中）
 38年 40年 中西　　暉
 39年 41年 塩澤　俊之
 40年 42年 藤岡　　弘
 42年 44年 宮原　秀夫
 43年 45年 玉川　允敏
 44年 46年 池田　雅夫
 45年 47年 中野　秀男
 46年 48年 里村　　裕
 47年 49年 森下　克己
 48年 50年 河崎善一郎
 49年 51年 北山　研一
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 50年 52年 樺澤　　哲
 51年 53年 鬼頭　淳悟
 52年 54年 井上　　健
 53年 55年 中野　幸男
 54年 56年 馬場口　登
 55年 57年 秦　　淑彦
 56年 58年 片山　正昭
 57年 59年 榎原　博之
 58年 60年 山本　　幹
 59年 61年 平　　雅文
 60年 62年 原　　晋介
 61年 63年 大川　剛直
 62年 平成元年 荒木　範行
 63年 2年 戸出　英樹
平成元年 3年 堀井　康史
 2年 4年 松田　洋一
 3年 5年 畑　　真司
 4年 6年 上田　哲也
 5年 7年 安部田貞行
 6年 8年 村上　智己
 7年 9年 池田　武弘
 8年 10年 加藤　　真
 9年 11年 菅原　弘人
 10年 12年 中西　淳平
 11年 13年 門田　行広
 12年 14年 新熊　亮一
 13年 15年 東野　武史
 14年 16年 村越　昭彦
 15年 17年 藤本　正樹
 16年 18年 木下　幸裕
 17年  山本　勇樹
 18年  森岡　康史
 19年  工藤　隆則

（電子工学科・電子工学科目・電子工学専攻）
 学部 修士
昭和37年 39年 蒲生　健次
 38年 40年 白川　　功
 39年 41年 尾浦憲治郎
 40年 42年 吉岡　信夫
 41年 43年 鷹岡　昭夫
 42年 44年 打田　良平
 43年 45年 春名　正光
 44年 46年 藤原　秀雄
 45年 47年 杉本　哲夫
 46年 48年 谷口　研二
 47年 49年 千葉　　徹
 48年 50年 栖原　敏明

 49年 51年 村上　敬一
 50年 52年 山田　伸一
 51年 53年 西川　博昭
 52年 54年 中前　幸治
 53年 55年 岡田　満哉
 54年 56年 薮内　康文
 55年 57年 太田　快人
 56年 58年 出口　　弘
 57年 59年 河合　利幸
 58年 60年 森　　俊彦
 59年 61年 正田　博司
 60年 62年 綿森　道夫
 61年 63年 森　　伸也
 62年 平成元年 重弘　裕二
 63年 2年 井元　孝史
平成元年 3年 野口　栄治
 2年 4年 赤坐　正樹
 3年 5年 上野　隆範
 4年 6年 三浦　克介
 5年 7年 藤井　彰彦
 6年 8年 上向井正裕
 7年 9年 上野　弘明
 8年 10年 梶井　博武
 9年 11年 野田　研二
 10年 12年 島田　尚住
 11年 13年 藤澤　猛史
 12年 14年 大竹隆太郎
 13年 15年 小野　俊明
 14年 16年 三上　真範
 15年 17年 樋渡　伸二
 16年 18年 松久　裕子
 17年  尾島　正禎
 18年  六車　　充
 19年  田村　　悠

（情報システム工学科、情報システム工学科目、
情報通信工学科目・情報システム工学クラス、
 情報科学研究科）
 学部 修士
平成 5年 7年 一階　良知
 6年 8年 安部　敬一
 7年 9年 原　　隆浩
 8年 10年 池内　智哉
 9年 11年 相坂　一樹
 10年 12年 密山　幸男
 11年 13年 中尾　太郎
 12年 14年 工藤　祐介
 13年 15年 兼田　佳和
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 14年 16年 義久　智樹
 15年 17年 庄島　大基
 16年 18年 渡辺　賢治
 17年 19年 野里　良裕
 18年 20年 村尾　和哉
 19年 21年 高島　真彦
 20年 22年 尾崎　麻耶
 21年 23年 中川　将史
 22年 24年 山崎　公敬
 23年 25年 林　　勇介
 24年 26年 児島　陽平
 25年 27年 小林　良至
 26年 28年 増田　　彬
 27年 29年 尾原　和也

（電気電子工学科目・システム制御電力コース、
電気電子情報エネルギー工学専攻・
 システム制御電力工学コース）
 学部 修士
  平成20年 吉田　　央
  21年 大曲　祐子
平成20年 22年 大道　哲二
 21年 23年 三宅　翔太
 22年 24年 赤尾　雅嗣
 23年 25年 大石　貴章
 24年 26年 峰岸　達矢
 25年 27年 磯　比呂志
 26年 28年 岩瀬　真司
 27年 29年 藤川　拓也
（電気電子工学科目・先進電磁エネルギーコース、
電気電子情報工学専攻・
 先進電磁エネルギー工学コース）
 学部 修士
  平成20年 馬場　政志
  21年 畠山　幹生
  22年 遠藤　　恭
  23年 田中　聡一
  24年 横山　尚也
  25年 中塚　和樹

平成24年 26年 大宅　　諒
 25年 27年 喜田　美佳
 26年 28年 植松　佑仁
 27年 29年 松村　裕介

（情報通信工学科目・通信工学クラス、
電気電子情報工学専攻・情報通信工学部門）
 学部 修士
  平成19年 山本　勇樹
  20年 森岡　康史
  21年 工藤　隆則
平成20年 22年 木村　共孝
 21年 23年 十河　泰弘
 22年 24年 西村　悟史
 23年 25年 井上　文彰
 24年 26年 福井　良輔
 25年 27年 小林　　陽
 26年 28年 棟田　淳哉
 27年 29年 前田　　智

（電気電子工学科目・量子電子デバイスコース、
電気電子情報工学専攻・
 量子電子デバイス工学部門）
 学部 修士
  平成19年 尾島　正禎・村井　良多
  20年 六車　　充
  21年 田村　　悠
平成20年 22年 堀　　哲郎
 21年 23年 小川　康宏
 22年 24年 石川　裕之
 23年 25年 東　　卓也
 24年 26年 森　陽一朗
 25年 27年 丹波　大樹
 26年 28年 山根　梨江
 27年 29年 小長　晃輔

クラス委員の変更等ございましたら、事務局まで随
時ご連絡下さるようお願いいたします。
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澪電会　会則

会　則

第 1条 本会は澪電会と称する。
第 2条 本会は事務局を大阪大学大学院工学研究科電気系
内に置く。

第 3条 本会は会員の親睦を図り、学術の発展および科学
技術に関する知識の啓発に寄与することを目的とし、
そのため適宜必要な事業を行う。

第 4条 本会の会員はつぎのとおりとする。
(1）正会員
イ．大阪大学工学部、工学研究科および情報科学研
究科ならびにその前身である学校の電気系卒業生。
ロ．大阪大学工学部および工学研究科の電気系現教
員。
ハ．大阪大学工学部電気系教員の主査のもとで学位
を得た者で、本会に入会を希望する者。
ニ．特に本会に縁故があり、役員会の承認を得た者。
(2）特別会員
正会員以外で大阪大学工学部電気系の教授、助教授、
准教授および講師であった者ならびに特にこの会に
縁故のある者。
(3）学生会員
大阪大学工学部、工学研究科および情報科学研究科
の電気系学生。
(4）賛助会員
本会の活動を援助する法人または個人。

第 5条 本会に次の役員、委員を置く。
会長　1名
副会長、幹事、監査、クラス委員

第 6条 会長は総会の議を経て選出する。副会長、幹事、
監査については会長が指名し、総会で承認を得る．ク
ラス委員については別表に従って卒業・修了年別に選
出する。

第 7条 会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。副
会長は会長を補佐する。

第 8条 会長、副会長、幹事は役員会を組織し、会務を処
理する。監査は事業年度末に会計監査を行う。クラス
委員はクラスを代表し、本会に関する重要事項の相談
にあずかる。

第 9条 役員会の推薦により、本会に顧問を置くことがで
きる。

第 10 条 第 1 項　役員の任期は 2年、監査は 1年とする。
ただし重任はさまたげない。

第 2項　役員が任期途中で交代する場合は会長の
承認を得て前任者の残任期を引き継ぎ、
直近の総会でその旨を報告する。

第 11 条 定例総会は年 1回開催する。臨時総会は必要に応
じて開催する。定例総会では事業報告、会計報告およ

び役員改選その他の議事を行う。
第 12 条 本会の事業年度、会計年度は毎年6月1日に始まり、
翌年 5月 31 日に終る。

第 13 条 正会員は別に定めた規定により、会費を毎年 7月
末日までに納入しなければならない。

第 14 条 本会は必要に応じて支部を置くことができる。
第 15 条 本会則の変更は総会の議決を経て行う。

細　則

・ 会費は年額 4,000 円とする。（平成 7年度より実施）
・ 大学学部卒業時から 53 年を経過した会員は、会費の納入
を要しない。

・ 企業所属の会長の任期は、副会長と会長の期間を含めて
2年とする

 別表
クラス委員選出単位
卒業年 学　　　　　部

平成11年以前
電気工学科、通信工学科、電子工学科、情
報システム工学科の各学科卒業生から 1委
員／年

平成12年
 ～平成21年

電子情報エネルギー工学科電気工学科目、
通信工学科目、電子工学科目、情報システ
ム工学科目の各学科目卒業生から 1委員／
年

平成22年以降

電子情報工学科システム・制御・電力コー
ス、先進電磁エネルギーコース、量子電子
デバイスコースの各コース卒業生から１委
員／年、及び、情報通信工学コース・通信
工学クラス、情報通信工学コース・情報シ
ステム工学クラスの各クラス卒業生から 1
委員／年

修了年 大　学　院

平成15年以前

電気工学専攻、通信工学専攻、電子工学専
攻、情報システム工学専攻、電磁エネルギー
専攻、電子情報エネルギー工学専攻の 6専
攻修了者から 4委員／年

平成16年
 ～平成18年

電気工学専攻、通信工学専攻、電子工学専
攻、電子情報エネルギー工学専攻の 4専攻
修了者から 3委員／年、及び、情報科学研
究科（電気系 8講座）修了者から 1委員／
年

平成19年以降

電気電子情報工学専攻システム・制御・電
力工学コース、先進電磁エネルギー工学
コース、情報通信工学コース、量子電子デ
バイス工学コースの各コース修了者から 1
委員／年、及び、情報科学研究科（電気系
8講座）修了者から 1委員／年

注）学部のクラス委員は、関連する大学院のクラス委員を
兼任する。

 最終改定日　平成 27 年 6 月 5 日
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澪電会　プライバシーポリシー

澪電会では、会員の皆様から事業推進に際して必要最小限の個人情報をご提供頂き、同窓会活動に利用して参りま
した。会員の皆様の個人情報の取り扱いにつきまして下記の通りご案内致します。会員の皆様のご理解・ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

1．保有する会員の個人情報と個人情報収集方法、利用目的
澪電会（各支部を含む）（以下、本会と称する）が運営上取得した下記の情報を個人情報として取り扱います。
氏名、会員番号、卒業（修了）学部・学科・学科目・研究科・専攻・コース・研究室、卒業（修了）年度、
自宅連絡先（住所、電話／FAX番号、電子メールアドレス）、勤務先（勤務先名称、住所、所属部署、役職、
電話／FAX番号、電子メールアドレス）等
また本会では、その会則に示す目的のとおり、「会員の親睦を図り、学術の発展および科学技術に関する知識
の啓発に寄与することを目的とし、そのため適宜必要な事業を行う」こととして、会員個人情報を以下に示
す事業において利用します。
① 本会会員名簿の整備および発行。
② 本会および本会会員が主催する事業で本会の目的に適ったもの（総会、見学会、同窓会等）の案内お
よびそれにかかる連絡事項の送付。

③ 会報等（電子媒体によるものを含み、本会活動目的に適うものに限る）の配布。
④ 会費および寄付金の収受管理、会費徴収に関わる事務、案内。
⑤ 大阪大学が行う教育・研究の発展に寄与すると判断される大阪大学主催事業の案内送付。

2．個人情報の管理と第三者への開示と提供
(1) 本会が収集した個人情報については、本会により適正に管理を行い、常に個人情報の保護に努めます。
(2) 本会は、前項①～⑤に示す事業推進において、本会から事業委託された業者等が対応することが適切
と判断される場合には、業者等に対して必要最小限の個人情報を開示ならびに提供することがありま
す。また、大阪大学ならびに大阪大学同窓会連合会等同窓会組織の主催事業で、その利用目的から個
人情報の提供が適切と判断される場合には、大阪大学ならびに大阪大学同窓会連合会等同窓会組織に
対して必要最小限の個人情報を提供することがあります。なお、個人情報の開示もしくは提供を望ま
ない場合は、本会まで届け出て下さい。届け出のない場合は、原則として「開示可・提供可」として
取り扱わせて頂きます。

(3) 本会から提供する個人情報は紙媒体もしくは電子媒体によるものとします。
(4) 上記 (2) および次の場合を除き、あらかじめ会員本人の事前の同意がない限り、個人情報を第三者へ
開示ならびに提供致しません。
● 法令に基づく場合
● 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
● 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。
● 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3．開示・訂正・利用停止請求
本会は、会員から会員本人の個人情報に関する開示請求の申し出があった場合は、当該本人と確認したうえ
で、その情報の開示を行います。また、内容が正確でないなどの申し出があった際には、その内容を確認の上、
必要に応じて個人情報の追加、変更、訂正または利用停止を行います。

4．澪電会に関する個人情報のお問い合わせ・ご依頼先
〒 565-0871　吹田市山田丘 2-1
大阪大学　大学院工学研究科　電気系内　澪電会事務局
電話　06-6879-7789　　E-mail　reiden＠pwr.eng.osaka-u.ac.jp
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会報澪電No. 38 をお届け致します。
澪電会では、昨年度より「卒業生と在校生の交流
会」、「澪電会ホームカミング day」などあらたな行
事をはじめました。これらは会員同士、あるいは会
員と現役学生との交流の場を増やす目的で企画さ
れたものです。この立ち上げのため、学内幹事、お
よび企業からご参加頂いている幹事の皆様で構成
する役員会では、活発な議論を行ってきました。多
くの会員の方々が在籍されている澪電会の活動が、
皆様にとってより有意義なものとなるよう、幹事一

同、今後も益々努力していく所存ですので、皆様の
ご理解とご協力の引き続きよろしくお願い申し上
げます。
最後になりますが、ご多忙中にも関わらず、本誌
記事の執筆を快くお引き受け頂きました執筆者の
皆様、ならびに編集にご協力下さいました皆様に、
心より感謝の意を表します。
 （編集幹事：久保　理、前川卓也、衣斐信介、
 荒瀬由紀、丸田章博）

編　集　後　記

発行　澪電会
〒565-0871　吹田市山田丘 2-1
大阪大学大学院工学研究科電気系内
電　　　話：06-6879-7789（ダイヤルイン）
電子メール：reiden＠pwr.eng.osaka-u.ac.jp

澪電会 Facebook ページのお知らせ

平成 26 年より、澪電会の活動をより会員の皆様に身近に感じていただくと共に、母校である大阪大学の近
況をよりリアルタイムに知っていただけるようすることを目的として、澪電会の Facebook（フェイスブッ
ク）ページを開設しております。Facebook の特徴は、通常のホームページとは異なり、知人の間での近況の

共有や交流を深めるための仕組みが充実
している点にあります。Facebook ページ
は、どなたでも（ご自身が Facebook を
ご利用されていなくとも）ご覧いただけ
ますので、是非ご覧下さい。合わせまして、
Facebook をご利用の方は「いいね」ボタ
ンをクリックいただくと共に、周囲の同
窓生の皆様にも本ページのアドレスを共
有いただけますと幸いです。

澪電会 - 大阪大学工学部電気系同窓会
Facebook ページ
https://www.facebook.com/Reidenkai

電子版会報 REIDENのお知らせ

昨年４月より、試験的に電子版会報
「REIDEN」をメールベースにて発信し
ております。毎年一回発行する会報と
は異なり、より速報性の高い情報を随
時発信していきます。また、会報には
掲載しない記事も随時掲載していく予
定です。（冊子版の会報「澪電」を廃止
する予定は、現在のところありません）
昨年中に第 2号まで配信しております。
未着の方は、メールアドレスをご登録
頂けますと、次回より配信いたします
ので、澪電会事務局宛にご連絡頂けま
すと幸いです。


